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十日町市／川西町／中里村／松代町／松之山町

滋

十沼町市・川函町・中墨村・松代町・松之山町の合併協定調

印式が7月23欝、十9町市のクロスユ0を会場に、5市町耕か

（7月23日）

ら400人を超える関係者の出薦を得て行われました。患篇予定

だった平由県知事と地元選出3県議会議員は、7月！3黛豪爾
による災害対策のため急きょ欠席、代わって川上謝傭事が立会
人を務めました．また、松之山町では往藤町長が入院中のため、

職務代理賓である小野塚助役が町長役を務めました。

調印式は、十臼町広域圏合併協議会長である現十紹町市長の
あいさつに始まξ）、「合併協定翻や「新撫建設討画3の概要

説明を倉めた合併協議の経遺報告の後、5市町村の首長と立会
人が合磁協定書に署名・捺印を行いました。調印を終えた5市

町村長らは、壇上で合併協定議1を示し、しっかりと手を握り合
合併翻印を終え、摂上謝短事を中央に堅く孚を握る5葎長

い、念併へ向けた絆を確認しました。

1卜寸FFI

1．合併の方式
十臼町市、川西町、中里村、松代町及び松之山町を廃止し、

その区域をもって新しい市を設麗する「新設合併」とする。

2．合併の期β
平成圭7年4月1揖とする。

3．新市の名称

癒

新市の名称はヂ十日町市」とする。

合併協定翻曙名する小野塚畷職務代理

鳳新市の事務所の位置
新市の事務藤の位置は、当分の間、現在の十日町市役所を新市の本庁舎兼十段瞬支駈とし、現在
の川酉町役場、中璽村役場、松代町役場及び松之山町役場を、それぞれ新市の想茜支所、中里支所、

松代支所及び松之山支漸とし、現在の十臼町市役所の吉田出張所、下条出張所、水沢出張所及び椿

報館出張漸を、それぞれ新市の出張所とする。なお、薪庁舎の建設については、合併後5年を目処
に検討する。

，．鍵繕蒙霧嚢羅．翻欝灘欝灘驚（7月28日〉
7月23日の合併協定調印を受け、7月28段には5市町村がそろって臨時議会を開き、平成17年4月i9をもっ
て現葎の5市町村を廃し、その区域をもって新電「十欝町霧」を置くことを新潟県短事に購請するギ市町村の配
置分合ユと関連議案が審議され・採決の結果・5市町

【配置分含議案の市町栂別議決状況》
L撒

村ともそれぞれ賛成多数で可決しました。

る松之山地域内の事業などについてつて）こんだ質疑が

交わされ、賛成・反対双方の討論を経て採決が行われ

ました．結果は、全議案とも6対3の賛成多数で驚決
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ヤ

会設麗の住機直接請求との絡み、新市建設謙爾におけ

薙数
真き重

松之山町では、提案理由の説明後、3町村合併協議

際

雛驚欝襲

1人1
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6入13人 19人ギ可決

しました。
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，霧難事鑑禽欝馨静欝騰灘藝轍（8月5a〉
8月5日には、5市時村長力噺潟県庁を訪れ、平山県
知事にヂ合併申請書まを手渡し、合併に両けた更なる協
力や支援を要請しました。これにより、5市町村での合
併手続きはほぼ終了し、今後の合併手続きは県・園へと
移ります。9月定例県議会で5市町村の配置分合が審議・
可決されますと、県から國に陰併申講書」が提鐵され
ます。その後2週問以内に総務大翫皆示が趨て、正式に
合併が認められることになります。
贈藤に喰辮講勘を手渡す肺購村長（8月繊）

轟撫璽山購会（7月43要8）
難灘霧，帯

．

．罫曽灘轍灘

り・

讐

r未来ある松之由を創る会」（代表・高橋洋一）が制定講求していたr投票で合併を決める条例」

が7月侶臼、佐藤町長のヂ本条例の制定は必要なし」とする意見書を添えて松之由町議会に付議
されました。この講坂は、岡会が、前回、穏権者の過半数を超える署呂を添えて直接講求してい
た「5市騎栂合憐の賛否を問う住饒投票条例」を懸議会が否決したことを受け、内容を一部変更
して再度署名活動を展開し、有権者の48．9％にあたる1，272人の署名簿を添えて改めて塵接講求
行っていたものです。

今回のヂ本条例の制定は必要なし」とする町長の意箆霧は、市麟村禽併は当麟単独で行えるも

のではないこと、現在行われている5市鱒村による禽併協議が順調に進んでいること、昨年肩月
の住民アンケート結輿、ヂ5節騎村の合1拝協議会翠期設置講求

要望藷」での穫，603人の署名、先般の地域懇談会での意見

交換などから、購浅の半数以上は現在の5市晒村禽併を
支持していただけるという認識に墓づいたものです。

45∈3に行われた器議では、臨長の意見霧に対す
る質疑や講求代表番の意見陳述が行われ、採決

藪

．簸

嫌綴

の結果r賛成3、及対6」で否決されました。

津繭・中璽・松之山

講霧

曙藤

態灘綴．暴

、灘一

i難

灘

嫌脚

舗噸璽松之慮の3剛1振グノしづ陳爵哩・松加の舗を進め総掲懐鶴
騰＿灘繭議）は8月38、合併鰍法曝づき3剛の合併協議会言懸鯛う服投票劉笹
の顧接講求を行うため、各鰯村の選挙琶理委曼会に』署名簿の審蓋講求を行いました、合併特溺法

では、袴儲の50分伽魔曙名を添え胎1艦義鍛置嘘錨求が否決され腸合引き
続舗儲の醗の源上の謹を添えた翻錨腿すれぱ法的に服｝螺の実施が義務樹
られて憾す．当馴こおける講求賑都ある謙喬益さんの話によれば・3瞬とも萄儲の
6分の権ゆうに燗る齪が黙旋とのことで、3町村で一剤こ服投票がそ掬れることが

ほぽ石醸と鮒ました．8駈8には＋爾広域圏肺碗1こより購への舗輪が行われま
したが、これと並行して3碗の合併協灘設置鯛う住民投票が行猟ることとなります隈
施されれば、合併特例法によるものとしては輿内初となります。
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鞭繍の市章の講纏募
灘騨灘難灘灘講・

｝ウ馴騨鵬鞭榊騨羅

騨蝉一継

一 ＿騨
一十日町市、趨西町、中里村、松代町及び松之出町の5霧町

・

箋議
や

辮馨》」晒町

村は、平成嘩7年4月1田に新設合併することになりました。
新市の名称は「十田町市」です。新しく誕生するr十a町市」

や

ま

松代町

集

蝋
悔

の市章を制定するため、そのデザインを募集します。
…一十日町広域圏合併協議会

舞

十B町市 ．〆 〆

松之山町
糞

藷

誰

【募集ずる市章の基準】

垂

謬

①ヂ夢を耕しつづける感動と創造のまちづくり一自立し

．一観〜

た薦民の知、恵と協働一」というまちづくりの基本運念

｛蓮
姻中里材ノ

を掲げて実現してい＜、新生「十8町市」が目指す将

ぎ滋

来の姿「雪・自然・農が織りなす灘もりと躍動の大地（ま

ちカにふさわしい市藁であること．

【鎚金】

②市旗やバッジ等にも使用できるデザインであること。

③尾紙の地色を禽め4色以内とする。なお、グラヂーショ

①最優秀賞（市章採駕作品）

賞金 100，000円

②優秀賞（欝章候補作品〈採爾作品を除く〉〉

④自作の未発表作総であること．
⑤他市輩及び他商標等と類似しないものであること，，

4点以内

賞金

10，000跨

【選 定 方 法
【応募方法等】

協議会のギ新市の市章選定小委員会」

①応募資格は、問いません。また、周一一人の応募は3作

において、応募作最の中から市章候補作

贔5点以内を選定します。その後、住民

贔までです。

②募集期間は、平成i6年8月5田（木〉から平成工6年9

アンケートを経て、本年12月を目処に、

協議会で市章採胴作贔1点を決定します。

月23日（木）までです。

③応募用紙は、專期の応募馬紙又は縦横15センチメート
ルの枠を書いたA4サイズの白色駕紙を縦長で使胴し、
馬紙三枚につき1作贔とします．

【入鎚発表｝

ホームページや広報紙等で発表すると

④応募に当たっては、ギ市潮の他にヂデザインの趣濤（焉0

ともに、入賞音に通知します。

字以内）」、応募奢の「住醜及びf氏名ゴを馬紙に記
【著作権等】

載してください。

⑤応募方法は、封書による郵送又は持参に限ります．

擦期作最に対する著作権等については、
次のとおりとします。

《応募先》

①採期作贔に関する…切の権利は、協議

十日購広域圏合併協議会事務局
斯在地

〒948−0085

新潟察十日町市寅甲1番地薫

瞬織物会館2階
Ti三し0257−52−7725
ε一mall

FAX O257−52−7726

to−gapPei＠lriS．OCrme．lp

会及び新生r牽資町繭に帰属します。
②採馬作1昂の使驚に当たっては、作5表に
若干の変更を纐える場合があります。また、

モノクロとする場合があります。

③応募作最は、返却しません、

4

Ioo寸FF

1点

ンは不司とする。

識

灘霧
5月28段〜6月ま5臼に町内9会場において実施した、平成16年度地域
懇談会の結果がまとまりましたので報欝します。当βの町長答弁のほか、
後ほど担当諜等で検討した結果についても掲載してあります。

併関連
難町のr融鰍購し鳳糀の飾で腱すぎる．（三省）
轟町議及び議会と協議を重ね、この時期となってしまった。

合併しない場合の職員数は40人となっているが、合併し

￠た場合支駈は樹人体綱となるのか。（三省）

轟現在協灘であるが・中醗駄おし て醐之厳駈66
名となっている．

轟1鷹篠舗董講讐弩鷲菰慧凝額驚諜
ていない．

合併協議で松之山町が要望した事業の輿施について、誰
騰が確認し事業兜成まで責任を持つのか。（松墨）
轟支所長など特別職に近い人になる。

合併時の議艮の定数が3名になることについて偶いたい。

幾（松之由）

轟譲9定数を4名確保したいと思ってし＼たが・小類会
で検討した結果が3名ということで、大変不満に患って
いる。しかし、小委員会が全翼一致で決めたことであり、
その結果に従うことになった．
響懇亀消防署が松代町に造られることについて伺いたい。（松之山〉

び
劃醐署磯係は舗する○しなし

馨眠糠磯施につい磯麟どう考えているのカ㌔（遡の

に関係なく陣路膿〈

なり、負担金も多くなってきたので広域で考λている。十
日町地域広域行政圏謙面（H13〜H22の10：年間）の後期に、
松代・松之山の統合が計面されており、この計爾に基づい
て今後協議される。

構奮瀦灘憲群止になることにつも

て伺いたし囎

響合併を進める会が公表された合併効果として、これまで
町が取り紹めなかった事業が合併によ》取り紹めるとあ
ったが、町長はどう思っているのか。（松里〉

地域イントラネットなどが可能となるなど、ある程度は
轟
取り総めると思う。

難鞭齪協識に欝てある鰍事業舩灘よ。（松里）
轟要望について検討する。（広報まつのやま7月号P4に一
覧を揚載しました．）

舎餅について、5市町村での合併で理解してよろしいか
￠飼いたい。また、反対憲見があるが、住昆投票は爽施する
のかどうか。（浦田下）
今協議を進めている5帯町耕での合併を考えている。また、

轟住鍛票については、できる錠なら樹たい．

fよくわかる今驚の予算」について、毎黛作成していただ

轟雛難欝謄禽認〜駄1謝叢鼓蟹欝 ￠いているが分かりやすくて好欝である。合轡後について
長）5年以内に4購村の診療所を同一水薦に引き上げる
という方斜である。（保健福祉課長）

ごみ娼理場を沁0億円かけて新しく造ることについて偲

響いたい。（松之由）

轟ごみ耀場の問題は津輸と相町市を㎜緒に鯛し
たいと思っていたが、県では無理となった、中里・松之山
は新市が委託し今までどおり津南地域衛生施設を利矯す
ることになる。そうしないと、津南町・栄村が大変なこと
になる．ゴミの最終処分場を造らなければならない場合
100｛意円｛立に1なるゆ

難合併に伴い鯖の醐成騰えても・るカ㌔（松之山〉
轟集落の再編成については今までも謡をしてきたが、なか
なかうまくいかない、小さい集落は、今後区長をやる場合
高齢化が進んでいるので伺とか話をしたい。

雛舗騰劒会含が今御一2駅辮し含欄既あ
ったが、松之出地域の新市における建設事業の輿施筍能
姓の様子はどうなるのか。この問題は法定協議会で決ま
るのか。（松璽）

轟新市建設計颪は財政見通しで作るが、年度ごとに公表で
きるか否かは現段階では判臨ができない。予算的裏付け
が具体的にとれるかは男llにして、松之山ではこれだけは
どうしても実施するとの約束の確認は合併鋳にとるよう
にする。

5

も作成いただけるのか。〈浦田下〉

合僧後は「今葎の主要事業」という事業の概要版を醗霧す

轟ることに婦．

雛舗したら鱗総讐どうなるのか守（湘よ〉
今までどお9各集落に依頼する．委託事務内容について

轟蜆胤が予継れている．

蟻譲欝蜥を鰍たら料金を取るとある力電ど狐
轟今までどおり．

合併によ琴、禄会福祉関係と這踏み等はどうなるのか。

響（浦田上）

轟NPO法人を立ち上げるなどして対応したい。
懸含獣測、ゴミ鑓と燐駄ついてはどうなるの煽浦鰍）
轟5蕪間は今までどおりである。

載第3セクターはどうなる鋤㌔（浦趾）
轟今までどおりである。

議爵定数は合併後最初の選拳は定数特例により3人とい

響うことだが、その後葉人になることが予想されるが。
（浦田上）
轟そういうことも予想される。

嚇締になった場含のスキ覇運働どうなる鋤㌔（顯）
轟新布に弓！き継ぐ。

路

￠霜繕ξ謙讐 い とか り￠矯灘ll纒があるカ
轟今鞭醐地纏と髄劉又をぞテい篤で完了したい・轟検討してみたし

魂露欝継鷺灘お

た眺毎冬何禽慧禦

轟今後継続でやりたい。
大麓戸の地漕りについては早急に復旧工事をお願いしたい。

嚇（三省〉

んで

し ほう

膿設企業課長）

険である。（

）

礎覆聾鶴総囎訟躍期狸翻蹴驚農論
1まいつか。（黒倉〉

轟県、と相言炎しながら女寸応したい。

樹鱗灘、1富船1灘鍵轟鞭欝
轟県獣ついては県に難しますので・難を上げていた
だきたい，

蹴鑑簿で盤纏鷲薮熈議織瀬零鶉y
（短手）

新市事業謙画で要望してある。松之山の交差点の所は
轟
H葉8葎に完了する予定である。

藪

醗

．溺徽1

轟植生が完全でないので今後様子を見たい。

輔溜集落鰍ついて繍麟1ナをして欲しも㌔

雛

轟検討する．

斡欝鰐魏慧鶴認盟験欝橡鷺条警讐

．光

￠灘葉書評への案麟を大鰍口騰して
轟今鞭、設置予定である．

￠灘離蓄隷鋸禁瀧謙畿嚢慧あ嘉黎

して欲しい。（川手）

轟漿に要望する。（票から集落に説萌済み）

証拠はどこにあるのか。（松里〉

轟獄薬湯舳来は燧後名寄」留56年）に体邦第1の
有馬温泉に似ていて効能も大きく名湯だ」と誉いてあり、
この辺からと思われる。草津・有馬・下呂は三大名湯であ
り薬湯とは書っていないと思う．本やインターネットで
調ぺても、三大薬湯の場合は松之山温泉が入っている。

雪

鳶

義

碑纏駿製鷺蒙諜轟嚢慧滋贈慧篇
検証の名義が町になっているが、費周についてはどうす

窃麓霧覆懸聖織妻難摺畿斑漆灘暑
ような対策はない冷、。（松里）

轟観光客根手の山菜取りには何かエリアを設けての採取と
思うが、地域の山菜は現金収入につながっており、貴璽な
資源と考えている。一定の料金を徴収する「山菜園ま等も
考えられるが、難しい問題である。

るのか。（上布翅）

轟ブ騨ヂ磁麟旋るた鋤の名義ににしない緯
検が取れないので町の名義とする．費絹は集落負担となる。

構黛監灘鱈鱒藤暴鐸纂羅篇套畠謙
大きな穴があくので注意してほしい。（上布lll）

轟除雪の運転手に運絡をとり注意するようお願いする。

￠難霧黙猟欝2路線1 事が完
轟工事の完了を見て検討したい。

6
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で大きくしていただきたい。（耕手）
轟建設企業諜と振興課で楕談しながら対鑓する。

地載懇談馨報響

頓義易購講灘纂議鋸灘羅惣謙蕪窯あ

農業

の鍛鶴灘濃灘驚いただ略購灘醗蟄礁篇礁箋麟
轟鞭総鷲霧薯離獄ξ懸窺護嬉奪灘轟騰麟猫藁潔纂摩纂器獣

あ難欝1灘1が

纏

驚欝灘総轡≧蟹1しれか，の事

￠瓢灘灘養灘麟薯麟轟業
（州手）

￠漿露蕎窺鷲巻鴨饗罐農醗濾艘斎篇

納全域の！騰牒鷺罐教対し・鵬鰯を灘

轟していく。小規模難整備を軸1蝋対艇進雌

緋灘鰍である．以齢腰望して熱が、翻して

もら斌鰍が起きなし、うちに是葬お願いし観

￠含駄よ囎之鹸鎌もr鯛米ま舞格になるのか・

轟（鯉）

み

（灘下）

離設蝶課と麟課で検訊軍めに工事をし短

今までも、嗣じ農脇であるので運動してきた。魚沼米に匹
敵する晶質を確保することによ》、含欝のメリットを生
かし魚沼米の一轟となるよう運動を進める漉最終的1こは
全農力く認定するか否かと思う魯

活

w臨

漁

燈町営バス働職が大瀞購に1ま欄もない。（三省〉

繕鐵懇嚢嚢鞭警

轟集落から希望をとって設置した．要望があれば設置したい。

￠昊鎧髪酵騒類蒲摺灘轡灘籍1も
・共施設

轟その後、撤査済みです．

ゴミ雄理を1ヶ所に集めるということでなくても良いの 癒水梨鯖集蜥磯徽鶴いつごろ1こなるか・（三省）
轟8月下旬に工事にとりかかる予定である。

￠では。ゴミの霧利罵を心がけることも必要では。（松之由〉
轟資源ゴミ収集の鉱大を権進していく。

感焼牒舗の屋根・辮離の聾をして欲しい・（三省〉

螺麟惣撃悪灘鷺醗ξ欝籏3ポィ
轟遵踏脇の草刈等きれいにしておくことも大切である。

磯灘講灘舗醐拙捨徽の看

￠欝欝聯灘舞た。蜘場含

合鎌の

松之山の集会所を構とか建てたいと考えている。合儀の
轟舞寺は新霧の計磁に入れてある、改築ではなく新築で考え
た1まうが農い、平成嘆7葎度に、建築できるかどうか検討中

轟設置します．

斡講議羅舗びができ纈を 贈醜
轟騎醐題もあ》・す代という訳1こはいかないが・今後
の計函の中で検討したい。

嚇醗欝禦；矯携醒泓て

轟今葎度中に輿施できるよう誹藏したい。

猟要

である、簸悪の場念、過縢憐で対応したい。

構馨號麓鷺叢欝纏灘雛講謙曳醒蕗
どの遊休施設の再利爾はできないものか。（上布溺）

轟むずかしい・

￠鶴ンタ｛の屋朧と町欝麟ナを謝る。

轟察に要望中である．

鞍澱地域は電波状態が悪く受儀で

のきない。良い方策はないか．（上布塀）

轟麟N鷲ゆ艦礪いしてい
る．今後も務き続き穣講していく。

簾舗の麟轍造は年次緬を立てて養い建築から頻番
轟に拷えている．遵騨購も必要性の勘ところから1腰
に実施する。合併後にも継続して雲施できるようにしたい。

含鎌後のそれぞれの支勝には跡役クラスの支勝長を置く
ことで協議している．これにより、住浅要求に十分簿えら
れると懇．う．

寺の他

￠蕊：愛雲欝諺睾獄ぞ灘ζ薦なが

螺薯鍵繕黒霜爾将耀う町鰍 轟葺講欝鴇器含繁饗離1騰雛暑
轟今葬度9月に1人採絹夢定である・

7

と協議しなカぐらそラう

趨．撚︑︑脚︑黛欝鍵

各家魔までの商速通信網は︑ケー

ブルテレビ網が現時点ではサービス

構想に取り組んでいくこととなり︑
平成掲年度には地域イントラネット

﹁地域イントラネット基盤施設整備事

まず公共施設ネットワ⁝ク構築の
ため︑平成驚年度に総務省補助事業

●実施時期 平成驚年王月〜2月

●実施主体 牽日町地域広域事務総合

●回答数

●配布数

3︑201通

7︑000通

業﹂の要望を行い︑積極的な陳構活
動を行ってきました︒しかし全園的
に合併を機として同補助事業への要

●実施方法

罠7︑000人︵地域住属の約！割︶

6市町村の焉歳以上70歳未満の住

以上で︑この圏域でもIT化が加速

コンピュータは肴望も含めると70％

家庭の携帯電謡保有率は80％以上︑

鐵霞・懸難機雛隷構賦澱

望が多く︑補助採択の倍率が商くなっ

國の採択要件のーつとなっていたこ

たことや︑合併重点支援地域指定が

無作為描出し︑郵送による配布・回

を市町村別年齢隣屡別男女別割合で

していることが伺えます︒

とから︑指定が遅くなった当地域は︑

収で実施

平成絡年度補助事業は残念ながら不
採択となりました︒

8

lOOFF

︑響闘欝織難欝縄難鶴欝撞鎌讐藻
鞭驚鞭雛︑禦拶鯉

す︒そのため︑ケ⁝ブルテレビ網の
基本設計および運営講鐡となる﹁十

対コストのバランスにおいて巖も適
切な情報インフラ基盤と考えていま

疑町地域テレトピア計画﹂を平成絡

補助事業の不採択を受け︑広域6

ら独自に地域傭報化の整備手法を模

津南町については財源的な諜題等か

年度に策定いたします︒

饗毅靴纂葱．蝿

索していくことになりました︒合併

このプランでは︑住浅の方の情報化の

に詳しく載っています︒

馨8一＼≧製餐煮8惹蒙さ讐歯o二蓉む＼

めてきました︒

その後︑そのネットワークを伸ばし︑

二ーズを魏握するために住民アンケ⁝

の実施設計に肴手し︑来俸の補助採

市町村で今後の対応を協議した結果︑

工団体︑地域づくり団体︑編祉︑匿療︑

の構成毒町村である十9町市︑絹西

十欝町地域広域事務組合企翻振興諜

各家庭でもパソ纂ン通信やデジタル

トを実施いたしました︒︵アンケ；ト

7−2637
電話0257⁝5
※構想の詳細はホームページ

テレビ放送など︑高速で惰報豊かな

択を目指すこととしました︒

想鋤遡

鮒転農獣欝儀．幣勤講

結果の概要は︑下段をご覧ください︒︶

構想を具体化するために︑農協や商
教育など各種関連強体から参集いただ

町︑中里村︑松代町︑松之山町の5
市町村については今後も継続して本

連携し︑産・罠・官の協働で︑十田
町地域高速通信体系整備構想 を進
この構想は︑まず地域内の基幹ネッ

いう基本謙爾書を策定してきました︒

き﹁十爺時地域情報化基本プラン﹂と

灘難雛愈撫繋

の小中学校を光ケーブルで結びます︒

一昨年から十霞購地域の策町村が

翼診

トワークを整備し︑公共施設と全て

且轍

通儀サービスが利絹できるよう︑高

亭製越

速ネットワーク網を構築しようとい

薮随布
訟之購

うものです︒

識代鞭

博

鰍鵬膿醜鵬繊砿鵬熈競鱗

インターネットの利熔に関しては︑

イン慶ー承繋郵綜驚募響

保有率が低くなっています．

電波状況が悪い松代町・松之山町の

地域刷では︑携帯電議については︑

将衆蝕しい

﹁利胴している凱興味がある﹂を合わ

．︸．畿羅

現在のインタ⁝ネット接続環境は︑

跨

將

翼

峯⁝⁝

％

％

沿02
G4Q03

鵬鵬鵬儲縦繊醜鵬脳鵬眺

姦違灘欝韓簸の鎌饗盤
嵩速通信体系の整備の必要性につ
いては︑平均で60％以上が必要と答

磯蟻欝鞍鷺菰麟紛棚欝輸訟

高速通信体系を活馬した﹁地域情

報化楠に地域住昆が求めていること

として︑﹁活気ある地域づくり偏や﹁安

心安全な町づくり﹂を要望しており︑

四粥

成︸︑﹁産業振興﹂を望んでいます︒

次いで﹁IT教育を活粥した人赫畜

翻

鵬鵬蹴醗鵬瓢儲鵬瓢鵬

構築が必要となります︒

ティの確保されたネットワーク篇の

子どもたちにもやさしい︑セキュリ

ビスを受けられ︑筒齢者・障害煮・

では︑﹁すべての人が岡じようなサ⁝

策﹂が︑多くの人から必要と回答さ
れました︒行政で実施するこの計画

プライバシ⁝保護やセキュリティ対

があるように﹄と﹁欄人傭報保護・

べき点として︑﹁すべての住厩に恩恵

商速通信体系整備に講けて配慮す

繋縢毅講綾て醗慧穿べ嚢燕

臓十臼矯奮 1晒鑓 津爾跨 中婁籾 松代鱒松之鋤町鑓犠彙岱

ブロードバンドと呼ばれる筒速の﹁A

％

ゑな

圭き

瓢

沁呂05

雛繍いな瑛像

に実現︸を要望しています︒地域住民

地域構報化に求めること 醗舐編繍づ

DS﹂恥と低速の﹁王SDN恥が岡比率

斑加

齢アンテナが不製

えており︑そのうち約半数が﹁早期

要

必
ば

︐陥灘撚

づ

■ノ調鍛

翻その樋

は︑かなりの人が必要と感じています︒
い
准 い

麟目叢

灘鰍改騨

騒繧灘振隅

でしたが︑松代町・松之由町では高速

％

L3デジタル敵溝

暇蠣鵬熊鵬鵬鵬黙鵬脇億

醗脚絶

圃線を全く使えない情溌にあります︒

灘網ー

％

勢診︑緊鵜瀞暴て
テレビアンテナの設置状況は︑竃
街地でもビルや送電線などによる電
％にとどまっています︒

波障審があり︑偲別受信は全体の6

2006年から新潟県でも放送が
開始される﹁地上デジタル放崖や﹁ケー
ブルテレビ﹂については認知率が低く︑

もっとPRが必要と思われます︒

またケーブルテレビヘの期待では︑

各専門チャンネルなどの﹁多チャンネ
ル﹂に期待が大きく︑次いで地域コミュ

十臼町策川饅餅 鴻爾町 中里輝 綴代職総之由町鐵蟻変偉
松代町 絵之山町圏壌蛮俸
村

課爾鯖
十9驚布1昨西鶏

く

懸多卦ン奉ル

隅

■灘金鮭の蟹撫

鐵懸なし

麗鞭耀珊

ざ

翻餓放送

し

0

纏無麗

騒必纂牲を醸じ幕
■蟹懲に検射
籔コどちらかといえ

■嘩無繊敵

ティのための﹁自童放送貼や﹁アンテナ

口1礁嬢徳

圏紛黛

卜接続方

松之画町
松代町
中墨村
灘薄醗
Q駕

顔蹴

が不要届などに期待が集まっています︒

9

響■綿隣辮きーー醤・

鵬鵬膿蠣臓膿盤跳跳隅

む：二1どちらともい」え

分0

十黛薪務 ，憂隔瞬

罵

閣
圏
8Q

懸簿つていない力

0％と蔑い興味を示しています︒
せると8

ンターネット利屠意両調

ケーブルテレビヘの顛待

高速通儒体系の必要姓

訟之盛蘭
松代町
中里材
津繭職
11晒翰
一←臼騎帯
o嵐

鱒
願

麗i善㈱していξ

圏その勉

中電籍
DVP
コンピュータ FAX
テレビ 携帯電慧

蟹縫つτいξ

家電・通儒機器保膚率
ε惣興撫があるが
測罵していな

インターネ

盤無簿箸
醗無躍篶

Oo

1■拷つていない
1■ギ…嬬していな

麗 ．酪騨撰鴎う懸遡

雄謙︾

国民健康保険は︑私たちがけがや病気をした

懸 轍鱗齢税率・税額が灘臆陵

ときに安心して医療を受けるための医療保険制

度です︒

この大切な制度は︑皆さんのご理解とご協力

があって初めて健全に運営されるものです︒

また︑制度を維持していくためには︑皆さん

から納めていただく保険税が基礎となります．

保険税は︑国からの負擾金と合わせて国保の大

慈へ

切な財源となり︑医療費や鐵産鷺晃一時金︑葬

窟

祭費などの給付費として使われます．

亀嬉

懸

lFゆFFー

畢成16年度の税率・税額が決まりました。（下の表をご覧ください。）平成痴年度と

比較すると、隊療保険分では「平等割3の税額と「資産割」の税率が軽減されました。

保険税の額は、その年に予測される麟保全体の医療費から、受診の時に患者が負撞
する分と燭などの補助金を除いた額となります。
一盤帯あたりの年間保険税額の限度額は、医療分で53万円、介護分で8万円です。

また、断得の低い働帯には、その徴帯の総所得と被保険者数により、2割、5割、7
割の軽減制度があります。

保険税はこのように計算します
※40歳朱満の撹帯と65歳以よの雛帯は、露療保険分だけの負捜です。
医療保険分（国保癩入者全翼で計算しまず。限度額53万需）

介護保険分（限度額8万円）

平等割
均等割
資灌割
所得割
華等割
所得割
一世帯につき＋購数㈱騰＋裡鰯甕額麟算＋鱒醐鷹＋箋2馨鰯翻購＋繍縣讐麟算

23，000勇1人22，000R紹撫
年間の国民健康保険税

税率α5魅
＝

医療保険分

1人9，000霞
十

劇臨

介護保険分

新

9月から保険証が変わります！！
9月i段に国民健康保険の保険証が更新されます。
色は引き続きヂ空色3です。現往使っている保険証は

8月3蝦まで使題できます。

僕鯉
℃藤o糞

◎！う
）

保験鞍

o必衆

粕
o

10

騨騨

老人保健で医療を受けている方で、往幾税藤諜税

譲

世帯の方は、入院したとき窓欝で支払う一部負撫金

糊

『駕
冨

と入院聴の食事代が減額されます。
該当する方は、必ず入院する1搬び縮毒をして下さい。

嵩蛇寧葛

1辱達請するとゼ限度額適罵・標準負擾額減額認定証藷

継

が交付されます。

また、下記の低勝得王・低所得簸のどちらに認定

禽
購、

されるかで、減額される金額が異なります。

★低所得蓋

★低所得H
その雛簿の慮帯主及び覆帯

その属する鷹帯の覆帯叢及び世帯舞金曼が注民税非課税で・

轟盒轟が注罠税非課税である

その琶帯の各駈得が必要経欝・控除（簿金の控除額を65万勇

方です。

として計糞）を差し引いたときに○縛となる務です。
ζ年収働】

【該当になる世帯】

巣磐婁帯で無盆叡入のみの揚8ゆ65万円以下

老ノ、2ノ、薯らし選帯等

︵︵︵．麟

ケV

麹．錘嬢愛鎗蓄羅

廼

︽翻
斜蝕

謬課験蟹

填

入院するときは、

感

轡鰻幾額適翔・糠準髄塑額滅額認建羅
を病院の窓Oで提示して下さい。
窓Oで支払う一一部負担金が減額され、下記のような
自己負握となります。

、。

駈得壌分

入院購および盤帯単位の
脅己負撞限度額（月額〉

一般の方

40，200円

低斬樗Hの方

24，600円

低所得至の方

15，000円

入醗購の食事代（1霞当た9〉

780円
9Q9までの入院 650円
適去…2ケ月以内に
90温を超える入院
500円
300円

蟹浅健康保険・老人医療についての
詳しいことは、役協（総務課住属係）

濠でお問い盒わせください。

電話596−3434

赫 屡 選 鑓 蟹 螢 鷹茎

慧 謙 懇 踊ま

獄騨 麟

越後松之山

けたものや近所の人や子供たちが晃つけたも

大の虫妙き︑生物好きの息子にとって︑キ

﹁キョ獄滋駕溝麟懸幾鞍懸漁鶏醸︑フ薫覆恥う

箪ロロと患会い︑冬に再訪し︑春は雲解けを

．景色に強く惹かれています︒昨秋︑初めてキ

徳ちかねて感か

つくに議爾を立

誘︑ この夏もと
を

てている我が家

は︑すっかり松

鐵醗灘騰きたい

灘懇騰譲ず．

∫2

ー創OFF

昨鋒7月20濤︑第2園大地の芸衛祭の開幕にあ豹慰懇灘灘蒙妻プ︾し叢類森翰禁鞍瓢

のなど︑珍しいと感じたものは︑その物や傭

報を捲ち込んでいます．そこでは︑スタッフ

キ翰縫欝︒﹁松之由の自然や文化を軸に多様な交灘磯壕懸懸嚢蕎繊逡撚う灘灘懲鐡叢縷墓

づき︑松之出の自然や文化を調べ︑考え︑つく9欝でて繍鷺活動拠滋鱗惹態護搬縫滋﹃

が詳じく説明してくれたり︑時には一緒に図

鑑を広げて﹁ここの違いから︑○○の仲闘の

の素購らしさを全獲界に発信する惰報基地として︑さまざ叢隷謎欝巻欝籔驚懸叢鐵難

そんなキョ鶏Ω︑試行錯誤姦繰鱗遙移な瀞霧総︑類笈の灘護の鷺きんを懲鐵纏逡難癒鱒

○○です恥と︑わかりやすく指導してくださ

強然の醸自さを感じることに︑年齢差はあ

るのは︑とても魅力的なことです︒

りません︒不思議に思うものは︑キ3ロロに

持ち込んで謎を解いてみませんか︒

キ蕊ロηに﹁ハマッテ﹄います

ョロロ周辺は天國のような所です︒私たち夫

菓奈都立趨布小林克彰・麻貴子・諒介

松
叢灘雛設謎滲懇繊蓬懸い

須麟⑱欝雛擦撰灘灘雑獲繕動懸鑛爽叢懸
之毒町が誇懸灘懸

糞思繊懇鞭霧叢鱗 灘獲遜も麟叢援のぽど畿
．馨移裟鑛纐講購嚢鑛懸繋雛・

盤麟 難物
絵叢灘鯵欝灘纏績︑⇔

婦は︑どこか懐かしい松之山の風景や棚田の

逡識鍛霧難織鍵懸鑛癒震の纏．懸醗蒙嚢・

お総叢繊︒

ク繊撚雛鐵灘懸襟叢灘鑛鍵滋．展鷺懸観鐵獲疑

鐙チ縫慕纏灘嶽繧鐵撮懇饗灘磯蜀繊欝滋癬

沢山の鐵淡欝灘懸難懸雛嚢︑嚢⑳叢轍震燃熊

おか礒叢叢麺臨欝灘鞍驚潟議縫羅簸邉轡0
0人近麟懸雛雛雛嬉欝羅蓬懸︑叢鑛縫羅懸懸

これから2歳︑そして3歳と成長を続鍵る棄纂獲鐵雄︑皆様類態あだ織翻欝饗露纒護

内外からの大勢の方々の麦鍵儀漢羅．お藻縫叢叢饗溝諜歳叢逡羅慈滋ε輝懸懸蒙麟難
ジが届きました︒

1周年を迎えて
利幸

越後松之山﹁森の学校恥キa鋤q館畏

松之山麟長佐藤

﹁森の学校蘇キョロロが醐館してお陰様で一
奪が経遍しました．

みなさまのご支援により︑森の水族館・お
もしろボックス・傭報コーナー・松之撫の勲・
櫨物などいろいろな展承が縫々充実してきて

おります︒今葎度からは︑町内や県内の小中
学校の総舎学習支援や繊舎体験での指導も覇
ィ⁝ルドとしてアカシ3ウビンの来る森作り

たに醐媛し︑自然体験・環境学習のためのフ

に勲熱マツテ漏

惣出とギョロロ
わからな憾蝋︑獄響嚢懇懸購灘緋叢

麟るの響す︒そ

鱒繊濾った

圃を復元し︑7月3撫には多くの方々の協力

かなあ篇⁝・

蕊灘登奪もキ3

鰹議鍵総舞塗だか

をいただき灘植えができたところです︒食体

としても︑滋濾懸叢懸簿藻嚢叢轡叢叢︒

鍵磁嚢欝鰹叢重藻鐙灘溝は刷

験工薦では︑松鷺のお母さん方による廻季そ
れぞれ採れたての野菜や由菜などを使った料

宝物が緩蓼鐙懸簸簸欝慧蕎澄灘み億保存さ
懸感溝灘嬢漢鎌︒懲分で見つ

獄灘⑳溝動に参

理や︑錘溝限建でおふくろ館の手打ちそばも

れる恥と顧強叢

﹁拾っ羅羅滋ぽ灘灘購叢

ヤ

お楽しみいただけるようになりました．

を始め︑キョロロ周辺の耕作放棄田に漉と磁

4

町内の児叢も総禽学習で活硝してい蒙す

●お盆（8月12臼〜絡日）と8月2禰・28臼には篠3：30〜15：00までキョロロで自然探検をします。

参加費：大人1，GOO円・小中高600円（友の会会員は半額〉
●8月22日、29田には10二30〜12100まで昆虫採集、窪3：30〜遷5：00に昆虫標本作成をします。

参加費：片方のみでは大人嘆，000円・小中高600円、両方参加で大人1，500円・小中高900円
（友の会会員は単額〉

ご協力ありがとうございました1
r森の学校」キョ1コ1コでは来館巻に松之由の自然に親しんでいただくた

めに、松之釦の様々な生き物を展恭しておりますが、麟属のみなさまか
らカジカやサワガニ、力工ル、タガイ（ド〔⊃ッケェ）など、沢出の生き
物を提供いただきました。ありがとうござい獣した．

・………………・・…一…須・山・

。だ・よ・り

（コナギ・サンシ…ヨウモ・ミズオオバコ・マツモ）

暑くなって水鐙の雑草とりが大変です．手が園らないから農薬を使っ

ている方も多いかもしれません。水田・罵水諮の雑草とひとからげ
にしないでよく観察すると、いろいろな水生植物があるものです。

右の写真はコナギとイボクサです。コナギは吉くからみられ、秋
に紫色の花をつける水繊雑草ですが、万葉の時代には雑草ではなく
野菜として食卓に上っておりました。

これは松之山の水闘なら普通に見られる雑草で、花はミズオオバコ。

葉っぱはサンショウモです。どうしようもない雑草と思う方も多い
と思いますが、実はサンショウモは近年、除草剤などにより減少の

一途をたどっており、環境庁・新潟県では絶滅危惧種（簸類〉に指
定しております。ミズオオバコも地域によっては、ほとんどみるこ
とができなくなりつつあります。

、．＿一一、、＿、＿＿

これはキンギョモとも呼ばれるマツモです。その名の通り松の葉っ
ぱのような形の水草で、金魚と一緒に水槽に入れるとおつなものです。

松之山では水驚や休耕磁で普通に見られますが、県では準絶滅危惧
種に指定されております。
越後松之由r森の学校」キ蓑口環事務局

y3

東頸城郡松之山町大字松矯712−2 丁磁025−595−8311FAX O25−595−8320
ホームページ撤tPl〃撒atsunoya銅侮a、com．／kyoro隠〆

のあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。
「薪潟県梅雨前線豪雨被害義援金」

義援金の名称

義擾金受付iコ座

【金融機剛

●第四銀行白山支店 普通口座1400090
●新潟県信爾農業協岡総含連合会本店 普通口座OOO1899
※口座名義人は全て職本赤牽字祇新潟県支部」となって

おります。

【郵便剛

※通信醐に必ず噺潟県梅雨前線豪雨被害」とご記入ください。

郵便局窓口での振替手数料は無料です。

（町保健センター一内）へお持

瓢継魏騰 −

ちいただければ、こちらで

一抵納入いたします。

9月末日まで

午前5時〜8時まで

︵文責 商橋良一︶

8月285︵土︶

小雨決行︒双眼鏡などあると便利です︒

友達を誘い合って参加してください︒

▼その他

▼場筋バードピア須山︵キョロロ駐牽場集合︶

▼8 時

灘禽灘の建鱗蝶鶏餐

だろうか︒

あの美声を聞かせてくれているの

ったが︑今でも林道沿いの趨漂で

寺高原に出かける機会が少なくな

るミソサザイの姿があった．大厳

構で庵を立てながらさえずってい

死になってその姿を探すと︑木の

えずる長さに驚いた︒⁝体どんな鳥が鳴いているのか必

れている︒初めてこの鳥に出会ったとき︑その声量とさ

闘こえ︑その美しさは噸森のバイオリニスト㎞とも霞わ

ある美声で︑鈴を振るような﹁チリリリリリリ﹂などと

さえずりは小さい体からは想像もつかないほど声量の

入家に迷い込んで来たという話がある︒

家周辺の林でも確認することができる︒春まだ軍いころ︑

出では夏は大厳寺腐療や中原奥の沢沿いなどで︑冬は人

味な色の鳥である︒渓流沿いの湿った場漸を好み︑松之

は全身こげ茶色で灰白色の斑点がある余り臼立たない地

田本では最も小さい鳥のひとつで全長は約Hセンチ︑色

松之山ではミソキツチョとも呼ばれているミソサザイ︒

●﹁ミソサザイ﹄⁝・スズメ臼ミソサザィ科

松之山町野鳥愛護会

聾織霧欝r臨り
毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒轟毒毒毒毒毒嚢轟毒轟毒毒轟毒

y4
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7・恰水害に松之山町からもボランティア出動
ご承知のように︑7月捻日夜から中・下越地域を襲った集中豪雨では︑

大規模な水害が発生し︑死者焉名︑2万徴帯以上が床上・床下浸水︑と
いう大きな被害をもたらしました︒松之山町社会福祉協議会では︑支援

要請に応えるため町内で災害救援ボランティアを募り︑7月綿日に支援
要講のあった中之島町で救援活動を行いました︒被災地を訪れた26名の

ボランティアのみなさんは︑﹁想像していたより被害がひどい︒﹂と︑泥
まみれになりながら被災家屋からの泥や家員の搬出︑泥で埋まった側溝

義援金受付期間

の掃除などを行いました︒ご協力いただいた皆さん︑大変お疲れ様でし
た︒また︑被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます︒

義 旧本赤十字祇新潟県支部」
名

00650−6−1050
郵便振替

纈

幾響

鞭難

磁

このたび新潟県を襲った梅雨前線豪雨の被害に対し、日本

赤十字社で取りまとめを行っておりますヂ災害義援金」のご
案内をさせていただきます。詳総は以下のとおりです。皆様

、

かい

たくみ

と

匠ちゃん（2歳〉

海斗ちゃん（2歳）

灘高縦一期さんの観
（松之山）

小晃幸則・稔子さんの三男
（黒憲・中屋敷）

ボク かいと 、鴛気いっぱいの男の子で〜す。
ヂとお〜（父）」と「かあ〜（鐙）」とヂ2人のお兄

おうちでは、 たく とか たっちゃん って呼
ばれてるんだ。 好きな食べ物は、なんたってお
母さんが作ってくれた「カレーライス」と「ラー
メン」！そして宝ものは、お父さんが買ってくれ
た「ユンボ」と「ブルドーザー」のおもちゃさ！
このあいだ家族で松代の花火を晃て来たよ。な
いしょの話しだけどね、温泉祭りのときは花火が
ちょっと輔かったんだ。でも今◎は、ぜんぜん怖

ちゃん」と「おばあちゃん」、そしてボクの6人家
族だよ。 好きな食べ物は、ド納蔑」と「もち」と
「ニンジン」。だから、ネバリ強くて、肌の色ツヤ

もいいでしょi

宝ものは縫韓と「バイク」の

おもちゃで、お気に入りのモノは、お兄ちゃんた
ちだって勝手には触らせないよ。やっぱヂとお〜」
の子どもだね！ 織意技は、曲に合わせて踊ること。
どお？ボクの踊っている写糞、カッコイイでしょう。
みんなは変な踊りだって蕎うけど、ぽくは叢高に
気分がいいんだ。将来は「歌手」かヂダンサー」

くなかったよ。穴人たちがヂキレイだねi」って言っ

ている感じがだんだん分かってきたね。 好きな
遊びはヂ砂遊び」と「すべり台」．いつも元気に外
で遊ぶけど、オッチョコチiヨイなのがたまに傷。
簿8すり傷が絶えないんだ。でもお母さん心醗し
ないで、すり傷は男の子の勲董っていうからね！

・・かもねi

【お母さんから一欝ユ

元気で思いやりのある子に薄ってほしいと思い

【お母さんから一謝

ます．

元気で、たくましく、患いやりのある子になっ
てほしいです。

麟魏鰯羅羅翻鰯

夏欝趨麟︑暑謹悪食欲が落騒蕎︑夜審滋膨

雛潔癒還嚢藩調揮崩犠蕎蓬融港糟薩︽癒鍛

諜鰹︒室繭蓬総額膨過謬器⑱蕩農︽灘㊨議懲

漏︒霧奪ぽ欝罎︑羅遷懸鰹懸懸鯵額婆鵬夏葡

醤の一種勲ダ⁝癒熱闘咽頭結膜熱謬擦︑塗圏

繭縫諜溌縁縷羅騨隷霧．

翼ー鐵熱ぽ．璽掬越の原國叢麟愚轡綴鐵

叉の鋪蓼︑翼緩銘裳編鐵馨縫謙愚慈㊨饗咳︒麗

雲翻聡の灘麟蕪︒灘難灘灘簿繕縷叢撚翻

謬⁝鐵灘の感染ぽ︑患養蓬漏の膨灘燃睡液︾

の鶴麗懇癒︽慧愚騨が叢奪症戦遜叢．

翻翻類園か緕戴蓼蕉④︑顔菊鯵蓬愚繍凝蓼撚燈蓬棲麟働藝灘

＆膝還聴おき諜婆．翼麟が飛溺誕鑓欝臨然る類飛蒙籔感染駄

葛誘鰺蕊譲の驚︑ダ⁝灘以銚悪毯騒蓼鯵諜薮︒

患着ぽ幼蝿類懲学霊鯵多︽︑乳

幼難廼隊熱難蹴奪醸親んをお蕊籔母

趣慈灘嬢︑濫慧輝懸要饗遂︒普遜

の搏懇麟＄鰯櫨饗熱鰹欝④議竣が︑

該ー鐵熱の場禽隊鱒鷺の熱が4〜

騒翻闘続︽羅叢懇お籔議嚢．

慈灘欝購縷麟︑勃が繍菊髪

洗縢の徹底︑翼ー鐵蔭戴蓼楚後懲

勢類鰯ー巻浴麟黎灘搬蓬禁蕎膨嶽

騨瓶目蓬謙叢洗麟な謹饗欝蓼惹く

凝謹蟹織︒
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8月号の巻

磯

〜必をひとつにみんなでジャンプ！〜

懸が騒ゆと1ぴ置盤

馨

繕驚籍2臼㈱

霧

会場となった騎民体蕎舘では、地域や学校などからエント

畿

緬

リーした20チームの選手が優勝と羅高記録を賭けて次々とジャ

ンプ．声援と拍手そしてため息と、熱い戦いを繰り広げまし

霧

た。どのチームも気持ちは100翻突破のようですが、現実の
壁はあ隷りにも摩く、結果が発表されるたびに笑いと歓声に
つつまれました。主な成績は次のとおりです。
1位 世界の中むで筋肉が畷ぶチー一ム（〔‡〕学生十α）65回

3位

58＠

物．

21立 蕩出チーム（湯山〉

麟し騨界碗で

藤∈3会チーム（藤窟）5窪圏

大櫻チーム （1易しお） 70回

灘灘難鞍

ジャンプ賞（畢選での簸多記録）

蘂頚繍灘蕎灘大塾
繕7月48（B）
快購に恵まれた甲7月48、郡内の蕎鐸たちが一裳に集うスポー

ツの祭典ヂ第49＠藁頚城郡蕎年大会」が、松之由騎で開催され

ー寸のFFl

葎した．会場となった麟民体奮餓まか鱗内スポーッ施設では、

牧村を除く郡内5麟村から選抜された選手たちが．∈3ごろ鍛え
た体力と技を競い合い、巻さあふれる熱戦を繰り広げました。

行政区域再編の勤きから、東頚城郡としては事実上羅後の大
会となる本大会、総合優勝したのは大島村創遊苦楽部。松之由

松糠臨羅．た，

窃蕎年団も男子バレーボールで種目別優勝を禦たすなど善戦し
ました1が、燈しくも準優勝に終わりました。

蓼響懲9墓の衡i踏灯蓬獲逡1ま』しノ滝
雛7月胃28（月）

榮北電力㈱十8題営業所では、蒼轄する地域の皆様に役立ててもらお

うと毒年街路灯の贈呈を続けています。今奪も7月復8に岡麓業解の佐
藤課長が役場を訪れ、20W蛍光灯の街路灯9墓が購長に手渡されました。
これらの街路灯は麟内各醗に設置され、皆様の是下を照らし続けています。

翔鐘蓬が翻鋤ζ銚茎翻
議7月238㈹
明臼から嚢体みという二学期終業式の午後、覇民プールにお
いて麟内小学校児童による親善水泳大会が行われました。梅雨
も明け真夏の太陽か驚り注ぐ絶好の水泳8和の中、子供たちは次々
と水しぶきを」二げ各種目に挑戦しました．9月からの新学期には、

さらにたくましくなった璽っ黒な子供たちに1会えることでしょう。

多6

謬麟醜議饗鍾溜選…攣結禦
鎖驚潟網圏執待
雛此翻代表（属け患順）

松之山窃の開票結果は次のとおり

みどりの盆議

簾新潟銀選挙区（麗け患順）

臼由蔑主党

つかだ一郎（自由饒主党） 734票
こんどう 正

遵（無駈騰）

くわはら

舶代子（8本共産党〉

鐙

なおき（鶴由浅主党）

中

女性党

330票
380票
627票

社盆属主党

維瓢政党・新風

一政党別懲票数のみ表示

葉7票

998票

噸

腰

嚇遜

2。譲

公明党

【主斐票率82。謹4％》

蔑叢党

400票

8本鍵産党

2701票

雛愛票率82．悸5％釜

松還幽擦簿翻蝿が驚適蟹霊鑓一繊
紹7甥ii298体）
璽の交通事故防止運動の一環として、安塚警察署と交通安
全協会による交通安金街頭指導が行われ濠した．松之由保欝
醗のきりん継のみなさん27名は、自分たちで作った交通安盆

の短縄を、通りかかった車／8博台に手渡し、交通安全を騨
びかけました。ドライバーのみなさんも、かわいい子供たち
からのメッセージに笑顔で癒えていました。

轡

難灘獺囎

難癬

懸︑．灘

鱗鰐

礁 ︑﹃灘

鑓権、一

嘱

犠

馨

繋
、舷

謬

塞毎1紗磯塾1灘1
雛．

懸

ン7

禦轍箋．灘難聡

繰

灘

麺︐

懸灘

灘

灘

購

撒

羅
騒

9月10日は下水道の日〜松之幽浄化センターの搬公開〜
美しい自然と暮らしを守るf下水道3について理解を深めていただくた
め、下水道の段に合わせて、町の下水処理場の一一般公騨を行います。この

日間所せ
わ
合
い
期時場問

機会にぜひお患かけください。

8。

の。

9月10田（金〉

午前io時〜午後4時

くし

松之由浄化センター（湯山地内〉

役場建設企業課下水道係まで

新潟県議会からのお知らせ

電話596−2i62

町営住宅湯山団地入居者募集1

知らせする広報紙ヂにいがた県議会だより」

募集戸数 惟帯罵 i戸
入居物件 世帯馬 3DK 木造2階建て

を年4園、新聞折込み等で各世帯へお属け

入居者の資格

しています。お手元に届いていない場合は、

●同居親族があるか、または岡居しようとする親族が

新潟県議会では、議会の審議状涜等をお

査課（電話025−280−5527〉までご連絡

あること

1ののFFー

送付いたしますので、県議会事務局議事調

O現に住宅に園窮していることが明らかなものである
こと

ください。

家

賃

◎家賃1月50，000円

有料道路身体障害者等割引制度
改正に伴う手続きのお知らせ

●敷金：家賃の3ヶ月分（i5万円〉
申込み期限 平成三6年8月31β（火〉

入居者の選考方法

入居資格審査後、申込考が募集戸数を超えた

有料道驚身体障害者等割引制度の改正に

より、今年6月1霞から従来のゼ割引証」
が利罵できなくなっております。

割引証に代わる新たな割引登録手続きが
お済でない方は、速やかに手続きをお願い

場合は、摘選により入居者を決定します。
申込み手続き（闘い含わせ先〉

役場建設企業課（住宅挺当〉まで

電話596−3135

します。

割引登録手続に持参するもの

防災講演会のお知らせ

①手鰻

③運転免許証（障害者ご本人が運転され
る場合〉

④お手持ちの割引証

※ETCご利用の場合は、ETCカード、車

日間場緬題
期時会講演

②登録を希望される自動車検査証（車検証〉

9月3濤（金〉

午後1蒔30分〜（闘場ほ2時30分〉
十饗町市市民会館ホール
防災アドバイザー一

山村武彦先生

ギ大地震、そのときあなたはどうする、どうなる」

載器管理番号等を確認できる書類も必

問い合わせ

要です。

登録手続き（問い合わせ先〉

十覆時地域防火管理者協議会

松之由町保健センター内

事務局十日町地域滴防本部予防課

電話596−3705

0

町保健福祉課

電

話

0257−57−IL557

18

）

海上保安官募集

支援します！中小企業の経営革新1！
〜中小企業経営華新支援法について〜

平成17年4月海上保安大学校（広島県呉市〉入校学盤

受験資格

昭和59年4月2臼以降生れで次に握げるもの
①高等学校を卒業した者及び平成鷲年3月ま
でに商等学校卒業見込みの者

②中等教育学校を卒業した者及び平成17年3
月までに中等教育学校卒業見込みの者

中小企業経営革新支援法は、新たにチャレンジ
する中小企業を支援する法律です。この法律の認
定を受けることで、低利融資や補助金などの多様
な支援策を受けることができます。NICOでは、必
要書類の作成に関してのアドバイスや專門家の派
遣などで、中小企業をサポートします。

③高等專門学校の第3学年の諜程を修了した

認定によるメリット

者及び平成17年3月までに筒等専門学校の
第3学年の諜程を修了する見込みの奢
④大学入学資格検定に合格した者等、人事院が

塗政府系金融機関からの低利融資
癒債務保証割度の拡充

①②に蝿げる者と嗣等の資格があると認め

◎税翻面での優遇措罎

②中小企業経営革新事業費補助金

などの支援策が活爾できるようになります。

るもの。

受付期間

8月26蔭（木〉〜9月7臼（火〉

第肇次試験

10月30欝（土〉、3三臼（臼）の2獲問

第2次試験

12月20日（月〉

※支援策は、認定とは別に各中小企業支援機関
の個別の審査を受ける必要があります。

問い合わせ先

申し込み・問い含わせ

（財）にいがた産業翻造機構

第九管区海上保安本部人事課

創業・経営革新グループ 新事業支援チーム

（フリーダイアル0120−444−576又は025−244−4151まで〉

電話番号025−246−0044

町の観光大使をご紹介します
松之山町では、多くの方から松之山を簿ってい
ただき訪れていただくため、本年度から次の3名
の方に観光大使をお願いしました。
観光大使からは、ご本人の仕事・得意分野・幡広

きのこ料理凝ンクール出農作品募集！
募集作品

県内産きのこを使った料理であり、内

容やネーミングについてアイデアが斬新で、おい
しく、料理がしやすく、栄養バランスのよいもの。

ただし、分量及び経費は、4人分で2，000円以内。

い交友関係などを通じて、松之山を広くピ〜アー

慈募方法

ル（宣伝）していただくことになっています。

（瞬役場にもあります〉に完成贔の写翼を添付し、

O揖本銀行i新潟支店長

田中

洋樹様

O農林中央金庫新潟支店長
大石

正弥様（写真右）

●株式会社吉池会長

高橋

登様

「にいがたきのこ料理コンクール撮案書」

下記の応募先へ提出してください。

応募期闘

平成路年9月3段（金〉必藩

審査方法①書類審萱薄門家により8点を選考
②実演審査：書類選考された8点の応
募者による実演競技

表彰O最優秀賞 三点（全麟大会に推薦〉
●優秀賞

観光大使のみなさん、よろしくお願いします。

●アイデア賞
主

東頚城郡医師会休日当番医のお知らせ
9月5顕（日〉 松之山診療所電話596−2240
9月23日（木・秋分の鋤 松之由診療所
ぎ9

催

2点
2点』『

新潟県・新潟県きのこ滴費拡汰推進脇議会

応募・お問合せ先

〒950−8570（住所は不要です〉
瓢潟県農林水産部食鹸・流通課消費i菰繋錺P、
電話025−285−55ま1（内線2952）』．

山

・

14㈹

N

I璽：5磯離騰瓢1

レンダー

…
2004

…

与

… り
伽嚢婁懸蕪燃＿一

17團

』コIll菌1難肇灘歪響』』rl：ll』」1β韓：』』』1』』』』』i11』』』』i』』

2然灘轟鰍＿一＿＿＿＿．＿＿＿＿
魚無＿＿＿＿＿ 滋難 一一一一＿

撫熊1瓢＿＿。2磁雛籔蝋』』．
一＿＿＿＿＿＿簸乳熟騰1勲烈

11駈．、一＿＿一難＿＿
7樋難霧撃織熱＿ 2蝋』』＿一＿＿一．
：1磁灘蕪ll鞭懸llll簸＿一＿一＿一＿一，

11銭肌＿＿＿＿一一130賄欝纏叢塁ll 灘
★櫛柄碧繋り晴鎚

嚢雛露・縷欝耀譲識露蓼

一・轍麟畿瓢r購難籔騨
20

1㊤OFF

難鱗灘贈顯1細 燃蠕文囎欄懸礁
1Q輿＿＿．＿＿一12マ断
無輿＿＿＿＿＿一簸＿＿。
、＿一＿＿一＿＿291丞灘籔嚢藪磯野111』

お

J謬

欝．．週痂

蕃バ6

．8﹃

饗羅．

鱒難．

︻ゆとり陶芸︼

8月19鶏︵木︶

葛齢者向けの陶芸教室で

す︒

▼田時

ゲ⁝トボールハウ

午後工時30分〜4時

▼会場

スの2踏︵ふれあい交流室︶

オルなど︒

▼持ち物 粘土代実費︑タ

撒灘
猟

9月9β︵木︶

︻町柑巡り︼

▼期日

▼時間 午繭9時30分

休養村センター集含

灘

」

議ンノ

3溺」

▼行き先

激講

松之由購生涯学習だより

び

■■︑︑

溝津峡トンネル飽

灘辮

▼講郎村山悦夫

︻シリ葦ズふるさとめぐり︸

27墾金︶

▼期日 8月23購︵月︶・

松代時・松之山町

▼時闘 午後王時30分

▼場斯

日︵月︶

23

▼内容

戦圏時代の武将﹁上杉謙

信﹂が歩いた︑松代町の松

之由畜道を歩いてみます︒

β︵金︶

犬伏城にも登ります︒

蕃︑長野県へ塩を運んだ

深坂峠へ行ってみます︒ち

27

公昆館B596⁝2265

よつと足をのばして︑野々

海池まで行って︑松之由の

伝説を聞きませんか︒

三縷街道を通り︑猿ケ
墓・新治村・月夜野町方
画の文化財史蹟を探訪し

ます︒

▼期8 8月器段︵水︶

午前8時30分

3︑000円程度

休養村センター集合

▼時 間

▼費用

村撫悦夫︵耗会教膏指導興︶

▼講簸

礒嚇総渤圓僕垂ま罫n》疑s短Σst飯εu無塗v￠rS繊玉斑｝菖鱗鼠禽e」（ヂ音楽妻ま世興の書壽吾だ3〉と述べた．リズム影こ舞を億

機
ー
蓼

騨 ければ絶対にきれいな発音が出る．しかし、どんなに発膏ができるかどうかと関係なく、単語が分か
ヂ
一 らな硝とやり取りは患来ない。今鐡は単語の知識を拡大する方法を伝えよう。
簗鎧
では、霞本語で磁語が分からない時、まず掌を分析するでしょう？例えば、r三角」という雷葉を菟

霧欝鐘餐購懸誘．器，，鷺饗1蕊禦鍵蒙製奮纏窪雰濤灘
いよね。
フフフ、英藷の極秘密なのだけど、字みたいなものがあるよ。爽は爾洋の国々（アメリカを奮んで〉
と羅支酎暫の9一マ帝圏は欝本と巻の癖懸のような関係がある。ラテン講のルーツを少し勉強すれば、
読解力を粥藩にもすることができる。
箭の擁に簾れば「三角3は英誘で「tr撫瑠玉硝だね。震はラテン謙からもらった単語には駐、2、

3達がヂ面，bl，鋤ということになる。ヂt漁n幽」はf翻（三三）肩an醐〈翻〉とい姶成
になる。
アメリカのお金はゴd（磁縦≦と毎e猷達があるでしょう？でも、まドルに侮セントが入っているか
分かる？ではでは、1メートル（rneter〉には珂センチ（cε雛轍nete卸）が入っている？ヂc礁n葛はf翼」
という慧昧だ。

ところ難1糠鮒は聯る此レ覇意味だ．だから、鴨度論は臨em副（肇腋〉暮贈翻

（誹る）の臨εm｝。贈t側ということになる。ねサー一遊ス（鵬e蹴・s）は働た凝ある？

！97罐明媚ア刈力はrblcε撫醸鋤とい螺髄親った講の謎か趣うと・隻鰯鶴よ
り200輔アメリカはイギリスから独立しようと決め湘の認念醗・
ごや、「越後妻姦アートトリエンナーレ賃（AでtsTr滋捻雄謡〉の葱鶴はどう恥う慧味だろう？
ザ識了払・㌃簗ゆパ・ン麓
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いつも涜気：なうさぎ繕

繍
熱

・騰

麹
おめでた（出生）

おくやみ（死亡）
竃（欝ぜん）

．∂．で

に窓1二1にお話ください。

本物ご二：Oモノσ〉

rづしイド」（じf肇やし》」

画⑳琶鯵

連体の心をもとう
創造のカを蕎めよう

1トロFF

1、美しい緑と雪の中で
心豊かな人になろう

i、湧きいづる湯泉σ）ように1

・運

好きなお遊び

町鼠の合霞葉

外で﹁うんてい﹂

わたしたちは松之山町民です。郷土を愛し、
みんなでよりよい彫づくりをしよう。

i、ブナの梢が触れ合うように

葵月さん

（松之山・購営住宅）

︑︸︑

昭瓢53年7月制定

みつき

騨

町民憲章

小堺

維

︑L↓／

（ 〉内は離月との比較

講

！，09i戸（±0）

鑛

講

三，538ノ丈 （十圭）

簸穂

美、464人（一2）

羅簿＾撫熱 ．一蕪雛驚
雛懸髭瞬隻ハ︑♂糟霧魏

（…1）

ずること

湘逡怜蔵総隷瀧淘職薄幾糞慈魯奪丼無鑓赫魯鵡N婚砧 麟昏8蜘︐総笥︑鴇象函︾X働題︐総鋤︐融購

3，002ノ乱

雛⁝轟馨階

7月3i貨現在
総人欝
男
女
世帯数

−好護釜び

＊広報に載せてほしくない方は、構患の時

樋

＊7月囎から7月3縣までの懸出分です．

購響

本（綾屋）

高澤恒子さん 81歳 湯
葛橋審書さん 74歳 中

馨

融嶺沁＼瀬灘韓傭oo遡藁聖叢嶺

團

騰灘

鞭

該当奢なし

⁝⁝麟攣脱購欝ぶ

嚢

翼︾欝﹄

縢

松之宙保奮所

グ5）二）る麟れごひるご2ろ

鞭叢慧鎌簾鍵雄謀鱗鵜．
醒気は疲労のサインです。疲れたと愚ったら、安盒
な場翫で皐めに休憩をとり、気分をリフレッシュしま
1

』

）よつ。

また、運転中の携帯電話

温泉建傭日

櫨セン9避
8目い2・261

翠の湯
憲8・3f

運転中のわき見運転を慎
み、前方をよく見て交通事
故を防止しましょう、

纏。2。9・241 書8。30

7潟中旬の集即豪爾饗轍県内盗大逢な被警を嚇たらも
ました．攣雛松芝出町で馨大きな災轡もなくホッと一蝶心・
と患って晒たら一・転して後帯は購鎌の魏が織i砦・旗不建
癖農猴鞠の破審なεが懸念き雛饗恥ま季．癖は夢異常瓢錬なのでも1よ
う翻。そ雛に移寒も．太醐野獄どう嘘る芝ど郵で壼な硲窃然の猛威の
凄窓厳悉ろむ憲逢．故めて感δさ鱈られ豪す。f災欝些ま忠耽た蟹にやっ
饗叢篇ま蕊よく喬斡ま窟が、r備えあれぽ憂いな鞍」・湧ごろから・鯵
災の慧識幾郵議惹漂め饗おく毎と噂犬劔なこと懸餐臆。 （災晃）

一一看霧繕．懸

撫鞘＼糞戸再建魯漆醜纒覇難

9自

使罵は大変危険です。

町橿祉事業に役立てていただきたいと、町社会
編祉協議会にご寄付をいただきました。誠にあり
がとうございました。

湯本 山岸

金7万円

尚三様

ガン

ル

ぐ欝
趨1『饗臨
翻
トド

》

ア

■〜
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