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平成簾2奪 月30臼より検討が重
ねられてきた保欝所整備について、

松之出町保青所建設整備検討委翼

子どもたちの

会よ韓提書書が平成稔隼4月3貨、

未来にむけて

購長へ提出されました。
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姿

☆浦田保育所概要
◆醐始年度

S55．4

（段窪女台より2王彗三経遜）

◆構造 鉄筋蕎床三F

◆画積38i．2王貢

◆条擁定員

☆松里保育所概要
◆醐始年度

S54．三

（瀾始より22年経過〉

30名

（H圭3遵現在三7名〉

☆松之山保育所概要
◆醐始年度

S47．4

（闘女台より29年経過）

◆構造 鉄筋蕩床i F

◆構造

木造高床まF

◆薦積

◆薦零責

319 6鍍f

390． 6㎡

◆条例定員

30名

（｝王三3．4現往28名）

◆条例定興

45名

（H王3．4現在30名〉

2

よゆま麟保育事業実施の羅めに

登の裸鷺艇の姿

簸鐵鑛羅灘保鷺磁の姿

裟コ旺事がすでに実施されており︑今後も年次的な改修が必

●必要な施設数

でしょう︒

保密漸においての修繕費は年々増撫しているとの説瞬
があり︑また現在の施設は乳兜保膏等のサ蓄ビスを提供す
るには不充分な施設と書わざるを得ません︒
木造の松之由保育所は勿論︑鉄筋構逡のニカ勝について
も購じ事が書えます︒ 子供たちを安心して預けられる施
設として保護春の二ーズに沿った改築︑改修が畢急に必要

●施設整備の必要姓

要になります︑︵各施設概要は霜翼に掲載︶

●施設状況
町内に存蓬する全ての保育所において建築後二〇年を

●入所箆童の状況

﹁松璽し﹁浦鑓漏爾保育勝についても︑外装工事や屡根塗

ことから早急な改築の必要惟を感じています︒

経遍しており︑なかでも﹁松之出保育所﹂は木造で老朽化
が激しく︑また儲地契約切れによる敷地返還も追っている

入湧兜童について︑もっとも多かった昭頼五五年をピ蓄
クに減少し︑平成 二年度は条鯛定貴︵︸〇五名︶に対し

三つの施設を存続させていくことは︑財政やサービス獅
等において得策ではないでしょう︒少子化︑財政面︑サ⁝
ビスの両上を考え︑統合もやむを得ないという意見が大楽
を占めています︒ 理想的な保育規模は八○名が望ましい

という紬ぜ薇を聞き︑委員会として検討した結果︑松之山畷に

は⁝力勝の保蕎所が理想であるという結論に達しました︒

●サービス
松之由町総合誹画でもうたっているとおり︑安心して繊
﹁子育てのできる支援体謝を確立するためには︑﹁多様

しっかりと果たしていかなければならないと考えます︒

以上の八点ですが︑保畜サービスの向上により親が保畜
所に子供を任せきりにして︑親子関係や触れ合いが希薄に
ならないよう︑保育所としての役翻︑親としての役割を

①保育時聞の延長 ②土曜・鷺曜日の保育
③乳兇保育
④岬時保育
⑤子育て癩談
⑥牽入所兇への特別開放
⑦通圏バス
⑧傭報提供

望します︒

当委員会では今後の保育サービスとして次のものを要

な保育サ⁝ビスの推進漏は必要不溝欠でしょう︒

産

六八名となっています︒また︑今後の入所音見込みを想定
すると平成工ハ年度までは大編な堰減がなく推移し︑平成
一七年度からは急激に減少していくことが想定されます︑
●サービスと運営費の状況
保護麿の勤務形態によって生じる特劉事梼に対し︑朝夕

之

田盤出

浦松松
醐欝雛

0

の麺長保育等がされています︒しかし︑このサ⁝ビスが十
分なものとならない理幽は︑
農
町内三保育所に分散してい
るため保膏土の余力がない
ためと欝えます．

50

絃7

運営費は︑町負握率が増
撫し︑保護巻負握率が減少

o
o

3

無
卜｛2

傾肉にあります︒これは町
が保護巻負挺軽減のために

きo

卜難3
飼ほ2
卜織τ
ト盤0
B9
S60
S55

行っている保育料減の影響
だけでなく︑平成一〇年を
例にすると運営費の九〇％
が入件費となっている事も
要國として上げられます︒

数o
人2

入筋園兜数
o

蹴
雛

理想の課蕎懸薬魏のだめに
●施設整備

町から最も畢い整備実施案ハ頁中段に鶏載︶が出されま
したが︑松之由保膏駈単独施設を考えた工程であるので︑
統含問題を含め町としての方針を早急に決定し︑住民の岡

IOFool

ましくないと判断し︑委員会として次のようにまとめまし
た．

統合は各地域了解を得ることが鹸提となるため︑町が予
定している松之山保畜勝の建築葎を1年先送りしても調
整を計り︑統合蒔の全兇童数で積算して麟・県補助を受け

なりました．

●必要な施設数
保育漸は地域の核施設的な存筏となっているため︑統合
後の影響についても深く検討した結果次のような意見と

統含を繭提とすると送迎罵バスはどうしても必要です．
送逓バスは現登の町所有童だけでは難しいので︑町営バス
の運行計爾等小中学生の通学と併せて検討し︑運営につい

ため統合によって余剰となる保育恋を蚤て︑検討してほしい︒

われ︑統含後はできるだけ皐めに実施してほしい︒
保膏時間の廼長・土5保育はフリー保育士が必要となる

意の上で実施されるようご醒感下さい︑

一︑必要な施設数は玉
サービス両上のためにはフリー保育士が必要となりま
す︒現在の三漸運営は葎齢別担任翻のため︑フリー保畜士

ても行政運営として是葬莱実現していただきたいです．

町財政の持ち出しを少なくするよう望みます．
●サービスの充実
一時保育・未入漸兜への解放は問題なく実施できると思

の確保ができないのではないでしょうか︒

ゆ

﹁⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝達
購からの施設整備実施の最も早い予定案

保護者がよりよいサ⁝ビスを受けるには統奮を蔚提と
しないと実施できないのではないでしょうか︒

二︑統舎の位置は？

松之山らしい自然豊かな環境で安心できる良いところ

睡麟簸開

が望ましいのではないでしょうか︒
近年小学校との連携が瞬ばれているため︑改築は小学校

羨ニコ
る

近くがよいのではないでしょうか︒

子供が遊ぶ鍼薩や送逓薦駐革スペ⁝ス等を考え︑なぜあ
の場所にと露われないよう時の中心部に広い期地の確保

薩蘇灘鍍撮整轍灘麟〉

騰

が必要ではないでしょうか︒

●統禽の時期は？
入勝兇量が大きく減る平成一七葬度か︑松之山保膏所建
て替え時朗の二案が患されました︒しかし︑統合を憩定し
た規模での麟への予算要求では未確定で不必要な補助を
受けるため串講できず︑松之由保育所を境規模で改築し︑

地域了解を得て園庫補勧を受け塔築という方法も考えら
れましたが︑榊般財源の大きな負撞が予想されるため︑好

！平麟鞍事業難磯麹i

つ
ザい

委藁螢と機て

以上のように委鼠会は︑

保育所施設の状溌︑少子傾
洵︑子脊て支援のための保

畜サ⁝ビスの充実︑兜童の
指導︑町の財政事傭︑地域
の濤性化等について︑長期
的に見た保育行政・保育施

設のあり方を検討しまし

その結果﹁このまま少子

た．

童数の減少は免れない︒

化が進めば各保育所の兜

多様化する保護養の保畜

サービスの二⁝ズ︑集感盤

猛での人問形成のために
も松之由保育漸改築時を
機に各保資斯を一つに統

合する事が望ましい︒漏と

子供たちが安心して邉

慧見が一致しました︒

ごせ︑また︑保護春も安心

育藪の実競に両けて︑畢急

して子供を預けられる保

に時の基本方針を決定し︑

往民の岡慧を得て整備誹

顯が進むよう提書します．
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硫蘇手

児童手当とは
蓬

当 靭魯の

ご稟 内

兜璽手当制度の目8勺

晃璽手当制度は、児璽を養禽している方に手
当を支給することに1より家庭における生i活の安

囲囹圃困囮國團を

定に寄籍するとともに1、次代の社会を捏う児璽
の健全な蕎成及び資質の向上に資撃ることを目

因國囮副圖囮圖

釣としています。

2

児璽手当劉度のしくみ

國囹圃國国國因します1

●手当の種類（兜璽手当法上の区分）

【3歳未満の児董｝

①児童手当
◆遭

匁

︐β

り9

勝得麟隈により児童手当を受け5れないサ

︵ち

バ蕩

②騰甥総樗（法陽則第6条給慰）
ラリーマン（馨生葎金に鴻入している応）等の
特例として、所得が一定額未満の場合に限って、

児璽手当と綱額の給偲が支給されまずQ
【3歳以上6歳到達後鰻初の3角3蓬8までの児童
（義務教奮就学前の兜璽〉肇
③就学前特例総付（法酎則第7条総イ寸〉

3歳宋満の晃璽の児璽手当に相当しまず。

④就学前特携総轡（法附則第8条総付）
翫欝鰯限の謝き圭麟建ま鰻、参薮驚受給移簸》、な

3歳未満の児璽の鱒例総付（法繕則第6条総

惣番簿懲、5潟業β議遡覆萢ま鯵の薦匿購鵜の窓

鷲．灘繋餓．

翻《欝認定講求書雛琶提鵬膨竃護耀さ験。

⁝⁝⁝擦

騨濾魅受総難きる場奮懸あ鰻ま霧。新懸陰対象＆

付〉に相1当しまず、

（注億〉

●支払時期
児璽手当等は、原則として、毎奪：2月、6月・

㊧縄に、それぞれの繭角分までが支払われます。

児璽手当は認定講求をした8の薦ずる月の翌月から支総
されまず。提患が遅れると遅れた分、月の手当が受けら
れません。必ず5月末βまでに提出して下さし㌔

手続きの方法は

続けて手当を受ける場合
現溌属
錘蓑を提出しなければ1なり蒙せん。

この属は、毎奪6尾耗3における状況を記載し・

兇藝手楽等を強き続き受ける要件があるかどうか
を確認ずるためのものです。

この属の提出がないと、6月分以降の手当が受
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はじめに行うこと

認定講求
出隻、転入等により新たに受総資格が隻じた場含、児璽
手当等を受給するには、帯区聴村の窓9（公務翼の応は勤

務先〉にヂ認定講求霧3の提出が必要で競
児嚢手当等は、認淀請求をしたβの属する月の翌月分
から、支給事由の溝滅した日の属する月分まで支給され

ま

けられなくなりま登ので、ご注意ください・
ぼ

ゆ
定出当先児らす
な求ん月

毘璽手当等を受けているかは、毎葎6薄にr規況

l
i

なお、転入又は災害などやあを得ない理由により認定
講求ができなかった場合に1は、そのやあを得ない理由が

やんだ後褐8以内に認建講求ずれば、転入等の8の属す
る月の翌角分から支総されまず。

講議轟
よ影蜜

熱謡
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一〜｛一

ヌ⁝ツに振り袖︒思い悪

いに蓄飾った成人巻達が︑
した︒

再醐の誉びを鯛に集まりま

この臼集まったZ世紀初

成人蓄達は26人︒N8Kの

取材も入り記念撮影は

ちょっと緊張気味ではあっ
たものの︑松之由の成人式
という臓れ舞台にふさわし

いピリッと︑かつ和やかな

雰翻気で開催されましたひ

記念講演では︑松之山中
学校時代の恩舗 小林廣男

銭 が︑懐かしさと教え子
の成長の醤びを薩み締めな

がら︑﹁人は必ず選択を迫

られる謄がくる︒その時自
分の心のままに進んでぱし
い︒投げやりな選択は後梅

を生み︑素薩な選択は新し

い道を作り出す︒それから
夢を追い求めてぱしい︒そ
の夢は平凡でもいい︒その

夢が自分を成長させる︒﹂と

ご臼身の経験を含めお誌く
ださいました︒

6

．︑拶

．謬／

購農桑簸禽︑

正由

沢仲

梅

震

セ論．．熊人差
相沢政徳
（小谷〉

藤q

﹂

ノ」、里多重i家琴彗幸

小野塚和志

（芙水驕）

（上鍛池）

関根

鴨

（湯本：

村

蟹

由

董・㍉、璽縫

村由豊

山舩

薦池

筈

澤俸

乱

浩

く藤窟）

相﹂

7

穿洋

邊 光

淳窟

（湯山〉

磁

（光間）

山篠

由久葵

太越

藤侠

（黒窟1

趨

﹂

布施洋

誠濁

賀暢

し

怜︶
饒
氷
田侠

島

」

あんなC、ご

CんなCこ

まちの話題をお短らせします。

もんろ

小q武宏・恵婁子さんの長男

松之出（みのや〉

んまと呼ばれています。

家では「紋くん藤とかヂ紋ちゃ

いよいよ始まった学校盤

た︑

に夢膨らんでいるようでし

これからの楽しい学校生活

の表構を浮かべながらも︑

入学式の雰翻気に戸惑い

紋炉くん（2歳）

がんぱれ新入生！

濡⁝初めての事の連続です︒

好きな食べ物はラーメンや

つも遊んでます。

トルのおもちゃが大好きでい

この問、篠柳町のヂじょんの

び柚へ行って来ました、その

中のヂわんぱく子供ランド」に

は沢山のアスレチックがあっ

て、ドロんこになりながら遊び
局長︒

ました︒漏と憲賀松之忠郵便

呼び起こし︑お魚直しをし
て現役復帰をしていただき

﹁理役を引退し︑禽庫の
奥の方で眠っていたものを

滋へ︒

便局の計らいにより︑佐渡
金井町から海を渡って松之

このポストは︑松之山郵

ました︒

懐かしのポストが設置され

の撫︒松之山時役場蕊灘に︑

念欝である露月二〇βのこ

て一〇〇年を迎え︑逓信記

赤い寸胴︒ちょっと傾い
た溺落た鰐子の懐かしい顔︒
舞い丸形ポストが誕生し

凝捻懸町の瓢名駈

そば、豆膿とイチゴです。ピス

現役で活躍している赤丸
ポストは全國でも五九〇〇

似ばかりしている弟です。

と書うのが環癖のようですが、

保欝漸でもドお姉ちゃん…」

ずっといつまでも仲良しで

育っていって欲しいです。

ー⁝ーー⁝⁝ーー⁝ーーーー〜⁝ー⁝⁝﹂

お母さんから一書
侮事に付け、お姉ちゃんの真

てみてはいかがでしょう．

にお越しの際は︑ちょっと
一足のばして役場で投函し

いこの郵便ポスト．お近く

なかなかお目にかかれな

そく初投函されました︒

満足された佐藤町長がさっ

にぴったり合ってるね．しと

﹁木造の古い役場の庁舎

いないとの事︒

基程しかなく︑郡内ではこ
の松之山にしか設罎されて

ちゃんと持っていこ〜。

1卜Fool

私は、ヂお父さん」ヂお母さ
蓼

﹁峯⁝望︑手峯︑手⁝⁝⁝⁝⁝⁝︸手︸筆多毫多⁝⁝⁝

鵬月六揖︑午晶鮒十時．少ず

式がスタート︒

がらも堂々と入場し︑入学

お兄さん︑お嫌さんから
の大きな拍手の中︑ビシッ
と極めた一年生が︑照れな

⁝歩を踏みだしました．

し緊張した新一年盤が︑こ
れから始まる小学校生活の

1蒙》が蒙②人．舞

ん達って呼んでます。

ました．次行くときは著替え
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溶け始めた霧の聞から観
いていたのは︑空き無︑窒
き瓶等の投げ鋳てられたゴ
ミ達︒

鰻月二九段単朝から各集
落の皆さんのおカで沢磁の
ゴミを集める事ができまし
た︒ありがとうございまし
た．

集められたゴミは︑驚青
年懸と公戻館︑保健橿祉諜
の職員により分劉され︑津
南地域衛盤施設組合へと運
ぱれました︒

今醐集められたゴミの総
緑多き松之撫の霧の下に

重量は八照○キロ︑

はこんなにも沢山のゴミが
眠っていたのかと︑毎年驚
かされるものです．

欝穰糞叢懸欝轡旛

前凝驚維籟癒繍饗
今年も楽しく頑張ってい
ます．二人の滋村留学生．

初めて参撫する神奈規県

鱗撞総繕⑳難

馳載検難饗雛建

反映させていくほか︑郵送

懲躍の餐葉巻茨靭縫︑

大地の芸衛祭が闘幕して

のご意見をお霧せいただき︑

やEメールなどで皆様から

驚楼霧協会

半年︑早速二〇〇三年に肉

第二圃の大地の芸衛祭を成

一九八○年七月五揖︒

﹁住昆の意見が反映され

功させたいと考えています︒

けて動きはじめました︒

ていない橘という眸年の及
省点を元に︑往民へ広く呼
びかけ﹁地域験討会議偏と

﹁体力つくりの町寛欝漏を

撮げてスタ韮トした松之叡
籍体育協会が発足して二〇
年覆を違えます︒これを記
念し表彰式・撹賀会が鰯月

して検討会を闘催しました︒
圏域のみならず︑近隣や
新潟市等総勢七〇磁以上の

酋揖霞然休養秘センタ⁝に

会の申で町長から︑来年

い議論が交わされました︑

方々と北規フラム氏との熱

て聡催されました︒

二月に闘催される妙商での

この検討会は鰯麟醐催さ

冬の離体のモーグル会場と
して松之磁が椎薦されてい

れ︑具体的な提案を今後に

財懸法人地域活姓化セン

考委襲長で環境デザイナ⁝
泉輿也さんから講評頭き︑
二翻目の醐催に弾みがつく

後も継続してほしい．恥と選

翼難の芸犠祭難瀬巻巻選鰭総灘欝爽賞総務糞欝賞縫

タ⁝と全顛五八新闘社が選
ぶ﹁第五園ふるさとイベン

る︒との報簿があり︑前肉
きに検討している事が伝え
られました︒その後︑この
二〇年問体膏協会にご尽力
いただいた方々の表彰式が

ト大賞脇が闘催され︑全麟

趨綺衛の光野霧︵小六︶は︑

昨年から引き続き参茄し

行われ︑その功績を讃えら

畢くも友達を作り︑楽しん

てくれている松本霧︵申三︶

でくれているようです．

は積れた様子でβ々の生活

と感じています︒

が﹁総務大

れました︒

大地の芸術祭

瞬八三点の審登対象から

を楽しんでいるようです︒

匿表彰﹂を受賞しました．・

そこで醐催されたのが︑
地元小中学生との通学合鷺︒

ごの賞はイベント大賞の申
でも最腐の賞であり︑県内

ント︒行政︑鰯人︑ボラン
ティァの協働が好ましく今

﹁地域がダイレクトに雛
界と交流する未来饗のイベ

初の受賞となります︒

嗣二臼から三泊脳日の顕程
で行われ︑a曜欝の昼食に
は︑飯ごうを使って餐食づ

くり︒煙が欝にしみ︑みん
な泣きながらの調理には笑
い欝と瞬び声が絶えず︑楽
しい昼食となりました︒
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ψ

講師のお題に答えたりと︒

うですが︒

ば広報に載せてもらえるそ

ありがとうございました︒
PSこれで作文がうまけれ

本当に親切に教えて瀕き

ています︒

能をマスタ⁝するには毎段
パソコンをかまい︑身体と
頭で覚えていきたいと思っ

分からないので︑色々な機

まだまだ基本だけでしか

姻ソ灘ン講習に参加して

ソコンは欲しいが︑

ダ買っても使いこなせ

るだろうか・？それが不安
で買えないでいる入は沢由

今園町公民館の方々に丁

いるのではないでしょうか︒

できるようになりました︒

寧に分かりやすく教えて頂
き︑私でも文章を作る事が

いくら奉を買づて読んで

も︑実際にパソコンに触り
ながらでないと全く身に付
きません︒

繋藻騨

響0

IooFool

業あ雛騰難諏群瀞灘鰹慧顛轡霧鐡顛瀦鯵

第三ステップ

松謎幽誕髄簗潟総圏塞騨搬ター捲⁝

第一ステップ

的に文章を作ってみます︒

初めての方への︑パソコ
ンヘ踏み込む後押し矩識を

の不安が薄らいでいるよう

皆さん知らぬ問に︑初め

お教えします︒

教科書通りに作ったり︑

さあ〜︒ここからは本格

パソコンつて何？
どうやって動かすの？
パソコンで侮ができるの？

⁝糞国警難欝始蟹蓼擁懸講習套
ついに始まりました玉丁
講習会ー
応募者殺到の中選ばれた

二〇名がパソコンに恐る恐
る華・を添えて︑その一歩を
踏みだしました︒

これから一年問︑各集落
にて多くの人が同じ一歩を

です︑

第榊㌻第 ．蕊ステップまで

実際触って︑動かして︑

に鰻日問をかけてじっくり

踏み鐵します︒

慣れるまでに時聞は掛か

の送り方︑ホ⁝ムページの

Eメ峯ル︵電子メ葦ル︶

タ峯ネット﹂︒

パソコンと喬えば﹁イン

第四ステップ

行います︒

まずはパソコンと友達にー・
りません︒

どんなことをしているの
してみましょう︒

第ニステップ
いつも付けている日記や

手紙をパソコンで書く事が
できるように︑文字の入力
方法をお教えします︒

見方等をお教えします︒

び出して︑沢由の友達︑多

色付文宇や大きな字︒蝕
んな事ができるので︑皆さ
ん時問が遍ぎるのを忘れて

くの惰報を得られます︒

ここから全園・蹴界へ飛
いるようです︒けれどもキー

が分からない︑ゆっくり慌
てず覚えていきましょう︑

ゆ

ヨ

か︒ここでちょっとご紹介

蝋

盤欝關のお薬じみ

§ソコンは以餉から興

撫することにしました︒あ
りがたいことに︑闘催礒を
沢灘設けて獲いたのでそれ
にしました︒

ぞれずらして参糠すること
なんと︑参撫春一人に︸

台ずつのパソコンが罵恵さ
れ︑饒える方にはおかしい
ぐらいのカタカナ期語も︸

文字ずつ丁蜜に分かりやす

ことも織ることができまし

く教えて頂け︑バラバラに
なった顧藤も簡単に直せる

また︑複数の先生方が教

⁝＠・も

尊

んな質問にもきちんと箒え

痛くなっていたのですけれ
ど︑今翻の講習会では講舗
の先焦が実に懇切丁寧︑ど

大嫌いで机に洵かうと頭が

＄く＞？？？ふ⁝︑つかれ
た︒ 子供の時から勉強が

なあ

までガンバルつもりです．
しかし繭途多難︑先は長い

パソコンならでは︶して霞
慮自筏に扱えるようになる

︵こんな漢字を使えるのも

灘饗灘蕪灘鐵験整C始めました

私駐編⑰膿鎗裟
ついに始めました︒仕事の
上ででも出来ればどんなに

便利かと思うことも度々あ
るし︑趣味の世界に生きる
のにも必要になってきて︑

て下さり聞いて恥ずかしい
という思いもすることなく

楽しく学べました．有難う

ございました．

この文章は︑皆さんがパ
ソコンを学んで︑講習の賜
日目に作成して頂いた原稿
を載せさせて頂いておりま

す︒講習鷺によってまだま
だ余搭があるそうです︒
踏み切れなかった方︒ど
んと㎜歩踏みだしてみては

いかがでしょう︒

小見美磧さんがパソコンで書かれた絵

粥よりTOKYOに住んで
いる三人の子供達との連絡
に鷺メ⁝ルがかなり有効な
のではなかろうかと考えた
のです．私の友達のKさん
はすでにPCを習得して︑

難

顎

た︑

えて下さったので︑分から
ないことをすぐに聞けたこ

できました︒

とは有り難かったです︒お
かげで︑とても楽しく集中
できた二時間を送ることが

なんとかわいいお嫁さんと
Eメール交換で孫の様子な

どを事編かく矩らせても
らっているのですよ！もっ
とも羨ましいのは孫さんが
すでにいるということで︑

メール交換をしているとい
うことは二の次ではありま
す︒これから毎日切磋琢磨

灘輿

蕩

き

譲昧があり︑こんなこと
をやってみたい︑あんなこ
とができたらいいな︒と夢
ばかりがどんどん広がって
いくばかりで欝販の本を購
入してみたものの︑聞いた
こともないカタカナやロー
マ宇がところせましと紙画
をうめており︑頭の中はチ
ンブンカンプンでした︒

今鐡の教室の案内を見て︑
溝じく興瞭を持っていた義

義理縁とインタ⁝ネツト
の会話ができるのもそう遠

理母と﹁どんなことをやる
のかねえ図全然触ったこと

もない人でも大丈夫か

くはないかもしれませ
ん？⁝

ねえ國初心蕎を鮒象って書
いてあるから︑大丈夫じゃ
ないかなあ図どのくらいの
年代の人がいくのかなあ﹂
とあれこれ話し合い相談の
結果︑思い切って二人で参

黙簸 難難 灘 灘灘 霧
灘雛

濾賀葵響懸、叢

突如訪れた訪問者！
途方もない力で私たちの生活に押し寄せてきました︒
﹁商齢書と子僕の家鳳︵簸布飛保育勝︶の陶かいの斜面が
午前五時頃崩壊しました．

全長︑一tOメートル︑上場編八○メートルに及ぶこの地

る土の量が崩れでて東綱へと流れ込みました．

滑りでは︑一︑︑五︑○○○立方メートルという想像を絶す
人的被害は無かったものの︑﹁蕩齢壱と子供の家恥にある

リュウド株式会祇は地滑りの薩撃を受け︑隣にある東規き
のこ生産組合も今のところ土砂の影響は無いもののその

町は︑境場確認・関係機関との調整後︑午蔚十時町役場

危険性を多く秘めているため︑立入禁癒となりました︒

内に﹁東川地区地滑り災審対策本部㌫を︑窟掛防雲管理セ
ンタ事内に﹁岡現場本部﹂を設置し︑調萱・監槻・対策を
進め︑関係鷹域の安全と一刻も早い復懸に陶け作業を進め
ています︒

今欝の地滑りは烹石流の再能性を多く秘めています︒

雲解けや梅雨の時期が近づき︑糾の水位も鶏に沼に上昇を
始めます︒

土蕎流は︑擬の水を藁願堰き癒め︑押さえきれなくなっ
た状態から土蕎と一緒に流れ嵐します︐

天気にかかわらず︑斑には近寄らないでください︑

短摩だからと露って安心は全く出来ません︒

おかしな点や危険性を感じたとき

また︑雲解けが進み︑勉の地域においても岡じ事が趨こ
る薄能牲があります．

は︑役場まで御連絡下さい導小さな事でも早期対策で対応
させていただきます︒

1①FooI

認ぽくれな麟顔

昭和39年4月 日発生〃

下鰐池地滑彩ノ

▲ゴムボートで活躍する自衛隊
奥の家は屋根まで浸かってしまった

〈電柱は流され土中へ
東翅も堰止めてしまった

響2

〈趨の中へ入り込む土

地下 は動きつづけている

▼臼然のカは想像を絶する破壊力を持っている

平成捻年4月28田

午前5＝00発生

布川地区地滑り

（5月探…撮影〉

鱒災害磯待a

大きな地滑りは松之山において数多く発盤しています．
簸近では︑水梨集落や小谷集落において発鑑しました︑
近葎の烹木技衛により︑徐々にその数は減ってきたもの
の︑松之由町は侮時飼娼で発生してもおかしくはない状況

昭瀦三七奪には六集落で地滑りやその兆候が現れ︑一一

と露えます︒

月に発蕊した松之山地滑りは︑集落の形を変えてしまうほ

昭鵜薫九年に発生した下籔池地滑りは︑掛を堰き比めら

どの大きなものでした︒

れたために家麗漫水が発盤し︑自衛隊の応援でボ⁝トによ
る救助が行われるほどでした︒︵右頁写真︶
自然のカは︑短らぬ間に私たちの盤活に降り溢ぎます︒

それは幾年経っても︑変わらぬ事なのです︒

大松山山腹から越遂燭に海かう斜薦にて︑長さ三︑六〇

松之山地滑り概要

〇メーiトル︑幡平均二︑照○○メ！トルにも及ぶ幾時蟹
内最大級とも霞える地滑りであった︒
頭部の兎口から始蜜つた兆候となる亀裂は︑梅雨期に入

りその濡動を濡発化させ︑下部地域へと一気に波及した︒

下鰐池地滑り概要

筒舘にて発盗した地滑りは︑金長八○○メートル︑幡二
〇〇メートルに及ぶ．この地滑りは東絹を堰き窺め︑約五
ヘクタールの湖水を作り患し︑艮家を浸水させてしまつた︒
その漫水位は巖蕩隣に一闘八センチメートルに達し︑自
衛隊・松代滴防懸の濾援をえて通水踏を作り︑被害の拡大
を押さえた︒

歪3

発剥

シ籔ツプ︑ア⁝ティストや

猪股栄二さん

松之山王260i4

行政相談委員
住漸

委員は︑蟹の仕事︑圏が県

︽行政相談委員︾行政類談

ど︑みなさまの疑問にお答
えし︑蕃傭の解決に努める

関に必要な連絡を行うな

電話 6⁝2537

や驚町村に委ねている仕

する身近な相談絹手です︒

行政相談貴は︑皆さんと行
政︵國﹀の橋渡しを役劃と

ことを役割としています︒

事について︑住民のみなさ
まからの様々な慧見︑や要
望・疑問や著傭を受けてそ
の相談に応じ︑團や関係機

6月1日は﹁人権擁護委員の9﹂です︒

新潟県人権擁護委員連絡会では︑︹入権擁護委員の日脇で

ある6月1日を中心として皆さんとともに岬腰の人権尊

重思想の啓発に努めることを串し合わせております︒

丸由定一︵新任︶

6⁝2203

下籔池1034番地

重野和子︵再任V

私の町の人権擁護委鼠
＊氏名

住漸
電謡
＊民犠

浦醗2766番地

︑平成捻葎3月雛βまで︑

臨からの感謝状が法務局
十日時支局長より伝達さ

その功績に感謝し︑法務大

6⁝32A︾ウ甜

認黛問お努めいただきま
した橿原一雄さん︵天水

れました︒

住勝
電議

越︶がその任を勇退され︑

歪4

IOqooI

鳥老触義合う

猪股栄二さんが総務大臣より
行政相談委員を委嘱されました︒

善慧縷感謝鞍蒙す
蒙つのや震探鳥会闘催

このたび︑次の方が︑総務大駆から行政相談委嚢を委嘱

驚袖会橿祉協議会にご寄

付がありました︒町葎宅編

寮群厚リ塞し西ガ

きます︒その姿を一緒に感
じてみましょう︒

・五月二七蒙︵疑曜撫︶
です︒

・午翻悶時墨から
・美入林集合

お問い含わせは跡振興諜へ

されました︒お気軽にご相談ください︒

野鳥がのびのび窪を飛び

車いす

始め松之山らしさが現れて

祉に活耀させて頂きます︒

・村露幸市様
・中鶴一男様

介護縣ベットの手すり
・久保銀フミ様

20︑000円

水道係

轍遣馨韮ターの検針
始め蒙講
建設企業諜

臼頃より水遂を御利期い
ありがとうございます︐

棚

炎馳の芸衛祭認録集
昨奪開催された大地の芸
術祭の記録集﹁大地の芸衛

祭妻有ア⁝トトリエン

冬期懸︑雪のため休んで

おりました水道メ⁝ターの
検針を五月から再開いたし
ます︒お手数ですが︑検針
員が晃回れるよう雷艶い等

艸

㎜㎜㎜

揃

ナーレ2000﹂が発売さ

地域住幾などからのメッ

の片づけをお願いします︒

斬

松之し

2−3330
6−2240

ツ烈
漸

れています︒

セ⁝ジ等盛りだくさんです︒

髪痔麟

松代
1源村」
9−25三〇 工麺礪

7−20n

噴

松代
安塚
7−2三〇〇
一院

牧

0255−33−5045
丁

浦1鵬
9−2溌0

漸

全作繍の写真やワーク

十臼町地域六市町村の書
店にてご涯文ください︒

します．

毎月二〇欝から二七醸ま
では水道櫨鋭目です︒

たします︑

メ⁝ターボックスの上に
物を置かないようお願いい

鉢β診療のお知らせ

／含

今醸の検鋭により︑冬期
暫建料金の精算を行い︑後
β精算通簿霧をお届けいた
廼格5，040円（税込）

漸往

二極議番簿
月鷺（曜臼）

ただき

／／窃

と紗

公残館償6−2265
松之繊叢漣学習蓬よ珍

雛がいくつも発掘されてい
ます︒手で触れて︑当時の
6月9欝︵土︶

盤活を考えてみましよう︒
▼期段

▼時闘 午後1時30分〜

湯鶏羨撃

ちょつとのぞいてみてくだ
▼期賃 6月9目く土︶

さい︒

替懐かしい︑つい口ずさ

嬢かしの承掌校嘱歌〃

▼場斯 休養村センター
翻齢者対象の陶芸教室で

ゆ老鱗陶芸教整

▼時澗 午鋳9時〜
午後4時

んでしまう小学校唱歌を︑

灘縛を思い出して歌ってみ
ましょう︒

6月鶏臼︵火︶

す︑身の翻りの小物や置物
などの製作に銚戦してみま

▼期β

▼時間・会場
午箭鐙〜捻時
松之出小学校

午後4時30分

休養材センタ⁝

体鞍施殼一殻開敏

▼会場

▼期臼 6月簸疑︵木︶

せんか．

午鹸沁蒔〜午後1時
休養村センタ⁝
▼講緬 小学校教諭

▼時聞 午後1時30分〜

驚鶏蝶謄ー撚ー澱叢会
職内及び近隣跨村のバ

▼講麟 村山鋭夫

レ⁝ボ⁝ル愛好春が︑熱戦
を繰り広げます︒

トの一般闘放を6月2総
闘放撮時は︑擦遷土曜欝

︵土︶から麗放します︒

町民体膏館とテニスコ茎

▼期召 6月6鷺︵水︶
7鷺︵木︶

▼時間 午後7時〜
▼場勝 瞬疑体育館

です．利薦については︑公

の夜7聴から9時の2時問

なお︑都合により闘放で

子ど懲広場

きないことがありますので︑

民館に購込をしてください︒
のための﹁あそびの広場漏

蘇月第2土曜β︑霞然休
養轡センターを子どもたち

ご了承ください︒

欝闘験禽紛量憾
魏翁鶴盤讃で

として瀾放︑内容は︑図書
室での読み聞かせやビデオ
映写会︑工作コ⁝ナ⁝やパ
ソコンコーナーなどなど︒

一一・一・・一…・・…鑓想リレー
書いていい笈：一馨いていい笈…欝いていい簗…………ゆ…・…………………

ゆとりくん

湯鳥だより

縄文式よ器があったぞガ
松之山町からも縄文式烹

努鷺珍ンジ

ゆ

▼場漸 休養村センタ事
▼講蔀 麺由悦夫

︵杉浦︶

遜は誰でも通るものと露

の方からも援助できます︒

そちらの薬岡落動取線費

は︑ありがたいことです︒

天水越

佐藤輝國さん

蚤晦も農業春の窩齢化・

後継餐問題・農致に紺する

等色々な要素から︑農地保

平に集落事業として︑この

う考えで各露線とも極力公

不安や販売代金の減少方洵

なっていきそうです︒

全の先行きが益々深刻に

に農地の荒廃が多少防げる

機会に整備を進め︑結果的

しかし︑かんぱいの負握

れる目的もあるのですから

とにより︑下流の安全も守

問地をしっかり保全するこ

この直接支払鋼度︑中虫

のではないでしょうか︑

今圃天水越集落のことを

当地蕪は耕地も広いので

お話しさせていただきます︒

農道も多く︑整備を必要と

が多額に残っており︑園場
整備の返済も一部残ってい

どの集落でも潜鶏される

続けてほしいと思いますが．

する所も沢由あり蜜す︒

るので︑農蓮整備を全額愛

る人も多くあることは無理

べく検討を重ねておられる

煮年問で終わらず︑ずっと

益春負撞となると醜込みす

の活性化にも役立ってほし

ことと思いますが︑町全体

この賃撞を集落で援助し︑

もないことです︑

ることを鑑な目的とし︑平

ず頑張っておられる擶施外

次弩は︑奪齢を感じさせ

いと願うものです︒

成九年より﹁地域醐発資金恥

二さんにお願いします︒

集落道や農道の整備を進め

として一戸百円︑磁⁝反歩

につき五〇円の基準で月々

拠患し積み立ててきました︒

そこへ嚢年から婚まった

中山間地への直接支払糊度

f5

翻（5／肇6〜6／璽5）

一一

團圏團圏
傑坂 トキさん 83歳

下拷手（中之崖〉

講施

黒

薫…さん

66歳

禽（両

山）

布施春子さん65歳黒倉（晦由〉
懸邉 ノブさん

79歳

光

間（新屋敷）

樋口

鉦雄さん

72歳

兎

臼（堂の鳶勧

村賄

りえさん80歳 北浦潤（は ぱ〉

腐橋 璽一さん 84歳

中

羅（購

両）

小野塚彌光さん 75歳

東

想（爺

照）

＊4月玉薮から4月3（）Eiまでの雇繍分です。

聯磯鵜
藩籍雛

おくやみ（死血〉

酸﹄灘撫馨

え・うち⑳おか・毒さん

高橋胡桃
天水島（千倉〉

お母さんとお父さんとわたしとお散轡に行ってきのこをとって壼たとこ
お母さんが霧いドレスをきたとこがかわいくてすき．お母さんがヂピュー
繊ランドヘいこう．」と露ってくれてうれしかった。

＊広報に載せてほしくない方は、旙出の時に
窓i二1にお話ください．

⑳◎㊨㊧
4月

30

β棄冤征

3．173人（＋4〉

男
女

圭，526入（＋2〉

徴帯数

佐藤優衣
天水越（新七〉

1，647人（＋2〉
1，

ま！2罫ぎ

（十7〉

〈〉内は購月との此較

てくれるとこがす意．

誘もひつき！
㎜

総務諜02559−6−31綴（代表〉

税務会誹諜
産業諜

14・28

砥

15・29

響糧〉6−31351

6−3ユ52
6−3玉32

し鍵ター講
6月

ミ

松之出附役場電話番弩一一覧

休日

ノ

い
い
い

㎜

い

創造のカを蕩めよう

ヘ＼聾⁝事⁝善⁝養ー髪ー髪⁝1ー⁝⁝ー⁝⁝⁝⁝ーーノノ
ノ

ヘ
ヘ

︸

︒

周読みなのに意味が違うだ㎜

︸

㎜

㎜つの軸がある︒そんな︸

けど︑

︸

㎜
︸

㎜

⁝

︸

繭父友・広友・考笈
︑

二嚢を嚢？

㎜
㎜

意味は

︵交笈︶交われる友がいる︒

㎜

芸角の予7ド藝− ㎜

㎜

ノク

τ ︵広茂︶広5＜漠がいる︒

調︵考笈︶考えあえる友がいる．㎜
窟 これは人から教わった発想を

㎜

ま、湧きいづる湯泉のように

髪又

連体の心をもとう

元箋皆馨ぎ．

心豊かな入になろう
玉、ブナの梢が触れ倉うように

︑︒

1、葵しい緑と雲の中で

思いついた乃は気軽に菰報の⁝

町鼠の金霞葉

よ

みんなでよりよい時づくりをしよう。

滝沢まで御連絡下さし

お待ちしてま〜す︒

わたしたちは松之鐵町幾です．郷土を愛し、

参

︸

〆

町民憲章鋒欝，、53舞，7声1縦

お母さんとわたしと公醐へ行ったとこ
お母さんのぽっぺたとかみのけがかわいい、「おさんぽにいこう。」と ）

（上下水道〉6−2ユ62i
…
議会事務局 6−2生6％
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