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私たちの声もまちづくりに

跡憤を減らし︑自主財源を増や

すための伺か対策を考えている

次に今の松之山町は自然を生

かおたずねします︒

かした観光名漸が多く︑脅然を

松之由町においての失業率は

ついて跡長さんにお偶いします︒

を壊さず町を発展させることに

ますが︑松之山町の葵しい自然

主とした町づくりが行われてい

なかなか把握できないわけです

と思います︑

住しない一番大きな漂悶である

働く場斯が少ないのが霜煮が建

金の支給綱度を作ってあります．

る廓業煮に簸︑岡．︑十ガ附の奨励

またその人たちを雇用してくれ

中学生模擬議会
十︸月十⁝日に役場議場において松之由中挙校三鐸生全員に
よる模擬議会が闘催されました︒

社会科の授業の一環として︑生徒は事欝に調べてきた質問事項
を町長を始めとする町執行部に質問していました．︑

質疑は︑三園に分かれて生徒全員が体験できるように議長︑議
員を入れ替えて進められました︑この摸擬議会は約三時聞におよ

が︑縷用保険の受給状況を晃る

町債ですが現荏惜りているの

び行われましたが︑詳緬については紙面の関係で割愛させていた
だきます︒

と理在牽獺人受総されている︒

十欄万円︑瞳民一人薮たりに薩

蒼餐の仕事場を増やすことに

すと約七十二万円になります．

が︑総額で二牽三億二千鷺︑欄闘

酒紡繍興の数が減ってきてい

受給期問が終わって再就職され

るのは事爽です︒著い人たちが

の中では松之慮町は簸低となり

この額を比較し談すと東頸城郡

よって︑Uターンさせる方法が

少ない地域と︑比較的糖い人た

ます︑たとえば過錬優ですが園

ていない方が競窪ハ犠いますの

ちがいる地域と差がある︑地域

あります︒町長さんに若蓄の地

驚で誘致をした老人保健施設

全体を防災してもらうよう分醸

れる︑あるいは︑地域総禽墜備

がヒ十％交付税で藤倒を晃てく

でだいたい㎜︑ー名の方が失叢と

松之山隣では失業者がどれく

ではバ十磁近くの就叢鷺を葬定

を再編成した︒その飽︑僧備滴

域定藩の考えをお闘きしたいと

らいいるのでしょうか︒またい

している︒ぜひ就業の場を漉絹

防として松之山分遣所ができ非

いえると思う︑

るのであれば失業老に対して何

して著い人たちから勤めていた

思います．

か対策をしているのでしょうか．

を希望しています︒ーターンU

も減ってきています︒鐡黄の補

若者が減る中で消防団員の数

段主財源が約六億円で︑町僑が

驚債と麟叢財源を比較すると

ことで︑産業を新たに興したり︑

観甕財源を増やすのは難しい

で懸倒を見てくれるという儲金

事業綾などは團が五十箔交付税

だきたいと溝えています．

常備滴防の仕箏が軽減されてい

ターンをしていただく方に対し

充が見込めない地域もあると思

五億七千万円です︒町で補って

景気を艮くしていかないと自窯

できるだけ王ター・︑10ターン

て搏疋住㎜促進奨励A罷父付要綱をつ

います︒このような地域に対し

いる金が少ないのに五億七干万

たい︒

金でないことをご理解いただき

一般の家庭と隅じ儲

くり大勢の方に松之山町にー

てどのような取り総みを行って

湾の借金をして良いものですか︒

ですので︑

ターンUターンしてもらいたいウ

いるのでしょうか︒

る︒

新親のータ⁝ンUタ⁝ン嵜に一
入五ガ附を支給させヤいただく︑

2

然を大切にしたものでなければ

これからの観光リゾ⁝トは犠
ひび割れの点検もしてもらいた

ります︑賓くなった所の補修や︑

りしているところがたくさんあ

ファルトが麟れたり︑へこんだ

ならないと思っている︒ブナの
いと思います︑

財．源の増撫は難しい︒

森の保存あるいは棚田の保全な

の植林に対する補勘や取り給み

るようにするために観光マツプ

イレがどこにあるのかすぐ分か

林地及び農塘の朋壊を防蕉す

設鐙をしてはどうでしょうか︒

と︑トイレの場漸を承す蕎板の

にトイレの場筋を記載すること

はしているのでしょうか︒

るための地滑り指驚地がありま

ござい 豪 す が ． 纏 い 断 は 撮 薬 る

道賂 の 安 全 に つ い て の 質 闘 で

ている．林藁系の纂業で保蜜林

崩落を跡ぐための黒事を実施し

連した嚢業で︑水を披く︑窯砂

親窪瓢しいトイレの予定は︑漏

ことが大切なことであると思う．

も掃除をしてき歌いにしておく

と認織している︒施設は霞くて

懸れいなトイレが必要である

す︑この串でそれぞれそれに醐

だけ街灯をつけるようにしたい．

もしています．その飽に纐人で

に指疋して木を植える取り総み

どを観光資源とし︑懲然畷境保

松之由町の遙蹄は集落を抜け
町では集落と集落の間の街灯設

衆入り口のトイレだけです．し

護にも・取り組んでいきたい︒

ると危険な場斯がたくさんあり
置は薫額町で綴すようにしてい

ます︒学校の逓学路でも登下校

んにきれいだったという患い出

革が必要だと愚います︒

を残してもらうためにトイレ改

また観光審の方々のためにト

観光マッブ記載については内部

けないと慰っている．トイレの

イレも険討していかなければい

かし︑これからは懸購紙設のト

植林する場禽には補助繊灘があ
り豪す．

表葎の模擬議会で検討するこ

松之由町は︑康の通りが大変

る︑集薄内の街灯については︑

とになった松之出中学校入り口

多いです︒そのため欝転醜など

半額町で勲撫している．どの簡
所で必要であるか輿繍繭に調癒

の遵路改良紅ついて．検討され

で．弧をつけて簸っていても︑爽

灯を設麗したり︑除蟹をしてほ

して︑設置を必．要としていると

ていなかった︾︑その蒙まとい

ただいまのカ⁝ブミラ⁝の件

ただきたいと思います．

にはカーブミラーを設置してい

ます︒そのような穂険なカーブ

際危険なカーブがたくさんあり

うことであれば鱒検討いただき

町で親蕪普通の葎で皿億絹く

眸年の模擬議会でご要望があ

たい．

ころは設置をしたい︒

において購いところがあり︑街

しい︒

交遵量が多かったり︑カーブ

や坂が急だったりして︑アス

らいの除餐費を必要としてい豪

す︑財政の溺係もあり襖討させ
ていただきたい︒

につきましては︑要望籔漸を

につ意ましては︑この要墾にお

薫げさせていただきました︑た

塔えすべく建設鎌として要求を

ラ⁝を設置したいと思います︒

喬っていただければカ⁝ブミ

りました松之山中学校線の改輿

ない状瀧であり藻すので︑壌化

だ︑要犠が年度途中であったた

亀険欄所等については︑環径

カルシュウム等をまいて箏故の

め財政的な理磁で昨年渡実施に

改叢を思うとおりにすすめられ

アスファルトの凹凸等確かに

つきましては︑兜送りさせてい

無いように努めている︒

あちこちあると思いますが︑そ

ただいた︒今後爽施に潮かって

私は松之山購の観光客の皆さ
れぞれの地域から要望も擦館患

検討︑影籔要求をしたい︒

こりやすく︑崖崩れを防ぐため

松之山購は昔から地滑りが起

してもらっていますが︑暫縛予
算の範囲内で補修や改良をして
いきたい．

馨

せっかく売店があるのでもっと
利用したらどうでしょうか︒

松之蜘温泉線スキー場につい
ては昨年一昨年と︸番入り込み

客の多い年宋年始に開薬できな
かったこともありまして︑大変

1寸OΦ

スキー場で大会など人がたく
さん来るとき︑リフトが混みス

タートに間に含わないことがよ
くあるので︑高速リフトにして

スキー場にトイレを増やして

ください︒

い︒

スキー場の圧露は︑現裡夜と
朝行っています︒

去無﹁ポイ捨て条例﹂ができ
ましたが︑

しょうか．

ゴミ箱は少ないと思いますが︑

ゴミは捨てるものではなく︑も

しゴミが出たら持ち帰る気持ち

湯山公会堂の萌にもう使絹で

を持つことが大切ではないか︒

イ捨てをやめた人︑気をつけよ

ポイ捨て条例を知っていて︑ポ

いますが︑あれは何ですか︒必

きない車や部品が積み璽なって

最後にゲレンデの圧雪ですが︑

うと懸っている人もたくさんい

ください．

ます︒そこでポイ捨て条例がで

大きい痛乎を受けたわけです︒

さい︒

営業が終わり次第圧雪してくだ

嚢な物であれば道路沿いに置く

円の減収になります︒

きた結果どのような変化があっ

捨て条弼を作りましたが︑その

ゴミの闘題ですが︑昨俸ポイ

て取り組んでいきたい︒

い︒できるだけ根気よく交渉し

これを撤去するわけにもいかな

かし︑私有物ですので強制的に

ことは十分承簿しています︒し

観光地としてふさわしくない

では︒

ないところに置いた方がよいの

のではなく︑人目にあま︾触れ

私たちは︑年に︸園クリーン

たかお闘きしたい︒

驚末葎始営業できないと一千万
スキー場の整備につきまして
は︑財政の許す限りスキー客の

期待に応えていきたい︒今年の

ています︒人がとれないような

大作戦に参加してゴミ拾いをし

所にあるゴミはどのようにとっ

スキ⁝場に対する投資は︑圧雪
八再万円です︒ゲレンデの中で

箪を⁝台購入する．これが二千
水が趨て欝が溶けている場所が

ているのでしょうか︒

を二資十黒万円でした︒スキ⁝

水をしたい︒今年は二百閥十酵

条例が十分濡かされているとい

町長さんの教育に対するお考

ありますので奪次計函で暗渠緋

ハウスの中の改造を闘十六万円

う状況ではないと思っている．

で検討させてもらう．

の予算計上している︒サービス

町民はもとより︑松之山町を訪

松之山温泉スキー場でもス
から増えることも期待できない︒

キー客が減ってきている︒これ

の尚上を図るために今年は︑馳

AしTは︑生の英語を聞けて

これからは施設を良くしなけれ

とても英語が身近に感じられま

ばお客さんから来てもらえない

しい︒広報を通じてポイ捨ての

はどれぐらいでしょうか︒

無いよう蕎揚をはかっていきた

えと︑教育にかける金額や割合
高速リフトの必要盤について

いけないという認識を持ってほ
は牽分理解しています︒財政が

れる人たち全てが︑ポイ捨ては
スキ⁝ハ ウ ス に つ い て は ︑ ス

の利駕料金を半額にする︒

キー学校が利痢していますので︑

輩場を無料にする︒また︑子供

書っていましたが︑どのように

ので今後検討させてほしいと
考えているのか計醸がありまし

現往のところ許さない状濁であ

でゴミ箱を設置したらどうで

少なく︑観光客の印象も悪いの

いてどのようなお考えかおたず

鍛後に松之山分校の存続につ

す︒

に壇やしてもらいたいと患いま

す．ALTの授業を週3〜4回
スキー客に細酔轡ばれるのであれば︑

い︑

たら教えてほしい︒

現在あるスキーハウスについ

トイレについは︑内部でどん

松之山町にはゴミ箱がとても
な取り組みができるか検討した

い︒

りますので︑待っていただきた

したいことがあり濠す︒

スキー場 に つ い て 三 つ お 願 い

スキー学校に語をしたい︒

てですが︑スキー場を剃絹して

ほとんど醐かれていません︒

みてスキーハウスにある売店が

4

ねします︒

学校にかけるお金のことです
が︑人間の基を作る小串学校の

教育というものは大変大切なも

中麗の道路より藤禽農免道路を

冬の通学の場禽急斜面の多い

運行を便釈で経済的になるよう

送磁などのを金部禽めてバスの

公撮餓で漸麿している十五人

険討したい︒

饗についてはそれぞれの学校に

除甥した方が安全だと思います︒

お願いしている．できなければ

サ達クル揺動でできるように要
今後農免道路の除雪︑防雲柵の

で買ってもらいたいのですがど

桑りバスのようなものを中学校

藤禽中羅購の農鈍道露は︐畏

串学校の部懸などに使っていも

公践餓で漸喬しているバスを

うでしょうか︒

い瓢斜懸が続いているので︑灘

らっています．

スを運行してほしいです︒

松璽方面にもぜひスクールバ

うにお考えでしょうか︒

設置綜ついて跡長さんはどのよ

鍵していただ選たい．

教欝について提案があります︒

蘂衛周好会の他にも中学生が入

のです．

単成牽薙度においての教膏費の

れる岡好会を作ってみてはどう

隅好会等は︑私はかまわない

基以上紡讐柵を又置しなけれぱ

また︑伺人くらいの人が利罵し

どのような変化がありましたか．

螺

一入当たりにしますと九十闘万

と思います．そういうことにっ

無盤化は無理ではないかと跨え

農免道銘の除雪の質闘があり

でしょうか︒

灘係ですが︑小中学校の関係つ
︑千⁝欝瀧十

滋訴葎八十六絹という金額にな
いてのご相談はいくらでもして

ましたが︑除雪をしていただけ

⁝万門になる．これを兇嚢窪縫

きましては︑．︸億

七・麗％になります︑

ります．教膏費の薦める翻禽は

ている︒それよりは︑漿駕嬬彪

どれくらい進んでいるのですか︒

棄規に造るマンガの城は︑今

線バス︑スクールバス︑患煮輸

スクールバスについては︑路

か︑

クールバスは入れるのでしょう

五十嵐先生哨人では大変ではな

診療漸の底締の人数について︑

てい蒙す︒

闘の道路改良をするのが望まし

を始めていることは審爽です．

然の変更と統廃禽について検討

また︑今東川にある本や楽鋸は

県の教糞委興会では︑；校の学

このようなことから︑松之蜘分

いでしょうか︒匿緬を増やして

のではないかと思っている︒松

ば牽年以上揮続していただける

見通しとすると今の状態が続け

になります︒環窪取り綴もうと

を造りますと八億円から九簿窮

ては︑踏えているとおりのもの

マンガの城の醐係につ意まし

冬の期間危険であれば︑欝宿

えてい蜜す．

だけ少しでも良くなるように毒

冬の通学をどうするか︒できる

バスを運行したい︒これからは

なって安愈であれぱ︑スクール

くことが必要ではないか︒利硝

になるように合わせて灘えてい

一欝約二十名の利用である︒患

罵煮は少なくなっている︒環登

愚奮輸送を始めたときより利

みてはどうでしょうか︒

之由分校は県下で七分校ある中

している事業費は︑黒億灘千万

禽に溝まって集鰯焦濡をして勉

農免道驚を除雲することに

で大規模校に賃けない︑評伽の

できない︒まだ結論は出ていな

円くらいなので予算的襲付けが

い．

校は統廃禽の紺象にならないよ

どうなるのですか︒

轟い分校であると思っている︒

奮輸送蒐もスク茎ルバスも便利

皆さんからも松之山分校をぜひ

ことですが︑愚者輸送体潮を行

がら︑増貴となると難しい問題

いると感謝している︒しかしな

烈十嵐先盤⁝人でよくやって

奢たい︒

う醜と行ってからでは人数的に

診療筋での愚者の輸送体灘の

齎の欝も闘きながら険討してい

ばらく傑管したい︒

今ある︑塞などはそのま談し

い︒

強してくれると農いと思う︒

うに動いている．

ることになったら中尾に冬もス

く ださい︑

欄

繍

讐

いが︑近いうちに繕論を出した

希望していただきたい．

どーターさんは鷹潅た菓藷︑

翻せる英藷︑それと園際理解と
いう役目を持ってこの町に来て

います︒皆さんの英藷の授業内

5

購鰐籔

灘

構

である︒

なくて全岡的に農業の現状は厳

松之撫町の農業の現状だけで

きる可能性が串てきた︑攣く瀞楓

1のOΦ1

すがこれは入口かタ比較すると

て酬酵の直接保証する捌度がで

つ建物の中でお亙いに連携を敢

の制度ができてほしい．

りているのでしょうか．

いる松之山町ではこの人数で建

人くらいです︒高齢化が進んで

祉の仕事をしている人は五十一

糧不足の聴代が来ると思う︒ヱ転

しいと患う．轍騨的には必ず食

結びついた農業に取り組んでほ

農叢と専業農業︑そして観光と

家は兼業農家が望ましい︒兼叢

てもらいたいが︑孟体となる農

いと思います︒

町長さんのお溝えをお闘きした

した観光リゾート開発について

松之山町の自然の葵しさを活か

つくった方がよいと思います︒

ては︑温泉以外にも何か施設を

松之山の観光リゾートについ

くってはどうでしょうか︒

コンビ㎜王ンスストアーをつ

しい︒農業だけの視野でなく簾

境保全︑闘歪保靴の立場からも

聰トでもL僚である︒それでも

農薬はおろそかにできない．愚

闇に禽わない場Aは十獲町縷協
でホームヘルパーを養成してい

欲のある農尿は蕊鈴以上やっ

をするのが耀ましいので︑その

るので十分対応していけると

りながら︑採健謄療福祇の推進

ような体翻作りをした．

思つている︒

町の福祉の今後についてどの

ういう疇代のことも毒えて森林

町でヘルパーや在宅介護の福

ように考えているのかうかがい
たい︒

の問題は頭が痛いが︑認定農藁

煮欝成に努めてほしい．後継潔

コンビニを闘店するには︑人獄︑

舗が大変大きな影響を箕ける．

ンビニができると町内の小売店

鰐内は零細な店舗が多い︒コ

を守ったり︑贈畑を嘗って後継

整っていると認識している︒

膏が一焦懸命取り組んでいる︒

福祉については松之山町は

先生︸人です︒

先に特甥養護潜入ホームを建設

松之山診療筋の毯舗は五十嵐
五十嵐先生が体を壊してしまい

嵩齢化した農家に対しては撫い

すが︑松之由町では経営的に

の意兇を調資し決建するそうで

交通璽︑醒送の効率︑周辺往民

しました詠今繕溝繍地区に老入

現在松之山町では︑棚磁を保

長期に診察ができなくなってし

松之山町で福祉関係の仕事に

罫公挫で対応していきたい︒

就く蕩い人たちは増えているの

保健施設を誘致することになっ
た︒この二つの施設によって︑

まった時どうするのですか︒

家庭で介護できない人の受け入

観光リゾートの関係ですが︑

やっていけないようだ︒

観光と農業が共生して発展して

もし長期診療ができないとい

存しようという動きが出てきて

いく時づくりが私の公約の一つ

ですか．

阻に勝有奢からの許可をいただ

れは整ったのではないか︑町で

き木を植えたらどうでしょうか︒

う場禽においては︑上村懸院や︑

若い入たちから編祇の佳郵に

いますが︑使驚されていない棚

携わる人がどんどん艦るように

はその飽に介護支援セ・︑ノターも

いては︑不老閣で取り総んでいる︒

鯖甥している︑

施設に関しては牽段時広域圏

県．鼠松代病院にお願いしてある︒

老健施設でもまたディサ⁝ビス

において墨創プランという纂難

できている︒デでサ⁝ビスにつ

がありますが︑保健福祉諜がで

を取り組む．その飽保健セン

ういった襲叢を活用して棚鐵保

める状混になってきている︒そ

危々患してきているので取り組

園も県も棚繊保全の事叢を

トでなくてはならない︒

親しむ長期滞往型の観光リゾ！

はなく︑自然を生かした闘然に

です︒これからの観光は施設で

きたのはなぜですか．それは保

ターもあり︑禰祉については松

についてどのようにお考えか︑

全に努めていきたい︒中由間地

に取り組んでいる︑羅然の森工

役場の事務機構に保健禰祉諜

健センターの建設と関係あるの

之由鰐は先靖を行っている．ま

またもし何か事業を考えている

の棚田傑全について農象に対し

松之山町の農業の現状と今後

ですか︑

た︑ケアハウスの建設も徽会福

のであればお闘かせください︒

ホ⁝ムヘルバーは理荏六名で

鮭法人松濤会で講醐している︒
一

そのとおりです︒保健と礁祉
と鷹療は関連姓があります︑

6
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藷
前

繭震憲

i

藩

大湯盤

之

」
．

には志賀鱒助さん欝贈の蝶の標

本を魔体とする自然博物館を建
設したい︒セミナ⁝ハウスも建
設する設．爾である．さらにま産

驚傭ゾーンの申には都会の入が

売場も驚えなくてはいけない︒

駅

住んでもらえる場瓶をつくる．

観光害の人が楽しく松之蜘町

沢

之由之

子診山備温
山

＋

14：03

を訪れるために唇板の設置をお

肇ア：551

漸商
一
趨平誌療八泉臼密島露㎜

嘩3：53

き
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越

鶴窟駅
職 棚

発 欝欝
西
駅
沢
湯
後
︸後
毒越

嘩3：50

初めて松之由時を訪れる入に

は 醤 械 が不驚している．どこに
幹線

毒馨6

窟

着

どういう蕎極を設置するかは︑

…
窪
き

910簾

＝48
：肇6
←12

ξ東

園園團圏國

人のほとんどがギュウギュゥ難腔

わせると︑そこに勘務している

通勤地獄

麟都醐は交通機⁝関が発達して

めの通勤地獄を鉢験しているこ

因国回

い家す︒このことは便利この灘

とになります．しかも︑通鋤購

間といいますから︑驚きを通り

総の大墨が片遁一隣間から．蒔

て分かりづらい瀟もあります．

それが私にと欝て悩みの種であ

環境悶題︑脊兜・教膏岡題︑岡

通勤簡題に加え︑焦も籔構︑

越して溝哀想はさえなります︒

地図を兇ると分かるのですが︑

ミ畿ニティの喪央など︑一極集

齢化などの弱暫闘題︑家藏やコ

に毘えても実は嫌々な岡題を抱

串の都櫛灘被会は︑一箆効墾酌

辺へ放躰状に延びている︷︑い

換えれば︑周辺各地から都心に

巻くように環状線が整備されつ

の緩秘を綴酌として都心を取り

渋滞になりますので︑近年はそ

爽の犠牲潔は誰だったのでしょ

われたこともありました．でも

段奉経済成幾の犠牲餐などと一︑

は繁栄し︑艇材などの遍錬地は

鵜度経済成長の漁嬬︑鄭撫部

えていることが分かり家す．

つありますが︑朝タの渋滞を解

今後どういう歓会になるのか

うか︒

なような気がします︒そして︑

照本を剃っ張っていくのは無理

都南懲括管と黍を携え︑鷺奉の

分かりませんが︑酋都騰だけで

央賦・港賦︶だけで酋部圏の従

獅しい来来を撫う可能性と澱務

ですが︑欝都圏画積の○・︸％

るという︑霞都圏内の︸極集中

都心黒猛の遷聞人欝が夜聞人

東窟事務勝 大見

くるのではと思います堕

が︑我々農轡地域に蝶められて

業麟の一〇％以上が勤務してい

程度の都心．臥︵千代田獲・串

む関東八都県のことを指すよう

さて︑鐙都圏とは東察都を禽

消できる状況にはありません．

部分です︒これでは都心が交通

両かって集まっている︶のが大

藩都圏の交通網は︑都心から周

メッコの．爆鰻が続いてい訣す︒

図が必︑醗酷となり︑地図とニラ

り︑外に出かけるときは駿い地

ないことですが︑逆に複雑すぎ

No．56

という規震があります︑

環の︸○傍ということを毒え舎
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山梱碗越後湯沢駅西ロヂふるさと・弩・3を運行し謹すゆ
今無も松之山
浦鐙地区まで砥長、さらに便利1
どうぞご利爾ください

平成9年度一般会計

住みよい町づくりに

主な箏業では︑農林水産業費

七・⁝％と続いています．

の農業溝性化推進対策箏業費一

億九千九十七万円︑土木費の町

営住宅建設費八千二牽七万円︑

町民︸人あたり使ったお金は︑

などとなっています︒

籍鴬ガ鶯千八薦二十八円で平成

八爺度より十七万三蔚鵠十五門

目的劉で使ったお金は︑次

滅っています︑

ページのとおりです︒

次は使ったお金︵歳繊︶です．

醤六十六万円でした︒残額はそ

帯十二万円︑歳患は十九億千九

計の歳入総額は十九億六千九再

歳入

3億28溢万円

歳鵡

3億2776万ド1

老入保健

歳入

5億2325万円

会

計

歳患

簡易水遵

歳入

3億5198万円

事業会計

歳出

3億3808万円

下

水 道

歳入

5億9瓠万円

事業会計

歳出

4億94王5万円

5億 so

8

1㊤O⑩1

使われ
ました
⁝∵煮驚です︒

使ったお金と

歳患で最も多かったのが︑農林

れぞれ平成十年度の会謙に繰り

また︑特劉会計では鷺つの会

体の二十・九％︑ついで十⁝木費

水産費の七億千三百麟万門で金

目的別の内容

金で十闘・二驚︑町債の九・漏

松之山
診療所
勘 定

にどのように使われているかを紹介します︒

驚︑羅庫交患金の鶴︒五驚と続

越されます．

2億壌63万門

入ったお金と

歳出

砦さんからいただいている町
税は︑二億縢千七欝七十七万八

収納できるお金を﹁目寵財源﹂

定

いています︒

一般会計の決算額は︑歳入が

となっています︒

千六蔀十八円で全体の七・○％

といい︑時税や繰越金などがそ

2億5634万円

財源別の内容

哲熊十閥四︑歳出が黒十照億千

三十菰億千七醤三十闘万九千五

し引きすると九千八颪二牽六万

れにあたります︒ ︸方︑地方交

歳入の中で︑町で徴収または

蕉千九灘七十一円となりました︒

付税や麟庫・県支磁金︑町債な

九再八万五千五薦七十鷺円で差

このお金は︑単成十年度会誹へ

歳入

区

繰越金として入ります︒

ているもので︑これらは﹁依存

どはその収入に囎や県が関わっ

財源恥と呼ばれています︒当町

泰 業

保険

金

健会
康計

歳入で簸も大きな割舎を瀞め

全体の五十闘・一％です︒平成

の場合は歳入のほとんどが依禅

珊！
分

國特
斑溺 働

ているのが地方交付税で︑歳入
八薙度より 欝 三 十 七 丹 門 増 え て

財源で︑自憲財源はわずかに十

額

の煮億八千鷺欝十八万廻︑十

町民の皆さんから納めていただいている税金が住みよい町づくり

特別会謝の決算が先の定例議会で承認されました︒今月弩では︑

平成九年度の町㎜般会計及び国饒健康保険特溺会計など五つの

ノ

います．次に多いのが県支綴金

平成9年度特別会計決算

億＿

35億1734万円

歳入
その穂

繰越碁
6，535万郷．9％−

3憶4，040万円8、9％

／1鷺》＞

町税／

2億4，777万需γ．0％

國庫支出金／

＼

地劣交付税

1億5，969万Fi4。5％

肇9憶443万朗54．1％

瞳債
3憾3，08￠ヲ鋼9．4％

歳出

く職総

34億1908万円

4億9，590万円14．1％

その他

商工費

1億8・921珊5嶺

1億5，ア檜万鍔4．6％

＿

ーペ！「㌃

衛生費、

メ
億9，909フヲ需5．8％

農赫水産業費

＼

7億薯304万需

20．9％

／

土木費

／教育費＼
2億2コ25晦円6．5％

1公債費

5億8，5嘩8万F導肇7．1％

4億1，326フ糊12．偶

町税の内訳
特溺土地保有税34万需0．1％

＼

軽自動車税650万円2β％

毘生費

4｛憲4，965フヲ円壌3．2％

時たばこ税

総務費

y

4億8，995万弔楓3％

1・337珊蓼否奪＼
入湯税
＼
2，309万周9、3％

財源別の内訳
定資産税

自主財源4億9，859万円繍．2％

傭717フヲ円43．3％

町税・繰越金・その他

▽／
y

依存財源30億1．875万円85．8％

地方交付税
県支出金
町優
その勉

9

自然との共生の森促進事業

・賓
、

、亀
b㌔も
＿

講

書6

松之撫町を含む幸田町地域広
域圏では︑地域振興を目的に里

聞2

今ある森林を有効に活屠

こ響︶採取の場として活用す

⑤生濡用資材︵薪・由菜．きの

3︒1％

王．3％

の場とする②③＠で約七割を右

め︑盤産の場よりも自然と親し

③野生の動植物などの韻然を保

緬値を十分引き撫し計画してい

む場として濡規する意見が多っ

②動植物の生体や麟然観察︑鉾

た．構想でも森林の鋳つ多様な

翼の場として濡用する

森林から燃料となる薪を取るな

きちんと散策路を造って︑木や

て括期する

％・6％

華を荒らさないようにしてほし

い︒縣などがありました︒

fO

1卜O㊤1

たと思われます．

○無阿答

⑥その偬

解4％

われるものをいくつでも選んで

る

問葦 松之由町にはブナを代表

ください︒

が良いと思いますか︒良いと思

するとしたら︑どのような方法

すが︑今年度から審格的に籔業

とする自然がたくさんあります．

①木材の盗産の場として活用す

調査内容と結果

が始まりました︒

須山地区にはブナ・ナラ・スギ

創プラン夢業に取り組んでいま

町では美入林周辺と須山地鷹

などが生禽しており︑この森林

学習やレクリエーション

を豊かなブナ資源などを瀬かし

を活かした里出の森づくり事業

解説

た﹁森のステージ脇と位置づけ︑

を予定していますが︑どのよう

ど︑自然と人間が上手に関わっ

全する場として濡用する
ヨ
ま．三％

6

美入林周辺には虜然博物館の

ている状態で︑かつその周囲に

④ハイキ・︑ーグ︑森林浴︑敵策な

ウ︸

建設など︑また須撫地賦では園

おいて磁畑が適度に存夜してい

︵！

2垢

8・3％

ここを地域漉性化の拠点として

に思いますか︒なお︑聖山とは

る

盤騰する計︑爾です．

の補助事業︵森林空開総合整繍

る所と書われています．

きます︒慮見として﹁最初から

箏業︶を導入し︑今ある森林を

①撫いことなので積極酌に実施

どレクリエ⁝シ雲ンの場とし

所として整備したい謙醐です．

30・6％

50・6％

②環境調査響を牽分に行ってか

してほしい

さらに 豊 か な 能 態 系 を 備 え た 場

須山地区の十画を推進するに

び鍵施してほしい

4・5％

6・3％

湿生槙物園として整備が予定されている地域。

あたり︑町民への事業の周知と

④その他

③わからない

ヨシやカヤを刈り取るとむかしの水照の形が
残されており、豊富な湧き水によって、貴重

参煽等についてアンケート調奮

を蝿載いたします︑

を行いましたが︑今繕その結果

め︑環境への濁心の嵩さをうか

業を震施してほしいが6割を霞

解説 贋境調資を行ってから事

がうことができた︒今年導門機

懸 灘

な植物が生息している。

調査対象者
調資は纂業が計画されている

関による鑑態系調資を行ってお
り︑その結衆を十分に踏まえた

五人と ︑ そ の 飽 町 民 薦 人 の 合 譜

うえで整備構想を策定したい︒

光潤・峯川黍集落の全世帯五十

は鍔十一人︑回答率は七牽一・

欝薮ー 五 人 を 対 象 と し ︑ 鱒 箒 管

意見として﹁積極約に実施して

て進めてほしい偏などがあった︒

懲標︑冬の璽等を十分に舞麟し

ほしいが︑事餉調奮︑総合的な

六％でした︒

回答奮のうち約七割が男姓︑

さらに六十歳以上が鴛翻を滋め
たことから慰帯主が主に園答し

議

卜調査結果
ミ書、謹、襲町民アンケ圏
、1

を予定しています．ここでは自

まの状態を大切にした森づくり

ど自然界に生きているありのま

闘3 須山地区では︑動植物な

がありました︑

藁躍を造ってはどうか︒幅など

﹁松之由にある薬難を集めて薬

欝然を癒かしたやり方がよい ︑

として﹁あまり夢を繍えないで︑

りやすく事業内容をお簿らせし︑

たことから︑今後は町民にわか

解説②の嬢難派が七翻を占め

○無鐡答

④その勉

3・6鬼

1．8％

0無翻答

④その億

③よくわからない

必要はない

2

2

岬

捻

②町内だけで十分なので︑

然とふれあい︑学び︑体験でき

今後の事業展開

今懸のアンケート結果を尊藁

し︑今後の箏業に次の事項を取

り入れていきたい．

も選んでくださいひ

良いと思われるものをいくつで

る施設を整備する讃爾ですが︑

ただきたいと考えていますが︑

ら町民の皆さんも︸緒に参船い

全など︑森づくりの計函段購か

問4

びかけ︑その協力者にも湘わっ

は町外や繋外にも広く協力を呼

問6

いただきたい．

一人でも多くの方から参燃して

への働きかけも考えられる︒恵

県内の森林ボランティア期体等

今後験討しなければならないが︑

たい︒なお︑呼びかけの方法は

の審業はその方肉で進めていき

纐呼びかけに賛成しており︑こ

解説

備︒ただし環境保全のため一

⑨幹線管理道絡としての林道整

畷
や

水須来

僧6−3134

ましたら振興諜へお願いします︒

お問い合せやご意見がござい

ることが期待されます︒

を実際に観察・体験する旧の来

て︑須由地区の宙然窪問でそれ

関わりについて得た短識を持っ

自然博物館で自然と人闘との

をめざしています︑

ながら交流するにぎわいの窯問

り︑ここでは人々が集い︑学び

ター︑駐康場等が誹爾されてお

自然博物館︑硯修・交流セン

人林周辺では雛翻プランによる

なお︑須山地区に隣接する美

施設等︶の整備．

図る施設︵観察小量・給排水

歩道の闘翼

③趨然観察・寧欝のための林内

林間広場の整備︒

②動櫨物観察園︑湿生植物園︑

騰を進める．

①親登盤膏している樹木の保膏
町民参簾型についてはどのよう

てもらいながら︑里山の森の美

般毒爾の進入を鯛眼する︒

①境荏の植鷹を漸かした森林整

を基本に問伐等を実施し︑学
に思いますか硲

しい景観をよみがえらせていき

見として﹁町外などと協力する

②町民の参撫は必要ない

6 ・3銘

また︑実際の森づくりに

習林や羅撫林を整備する
①町民も参搬することは喪いこ

たい謝爾です．広く協力者を呼

激・8驚
9● 4鬼
6

とややこしくなる榊︑﹁農いこと

や鳥類などが観察できる自然

②林や藁位地を濡粥し︑昆虫類

とだ

びかけることについて︑どのよ

⑤利駕毒の利便と環境の保全を

えない

い

と思うが︑どのような協力の呼

観察園を整備する 銘・5％
③どちらとも

59・5％

などがありました．

うに思いますかの

約穴翻の方が暁外への参

7756そ

びかけをするのかわからない恥

事業では森林の育成や保

％％％％の

①畏いことなので実施してほし

③休耕顯を湿地帯として整備し︑

3

ら参触を呼びかけていきたい︒

ゆ
だ
ん

由の整備が進めばこのような自然体験を求めて

境整

大
の

トンボの幼蛍を観察する子どもたちは、きれいな

︑爲

④その飽

鍛・玉％

閥5

町する人が多くなると思われる。

劔進多

す学
察を
わ観さ

大厳寺高原で行われた自然体験教蜜。

水生動植物などが観察できる
植物園を整備する 絡・0鬼

−

約七割の方が町民参撫型

0無回答
解説

④自然観察などの集会や休懇の

場所としての驚龍の広場を整

の箏業を球めており︑ 今後どの

2・3驚

茄について︑あなたのお考えを

ような形で町民が参痴できるの

⑥その勉

お聞かせください︒

⑤森林内を散策し︑観察や学習

○無圃答
4・3％
解説⑤の夢道整備が一番多

①積極的に参舶したい︒

73・0驚

欝・5％

えで考えたい

8・1％

とんどなかった︒今後はこの結
い︑学び︑体験できる施設を機

③参加したくない

②裏 業 の 内 容 を よ く 理 解 し た う

懇に取り入れていきたい．憲見

果を踏まえながら自然とふれあ

この森づくり事業への参

か っ たが︑飽の項目との差はほ

か検討し︑広報等を利用しなが

澱・o％

869

するための歩遵を整備する︒

備する

％％％

安塚町

ますます元気

キューピットバレイスキー一場
ファミリ！のために託

兜漸を調設いたします．

そして︑今シーズン︑

シニアの皆さんにうれ

行いました︒この縫大

しい翻安な料金設定を

典として月曜殿はケ⁝

好評のウでークリー特

キ半額︑火曜鷺は撞選

会︑水罎露は女性の食

箏単額などなど︑翔〜

特典獄を設け︑楽しさ

スキーの営業時間も朝七時から

ふるさと免て渉記・

金曜鷺までいろいろな

安塚町にあるキュ⁝ピットバ

夜九時まで思う存分楽しめます．

東頸城

を傭増させています︒

・レイスキー場もおかげさまで九

︵金︑烹︑祝朗総︑薙宋年始は

十瞬まで営業︶

その億︑自慢の腕を振るって

シーズン欝を迎えることができ

いただける各種大会やイベント

ました．現荏牽二月鶯βのオー

繁え︑皆さんをお待ちしていま

プンを目指し準備万蝿の体捌を

スキ⁝はちょっと蕃乎という

も輔斌く闘催しています︑

皆さんからかわいがっていた

方にも︑目の爺に露だるま湯泉

す︒

だくために今シーズン登場した

きます︒ぜひ魅力いっぱいの

ありゅっくりくつろぐことがで

キュービットバレーにお出かけ

まず全摂照㎞のロングコー

スをはじめとする全コースをリ

くださ い．

新しい魅力を少しご紹介します︒

ニューアルし︑ 一麟滑りやすく

なりました︑人気のあるスノー

鰯年目を迎え︑今葎は待望の

ボードについては全面開放から

ハ⁝フパイプを新設いたします︒

また︑小さなお子さん連れの

シリーズ広域広報⑨

｝

保育所入所園児募集
町では、平成難年4月から保鷺勝に入勝

まを方役な確各松松浦入保欠保

2歳擬以．ピの皆さんには案内書を差し、と

上月総税る斯保脊糞基が場が

げますが、未満兜の方については特劉な案
内を差し上げませんので、入駈を希墾され
る方は王月捻露（水）まで各保育駈、または

町役場の総務諜住慶係までご遠絡ください。

なお、税益入所している晃童はあらため
て確講する必要があり濠せん。

◆各保欝斯の建員

畜漸蔽準労合疾場町

松之山保畜勝45名

湯之鶴

上蝦池

肥麦立

瀬浦田

松墨保脊漸

30名

簡易水道

簡易水道

簡易水道

簡易水送

簡易水道

浦総保糞蔽

30名

0
検燃しない

亀03未満

α05

検出しない

α3

0．3

4

5

28

24
33

74

0

o
検鐡しない
Q．2

α6

α03未満

検愚しない

α03来満

5

o．1

αQ3未満

5

4

8

29

雛

働に従事し、乳幼兇の保脊に

③保護春が疾病などのため、乳幼兇の保脊
に欠ける場合

10

③その抱、町長が必要と認める場舎

66

認

の養る春け抱料基撹決く

験串しない

G

勝護け

o

◆①

浦繊第王

α8

α8

α3

0．6

α2

7．3

6．7

6．9

6．8

6．9

◆繰膏料

園の基準に基づいた町の基準額表により

な

し

な

し

な

し

な

し

な

し

ます。撹帯の扶養義務奢（父母）の諜税額

な

し

な

し

な

し

な

し

な

し

により決まります。

満

王衆 満

工来 満

ま来 満

ま豪 満

三来

α玉未満
α三未満

α蓬来満
α1未満

α工未満
αま牽満

αま未満
α1未満

（瓦2

α3

α5

α3

α1未満
α1未満
α4

詳しくは、驚役場の総務諜住渓係へ問い
合わせてください。

鶯6一蕊緻 内線（27）

，2

IooO㊤1

を希望される園兇を募集しています。

︵株︶趨橋組

︵株﹀大海組

水道の冬仕度はおすみですか
の闘隔でひもで縛り︑さらに

ね巻き︑その上から鎗〜20㎝

︵株︶拓越

︵株︶飯塚建設

水道管の凍結に瀧意
亀擶が爾 等 で 濡 れ な い よ う に

儒しないときは︑町内に管理人

給水襲置の所禽習が町内に繍

給水装置の管理人を

︵株︶山懸商会

︵株︶美佐伝

皆さんのご家灘では水道管の

②このとき︑ビニールテープを

冬支度はお済みでしょうか．こ
れからの時期は気温がマイナス
下の方から少しずつ重ねなが

ビニールテープを巻きます︒

4℃以下になると給水管や遵
ら巻き烹げます．

れないようにビニ⁝ルテープ

③市販の傑漏秘等も雨水等で濡

メーター︑蛇資が凍って水が串
の凍結事故が多くなります︒あ
で巻き灘げます︒

なくなったり︑破裂したり水遊
らかじめ冬支度をして凍結に無

長期間家を窪けられる方は︑晦

を建めることになっています．

沸羅等の水叛きをします︒

④冷え込みの厳しいと童は︑湯

理人︵親戚︑近所の方等︶を定

管の破裂等が起こらないよう管

外へ転患される方は漏水︑総水

ことも禽効です︒

⑤蛇欝から纈く水を患しておく

⑥凍紬防丘用ヒーターも戯販さ

めて管理してください︒

α2

O．3

を付けましょう︒

凍結しやすいところ
①水道管がむ童出しになってい

るところ
れています．

水遵料金1月分から5月分ま

水道料金の暫定について

でメーター検針ができないため︑

破裂したときは
◎疵水栓を閉め水を正め︑破裂

冬季間暫定で料金をいただきま

α三未満

o．3

（工4

②風当たりの強いところにある

水遵管
がはがれたり︑布等の保漏赫

した部分に布などでしっかり

す︒冬季問の精算は6月に行い

0．三未満

0．1蹟琶／ε以上

③防寒をしてもビニールテープ

いところ

が腐食して爾水等が入りやす

ください．

ますのでよろしくお瀬いします

と巻き付けて悠急手薮をして

凍結して水が繊ないときは

確し込みください︒

◎修理は︑ 指 建 水 道 工 箏 店 に お

o．2一

α1來溝

素

◎タオルをかぶせ︑その上から

松之山町指定給水工事店

α1未満

三未講

1米満

王未満

1未満

1来満

o．三

0．1未満

塩

ゆっくりとぬるま湯をかけて

︵禽︶村山商店

α玉未備

α1未溝

α三未満

度

αま来満

留

ください︒

︵荷﹀丸一工業

王未満

α1未満

α圭未満

残

︵株︶志賀電設

饗3

1牽満

0．圭未満

アンモニア牲窒素

58〜8．6

0，1未満

o．ま未満

濁

し

な

し

な

・し

な

し

な

し

な

し

異常でないこと

な

し

な

し

な

し

な

し

な

し

な

し

気
度

な

奥
儀

6．6

7．1

7

7．隻

6．9

36

α8

縫

異常でないこと

味

馨o

7．3

H

UO

120

α2

P

王oo

26

97

蒸発残留物

0．4

45

37

300預9／2以下
500撫9／2以箏

α5

菊

9

硬

度

10m琶／2以下

等

機 物

禽

5

57

塩素イオン

200鵬呂／ε以下

5

α3蹟9／ε以下

0．8

5

4

5

王2

43

0．03乗満

α03未満

（洗03未溝

α03来満

0。03来溝

鉄

α03

α2
α7

α1来満
α3
α圭

0．1

王伽呂／2以下

o

0

検出しない
横出しない
検出しない

o

o

検患しない
検撮しない
検出されないこと

0
薦

検患しない

大 腸 薦 欝
確酸性窒素及び
距穂酸機窒素

簡易水道

簡易水道
簡易水這
簡易水道

質 基 準
目

継

水
項

般

湯
山
湯

松之山

王

簡易水道
変

1田ε中100以下

1コ
松

手
1肖

本

松
墨
簡易水道
検

凍結を防ぐには
①水道管に亀御や耀手の布を縫

平成沁年度沁月水道水質検査成績警

不老閣避難訓練
新︑月牽β特劉養穫老人ホー
ム州不老閣幅において︑松之由分

遣勝︑町消防照念岡総合夜醐跡
災翻練が震施されました．この

酬練は︑夜闘の火災発雄におけ
る︑初期滴火︑葬常警報︑遷難
一次避難場所での入勝餐

「不老閣」

避難翻練の実施
パンドベルの贈呈
車イスの贈呈
たり︑毒椅艶のまま逮ばれたり．

いました︒入勝鞍は︑蕎魚われ

りました︒このハンドベルは︑

不老㈱ヘハンドベルの欝付があ

十一月置磁松之山小学校より

なかったのが、最近「おとうさん、

おかあさん」とちょっとだけ欝え

るようになりました、

はいっているおばあちゃんの作っ

好きな食べ物は野菜のたくさん

てくれる大穰煮です。

お父さんとボールで遊ぶのが好

きです．

ァ濡動を行っています︒

⁝閣周辺の華刈りなどボラ・ノティ

また岡会では︑この鰹にも不港

必蕪晶で大変欝ばれてい議した︒

不薯鯛においては︑車いすは

されました︒

より不葱闇へ撫穂罫を二蕪贈多

十一鰐十八澱信越郵政弘済会

車いすの贈呈

信越郵政弘済会より

いろいろな行審に優われます︑

は︑施設漉動の膏楽クラブや︑

談た︑贈︐されたハンドベル

など薫糊曲を披露しました．

らきら羅﹂や﹁夕やけこやけ︸

の箭で実際にハンドベルで﹁き

贈㎝黒式では︑ 小諺虹が入漸﹄覆

す．

ヂと一たん、た一たん」しか露え

楽しみにしています啓でも、ま三省

春から保育圏に行くのをとても）

地鷺では一人だけなσ）でちょっと

誰にでもやさしく、誰にでも好

ーー⁝i⁝i︸ー⁝〜⁝ーーーーーーーーーーーー1ーー⁝⁝ー⁝ー⁝⁝ー⁝⁝ii⁝⁝ー⁝iiーーーーーー⁝ーーー⁝ーー⁝ー︑ー⁝ー！⁝ー⁝；ー⁝⁝︐ー︐i︸iーー﹂

また寝たきりの人は避難用工ア

売った収益で購入されたもので

お父さんお母さんのことを

小学樵が窯き鍛を鋤万本集めて

纏

1①O㊤1

〆鍵蓼齢

響

小谷（干場）

松之出小学校より
ハンドベルを贈塁

ちあき

マットに乗せられて︑奉番さな

誇厚脳

講導︑

傑纏を十沼町滴防署と町溝防懸
との連携において強化すること
を繍的として行われたものです．

翻練では︑デイルームより午
後六嬉慧．牽分出火を懇定して︑

濾防署に通轍後︑溝火露による

初期溝火を行い︑星腰の弱く

千晶ちゃん登場2歳

がらの選難をしていました．

繍繍囎灘熱鰯鰯．業

わが家の人気者⑭i
なった 入 所 潔 の 避 難 を 実 際 に 行

慶馨饗1韓

愈

1繋

｛おかあさんから・一謝

蓄｝懸髄静蟷蝿趣へ

鞍嚢…蕩言雛冨璽乙叢譲＝乙・蜀羅・；・・『・−・ 、

心醗です。

團
獺，購…鱒

諭・千津さん長女
福原

まちの話題

特別養護老人ホーム

》制施縛2幽薄拳諾懲講覆婆

町制施行40周年記念
︑︑

日本一美しい書葉で

佳事、夫婦、介護を語る

礁鍵︾．

アナウンサー （雛1浮く長1級1

女の雛量はことばしだい
著書

ラジオ第ユ放送
撫当番紹．

ヂ土曜サ服ン」

広1頼久美』罫のラジオワイド

お縁さまのひとりごと

藤瀬久美夢さんは︑類奉で一
番きれいな．︑．駅を話すアナウン

サーとして定騨があります︒今
購は﹁マイクの嚢の人間横様篇

と題して︑普段のNHKの様子
や嚢盤濡での夫の介護体験など
を軽妙なおしゃべりでユ⁝モア
を交えて謡されていました︒

ほとんどの鍔性が︑生まれ変
わっても妻と一緒になりたいと

思っているのに対し︑女惟は焦
まれ変わったら夫と︑緒になり

たくないと思フているなど．甥
轍としては身につまされること
を災いに包んであっという間の

灘縁

雛

総難

十︑月︑一十六賛浦田傑淑瞬所に

おいておゆうぎ会が行われまし

オープニングには︑猛練習を

た．

璽ねた﹁松華太鼓恥が披露され︑

園鷺とは思えない追力のある畜

全騰が出演した劇﹁金のガ

を響かせていました．

チ滋ウ貼では︑きりん総さんが

葎ドの園児をリードしながら︑

このおゆうぎ会は︑保膏園の嬬

ほほえましく演じていました．

ターにおいて湯鳥大学の闘講式

十一月鷹黛︑自然休養村セン

湯鳥大学閉講式

集豪った観客の皆さんは︑爵

います．

分の到どもや孫の濡躍に廻を綱

が背われ豪した．この湯鳥大摩

灘霧㎜

講された人︶をいただきました．

チュ峯リップ賞︵五十単位を受

りい意いき県民カレッジ奨励賞

うち二十一搬の方が︑県知事よ

の方が無講修了証縷をもらい︑

七回行われました．今回五十名

菊づくりや︑陶露の製作など計

五月一鰻の開講式に始まり︑

の講座です︒

生窪聯斐のある人焦を送るため

は︑バト五歳以上を対激とする

めていました．

欝蒙鶴
難

が行われました．

でも大きな行嚢で︑園麗の成長

おゆうぎ会

年記念としてNRKアナウン

浦田保蕎所

を一番感じられるものとなって

タ；において︑時綱施行粥新周

を一欝八磁懲然休養村セ・ノ

プqフイール

サ；の広瀬久箆蒼さんの講演会

．灘

とてもかわいい、げき、おどり、うた

・鎌

歪5

鰹

慨

鑛

灘

擁

鞭

膚欝 賛HKエグゼクティブ

．時間勢でした︒

！譲

灘

醜

騨

鐵

広瀬久美子氏講演会

と

：ゆ諺

午後の場禽

0分
玉時30分〜3購3

傷露傑険

各磯スポーツ保険に加入す

ること︒︵スキ蓄指導中の傷

スキー場オープン後

指導管理

松之由漁泉スキー学校

松之山スキー協会

善意に感謝します

町祉会編祇協議会にご審付

がありました︒町の在も描祉

000碁

950円

020群

璽6

10F㊤1

会費

町内 15︑000円

◎12月28騰︵翔︶午前9聴

スキーレッスン︑そり遊び︑

時外 17︑000円

書はスキー学校で撫入済み︶

日曇

醐始欝

代︑諸経費︶

キー授業の助成金が町から磁

ますので︑餓引11︑000
円となります．

シーズン中の滋曜H︵午後︶

練習計顧

鷺曜績と休日︷午繭︶

桑R︑

午餉の場合

のために濡胴させていただき

ます︑ありがとうございまし

た．

◇県電無￡夢工業組合

セ殿時支部

50

創立50周年記念事業として

農業祭チャリティバザーに

おいて左寵のような売上があ

りました︒商晶を提供してい

いただいた方に感謝します︒

ただいた方︑商峯をお蜜上げ

32︑

◇松之山ライオンズクラブ

33

◇町往会福被協議会

一

町内の小学龍と蝿鉾生はス

︵リフトシーズン券︑コーチ

閉校式
◎穏月凶臼︵火﹀午鹸9蒔菊分

き
一

お別れ会︑蕩節鷹のみなさ
んが帰寒

︑松之山

ジュニアスキークラブ
いよい よスキーシ達ズン間近

冬・春休み︵午醜︶

となりました︒スキ⁝技徳の両

ニアスキ⁝クラブを結成します︒

響蟻

夷癖寺謂

上と選夢膏成を鎖指して︑ジュ
入会資格
小学生︑吻学焦︑︑岡校焦

立松瓢平

9時30分〜員時鐙分

酪農家族

霧灘籔

新しく入った公民館図書

事業内容

ユ

嚢撚

㌔
﹃
︑
〜■ ■

広瀬久美子

︵纏／絡〜屡／絡︶

今郊も葛飾鷹の小学校の4〜
6年生萄名を迎え︑松之出町の
5年焼器名と交流会を行います︒

見麺典子

乙

鍵

賞6−2265
公民館
No。55
ゆとりくん

し
︑︑ノ

今俸拓闘目を数えます交流会も︑

葛飾鷺の都合により蹴後になり
ます︑

▼擦程
6癬︵土︶午後3時
◎捻月2

難泊先との対画式

薦餌鷹のみなさんが到蒼し︑

◎n月2
7沼︵欝﹀午醜9聴

欄校式︑醗上レクリェーシ

ョン︑もちつき︑ワラぞう
り作り

愛の炎（上・下）

お局さまのひとりごと

り

ゆ目笏
松之由生潅学習だより
凹 ㎝一

〆…、

謬塗照．鞭勲、1

〉

︵公開広場︶

心の教育フォーラム
事務局

ている取り組みについての発表

合い認り愈う機会が失われるこ

が︑簿人︑友入の健康を確かめ

と等の理臨で︑地鷹協議会・公

がありました︒

小学校では︑野鳥観察︑環境

ことになりました︒

民館分館が中心になり実施する

朗読劇

﹁この子たちの夏﹂の上演

松之山地壌協議会

当地区協議会は︑分館︑学校

との連挽を図りながら︑校鼠昆

山の目然とのかかわりを生かし

実施にあたり︑子ども︑若入︑

問題︑自然体験活動など︑松之

商齢煮︑男女が岡じ土俵の上で

大会︑家庭教育講演会︑港入・

運動会︑スキー大会︑瞭風体育

松之山町心の教蕎振興会議で

た実践発表︑中学盤・商校焦・

競い舎える競技種目を多くする

人

︸般の方々は︑ボランティア濡

ぬくもり

は︑﹁ふれあい

動や地域での取り組みを通して

本年度は︑家庭教蕎罐演会に

います︒

動を爽施︑共催︑講演を行って

児童交歓会︑文化祭など岱種濡

に︑あいさつ運動・ふるさと学

集落鮒抗ではあるが︑勝敗に

こと︒

間大好き恥をキャッチフレーズ

いく様子など︑忘れかけていた

地域の人たちとの交流を深めて

が集落代表として患場できるよ

とらわれず出来るだけ多くの人

り組み︑時ぐるみで心の教欝に

大欝なものをあらためて考えさ

習・ボランティア繕動などに取
ついて考え︑思いやりのある心

吉郷剛尚さんを慰謡人とする︒

朗読潮﹁この子たちの夏﹂の上

松之山朗読教窯の皆さんによる

うにすること︒

以上のことを基本にして体育

木村善豪様の講演も︑豊かな

せるものでした︒

行事に取り維みました︒†ども

闇してまいりました︒この度︑

蟹かな掌どもを青てる瀬動を展

心について示唆していただくな

演を行いました︒スライドと爆

この取り組みの様子を町民の皆

繋などの効果膏を併期した中で︑

広島︑長崎の原爆で子を無く

でした︒

臨場感あふれる素購らしいもの

から八十八歳の腐齢奢まで積極

様にお簿らせし︑譲に騰え︑子

みんな集まれ

夫婦・親子・年寄りと孫で組

レ⁝あり︑ハプニングあり︑声

を作っての種目もあり︑珍プ

した母親の子を思う気持ち︑戦

上布川地匿協議会

魯の悲惨さや平秘の尊さを親子

地鷹霧上レクリエーション大

地区の行事に

的に多数の人が参撫しました︒

ど︑箋り多いフォーラムでした

どもたちの叢かな心を脊てるた

ひろばごを十一月︑一十︑黛

め﹁心の教欝フォ⁝ラム︵公闘
︵土︶に町休養栂センターで闘
催しました．

援と爆笑の中で楽しく競技が行

︸緒になり実感しました︒帰竃

まで長年計画や運営を先生方に

後︑﹁放尉能は？B29︑火傷

会︑陸上還動会は︑小学校統合

地鷺の体鷺行事は︑多くの

に水はどうしてダメなのか？平

蟻撮は︑町内各小学校の五・

依存してきただけに︑閉校後も

人々の心のふれあいの場であり︑

われました︒

の方々に︑当初期意していた二

集落の瀦︑地鼠の搬を醸成し︑

六俸猛︑中学校︑蕩校生や一般

がありました︒

和の大切さ篇など家庭で一盤懸

継続していくか否かで賛否澗論

な広場なのだと思います︒

人間関係をより深めていく大切

てて体育館よりイスを運ばなけ

行事をとり止めれば︑地鼠の
人々が一堂に会する機会が全く

地匿の人々の融釈や協力が損

て︑住みよい地域づくりに努め

一体となり心豊かな子どもを育

今後とも地域︑家庭︑単校が

命︑毒える機会となりました︒

籍十三席が建りなくなり︑あわ

ればならないほど︑大勢参撫し
ていただきました︒

なわれ︑人聞関係が薄れ︑渚気

無くなること︒

践発表では︑保脊漸は町内三カ

てまいります．

標語の表彰式の後行われた実
所の保費所で連携し︑身近なあ

が無くなること︒

特に孤独になりがちな腐齢春

いさつか ら 子 ど も た ち に 働 き か

け︑心駿かな子どもたちを育て

婁7
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松之山町心の教育振興会議会長加藤宏一く松之蝸教欝委員会教醸

松之山町役場 憾6−3i3｝

「私の松之山」

写真コンテスト発表

農業祭・美術展に発表された作品の中で受霞された作品を紹介します。

内由義昭さん

折原善次さん

東久留米甫

新潟帯

東久留米衛

，8

IFF⑩1

柳沢京一さん

行ってください︒

ふるさと寅「笑顔」

︵足期的に残りや在庫の確認を

繍綴

磐書別：糞rプしリュード」

ど︑詳しいことは︑畢めに町役

戴審りの警憲馨に漏けてくだ

⑥盗難されたと思われる場︑ は

さい︒

い︒

⑦むやみに廃棄しないでくださ
お問い合せ先

薪潟県編祇撮健部鷹薬保健課
費025−285−55圭三

農林水産大更感謝状
贈呈者のお知らせ
峰︶

がm月漁aに︑農林水産統十構

竹内タケさん︵湯之騰

報業務協力奮として長年の功績

この統謙功績煮は︑簿罫ゆ月

優秀賞「夕劉

場の年金係におたずねください．

薬晶類の保管管理の
徹底について
報歌由南や新潟南で発盗した
薬物申毒拳偉については︑テレ
ビ︑瓢 聞 等 の 報 道 に よ り 既 に ご
承知のことと思います︒

類には︑譲って飲ん

皆さんが職場や家庭などで取
り扱う薬

だり︑膿に入れたり︑皮膚に付
けたりすると︑健康被盤を及ぽ

薬贔類の保管管理が不適切で

により︑北陸農政筒新潟統テ惰

す奮警なものもあります．

んは︑潅町栂役場から送られて

引き起 こ す こ と に な り か ね ま せ

爲縫の統計の繍を記念し農林水

受けられました︒

理には特に次の点に涯意して︑

従いまして︑薬晶類の保管管

報寮務湧で農林水魔大織表彰を

ありますと思わぬ撃件や事故を

料を納めます︑

ところが︑欝構の収入が少な

納付が囲難なときがあります︒

万金を期していただきたくお願

お知らせします︑

大距表彰を受賞されましたので

な功績によりこのたび農林水産

糞を篇年問続けられ︑その顕著

経営統謙調奄農家として記帳調

竹内さんは︑昭憩囎俸か︑︑農業

あった人に授与されるもので︑

産統計構報薬務協ヵに功績の

國畏葎金には串請することによ

いします．

①飲食物と鷺劉して保管してく
ださい．

⑫飲食物の容雛に移し換えない
でください︑

③子供の手の繍く所に保管しな
いでください︑

灘であると判断されるものは︑

④毒物︑麟物などあらかじめ禽

ださい︒

鍵のかかる場藪に保管してく

の減額はなくなります．ゆとり

免除についての箏続や相談な

を納めるようにしましょう．

ができたときは︑攣めに傑険料

遡って納めることができ︑年金

ただし︑十年以内であれば︑

の俸金額は榊．齢分の⁝になります︒

を受ける時︑免除を受け．た期聞

しかし︑将来︑老人暴礎年金

門購講免除恥の糊度があります︒

り保険料の納付が免除される

くなり経済的な理慮で保険料の

ん︑

くる納付欝などによって︑保験

園民年金に擁入している塊さ

免除制度があります

國民年金には保険料の

お知らせ

陶器公売のお簿らせ
◎旧時

恵識を育てよう

◎部落餓劉をなくそう

午後1時の入札終ア後となり

ます︑印鑑を必ずご持参くだ
◎女桃の地泣を簡めよう

不老閣

十旧町入権擁護婁．蟹協議会

新潟地方法務局十黛町支馬

よう

◎趨齢酵を大切にする心を膏て

等を実現しよう

◎障霧のある人の完全参撫と単

さい︒

◎詳しくは

ヒ越財務藝務所

平成紛璋捻月23撮︵水︶

午萌紛時より午後1時まで入
費0255︵26︶9311

50周年記念月間

世界人権宣言50周年
人権擁護委員制度

札を行います︒

◎場所

上越帯藤野新繊175番地亙

ヒ越観光物産センター
◎公発する陶羅の内審

ん︒

◎．隊週金曜蹄

B隣3
0分〜憾隣鉛分
◎寧込先

松之山町社会．繍祇協議会

僧6−3705

恩給・共済年金

担保融資のご案内

住宅︑教密︑レジャーなどの

資金や纂薬資金にご利用いただ

250万円以内

︵ただし︑恩給や年金の葎

額の3奪分以内︶

月欝欝現在︶

利率奪−・7％︵平成緯嘩9

恩給または年金の蔽書を

お預かりします．

返済金としてお客様の恩

給や年金を公魔が受け取

国の教育Pーン
年金教育資金貸付

この黛付綱度は︑讐積立金を

原資とした還︑兀融資の一禦とし

て︑輝生薙金及び購畏葎金に紛

や控学蓼の教育費を低利で儲り

年以ヒ撫入している方が入鋒時

また︑この黛付は︑醜民鷺融

ることができる鰯農です．

8年以内

鶯025−24！−680G

︵祇︶新潟隠輝金編祉協会

お開い舎せ

︵掘置則間は筏学期間内︶

返済期閥

融壷利率黛2︒5％

50芳門以内

團民年金加入ゆの方

100万開以内

陣生年金保験加入中の方

学鷹・鑑徒1人につき

融資金額

公騰の一般教育ローンとの併用

園民金融公庵では︑恩給や共

周離︑我が瞬における人権擁護

︑不老醐で入所奢の部崖を掃除

済葬金を受給されている方を対

委撮綱度創設50周︑罫に蟻たるこ

機でお掃除してくださるボラン

もで壼ます．

とから︑次の審項を強調纂項と

ティアを葬集しています．

けます．

おそうじボランティア

ディナーセット︵皿︑ス⁝ヅ

し︑本葎Ω月に﹁轍界人権禦

これからボランティア溝動を

融資額

本葎は︑世界入権か︑⁝採択50

入れ等おピ⁝ス︶翻セット

鉛周葎・入権擁護委興綱度5
0周

始めてみたいいう方には︑取り

未使用の外醐製洋食羅

コーヒーセット︵カップ︑懸

を実施します︒

総みやすい内容かと思いますの

線に︑低利の融資を取り扱って

等矯ビース︶7
4セツト
難鵜念月閥

あなたの人権

います．

ティーセット︵カッブ︑皿雛
◎毒えよう

なお︑俸齢︑轍劉は問いませ

います．

で皆さまのお串込をお待ちして

ピ⁝ス︶6セット

わたしの人権

その勉カッヅ♂︑綴等多数あり
ます．

◎子どもの人権を守ろう

◎園際化購代にふさわしい人権

掲保

連帯繰談人 王名以上

返済

ります︒
お醐い禽せ

園民金融公魔醐田南篠

費0255−24−2340

搾

難懸
襲灘

◎その飽
代金受領と最物の引き渡しは︑

甑紬麟
鱒1、轟
簾灘難

㊧圏回圃

え・うちのおかあさん

おめでた（出生〉
伶ちゃん 佐藤重宰・美子さん

天水越（幸善〉
おくやみ（死亡〉

小野塚ツル子さん85歳下鰯漉（栄屋〉

覇田一さん

51歳 天水島（凌雲閣〉

志賀昭一さん

70歳

松

口（こうぞ畑）

関谷ミッさん

64歳

黒

禽（堂の莇〉

佐藤直治さん

75歳 天水越く畜屋敷）

佐藤トクさん

92歳 中立山（藤屋）

＊広報に載せてほしくない方は、届磁の時

馨︑

＊11月蝦から1王月30目までの届出分です。

継

葦

に窓口にお話ください。

はやかわけいごくん
くま二の出）浦田駐在所

⑳◎㊥⑧

お母さん、メロンパンとトッピーパン作るのが

12月玉段現覆
総人口

お母さん薦たたきすると
rいいよって」言うよ。

3，32王人（一圭0）

男

ユ，621人

（一

女

玉，700人（一6〉

1創F㊤1

上手だよ。おいしいの。

テレビでバレーボールとか見てるよ．

4〉

お母さんのやさしいところが好き．

徴帯数 1，125戸〈一3〉

◇12月紛日〜1月朽霞の予定

こよみ

（）内は蔚月との比較

慧a

町民憲章，赫，53禽，，月縦
わたしたちは松之山町筏です。郷土を愛し、

◇

みんなでよりよい町づくりをしよう。

町疑の合書葉

定例議会

葛鰯・松之山

心豊かな人になろう

H

玉、ブナの絹が懸れ合うように

こども交流会29鶏まで

1月17βまで
28a

a 松中模擬議会

2玉臓

ゐ

1、湧きいづる湯泉のように

心の教脊フォーラム

4籟

公醐広場

6黛

創造の力を高めよう

宮庁仕事始め
消防農初式

夢β記より

叢の季節になってきました︒

降るまでは嫌ですが︑降ってし

まうと雪明かりで明るくなるし︑

寒さで気が引き締まる気がして

最近温泉が癖になつています︒

冬も結構農いものです︒

もちろん松之山温泉ですが︑芯

できます︒温泉の質が良いので

から暖まり身も心もリラックス

うれしいです．温泉付き住竃と

はいきませんが︑温泉付き磁浩

舞

ことの特典です︒蟄かな生活と

蓬月11・・踊llO：00〜211。。

ができるのは︑松之山町に住む

で2月1㈱261営業時間

はそんなことを書うのではない

1温泉センターll2月〜3月まで

でしょうか︒

温泉定休日

富庁御馬納め

2田 スキー場もちつき大会

圭2B 璽鰯プラン住観説明会

連体の心をもとう

22巽まで

湯沢直通ふるさと号運行醐始

湯鳥大学覇校式

88 広瀬久美子講演会

玉、美しい縁と雪の中で

駄

2i藏
26礒

月の出来事

5貨

年末の交通事故防止運動

2D

