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みの一つ。中でも、自分たちの手で苦労
雪国のこどもたちにとって、鳥追い行：

して作ったかまくらの中で過す楽しさは、

1なるものです。干溝集落では、学年ごと

に大小5つのかまくらを作り、中でタ食

，こ興じながら楽しい一夜を過ごしました。
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園児むて石小正月○習俗

学習

﹁こいから俺が馬の格好をして︑一人ずつ背中に乗して田

かきのマネをしるすけ︑みんなは﹁よしたなー︑よしたな﹂

とでっけ声で言わんだぞ︒そおしると馬が一生懸命働くすけ

南保育所では十三日︑今年も白羽毛の樋口倶吉さんを迎え

な︒﹂

て小正月の習俗を学習しました︒

保育所のホールには高さ二m余りもある作飾り︵ダンゴの

木︹ミズの木︺に米の粉をこねて作った紅白のダンゴをつけ

田かき

を行

たもの︶が立てられ︑その下を︑四ツんばいになって馬の格

好をした樋口さんが園児を背中に乗せて歩き︑

田かきをする馬

を元気

いました︒園児たちは樋口さんが歩くのに合わせて︑﹁よした

なー︑よしたな﹂とかけ声を掛け︑

づけて豊作を祈願しました︒

この行事は本来︑十四日に作飾りを作り︑十五日の朝に作

覇韓︐灘．

飾りの下で田かき︑田の草取り︑種まき︑刈り取りの動作を

するもので︑作飾りに
使われたダンゴの一部

は道楽神焼きに持って

行って燃やし︑十七日

には家族そろって豆落

し︵飾りのダンゴをは

ずす︶をして豊作を祈

願するものです︒しか

し︑今ではあまり行わ

れなくなってきており︑

この珍しい行事に園児

たちは大喜びでした︒

A議員
測量は実施されたのか︒また︑

入るという説明を受けているが︑

れ ︑ 国 の 機 関 な どに向けて意見書を提出しまし た ︒

の抜本的転換を求める﹂発議をはじめ︑十の発議が可決さ

この外︑﹁コメ輸入自由化反対︑国民の主食を守る政策へ

一件が不採択となりました︒

温泉に至る道路はどうなるのか︒

ました︒また︑請願五件︑陳情八件が諮られ︑請願四件︑
陳 情 六 件 が 採 択 され︑それぞれ一件ずつが継続 審 議 ︑ 陳 情

八議案が上程され︑すべての議案が可決・同意・承認され

②清津峡アクセス道については

あったのかと思っている︒

の段階で国に対する働きかけが

県の方から出された金額で︑県

決まった金額だ︒初めのものは

円というのが議会の理解を得て

根拠がなかった︒十七億数千万

ついては先走ったものがあり︑

村長

ックアップについて伺う︒

め︑近代農業に対する指導︑バ

した大型乾燥施設の整備を含

があってしかるべきだ︒三月議
会で行われた施政方針演説で示

足腰の強い農業への強力な指導

や農業立村という姿勢の中で︑

⑥農業に対する基本的な考え方

当間高原リゾートと私どものス

側面からの協力も惜しまない︒

ている︒会社を信頼しているし︑

従っていくより仕方ないと思っ

ついては︑我々は会社の方針に

④清津スキー場の開発の遅延に

ていない︒

きたい︒道路の測量はまだ行っ

の管理道路の二本を利用してい

現道と︑仮に利用している護岸

を整備する︒宮中集落から行く

土地改良区の方針に沿った道路

③宮中島温泉の道路間題だが︑

ない︒

後は︑冬期間の利用も何ら支障

配があるからだ︒トンネル完成

発破をかけると雪崩が起こる心

は︑労働基準局の指示により︑

加し︑総額二億二千百九十四

簡易水道事業特別会計補正予

八十四万二千円となりました︒

千円を追加し︑総額四千四百

会計補正予算

国民健康保険歯科診療所特別

七百五十五万円となりました︒

万一千円を追加し︑総額四千

会計補正予算

国民健康保険倉俣診療所特別

六千円となりました︒

加し︑総額五億六千二十五万

算三百十四万九千円を追

国民健康保険特別会計補正予

十七億千百万円とな軌ました︒

千七百万円を追加t︑総額四

一般会計補正予算

︻予算関係︼

冬期間掘削作業ができないの

開削について︑計画発表時点で

④リゾート先進地の視察を行っ

い場所なので︑拡幅となると地

全力を傾けているが︑極めて狭

キー場はセットになっており︑
同時開発が至上命題だ︒そのよ

をどうするか︒

は予算額十億と︑それから少し

た折︑私ども の 地 域 と 違 っ た 取

域の皆さんの協力を得なければ

万七千円となりました︒

一般質問の外︑条例三議案︑補正予算六議案︑その他十

＝般質問︼

二百三十五

四十六万二

算六百五十万七千円を追

五千八百二十四万四千円

①清津峡歩道トンネル

一億三

経って十二億︑着工段階では十

り組みをしていたのに驚いた︒

うな考えから︑最大の努力を払

平成五年第四回村議会定例会が十二月十六日︑十七日︑

更 が あ っ た と は 思 わ れないが︑

七億にもなった︒大幅な計画変

とりわけ行政 の 取 り 組 み ︑ 参 加

ならない︒

二十二日の三日問開かれました︒

予算額が倍近くに伸びている︒

企業の行政への信頼度という点

①トンネル掘削の予算に

計画がズサンだったのではない

⑤先般︑県内市町村の減反面積

を追加し︑総額七億七千七百

下水道事業特別会計補正予算
度中に法線を決めていきたい︒

が提示された︒幸いにも私ども

九十七万八千円となりました︒

っていく︒

開発について︑真剣に取り組ん

来年︑再来年は物権補償を行い︑

の村は︑前年より三十町歩ほど

清津公園線については︑本年

②清津峡再開発により︑通年観

でほしい︒

地域・関係者の皆さんの理解を

緩和されている︒農業団体と連

においてだ︒村は清津スキー場

光ができて車イスでの観光もで

⑤来年は減反が緩和され︑当村

承りながらやっていく︒

か︒

きる旨の説明が当初なされたが︑

は県下トップクラスの緩和率だ

携をとりながら︑可能な限り復

償等に関する条例の﹇部改正

議会の議員の報酬及び費用弁

き下げられました︒

期末手当の算出乗率が引

分の一︑県が五分の一の補助金

職員の給与に関する条例の幽

いては︑三反歩の場合は国が二

でやっているが︑村では三反歩

部改正

人事院勧告により

未満がほとんどのため︑村単事

田を進めていく︒補助制度につ

︻条例関係︼

トンネル掘削作業は冬期間でぎ

が百％達成できるのか︒過去三

いた減反政策の後であり︑復田

ヘのアクセス道︑清津公園線の

回にわたり︑水田機能維持管理

ということだが︑二十年近く続

改良と合わせて伺いたい︒

に補助金を出せと話してきたが︑

年
通峡
は津
後清
成る
完な
ル詑
ネム目
ン可
トも
道光
歩観

ないということだ︒完成後はど

③宮中島温泉開発予定地の道路

今回の緩和による復田への補助

んな対策をとるのか︒トンネル

改 良 についで︑今年か ら 測 量 に

村 の 水 田 農 業 に 対 する指導だ

業として対処する︒

利用料金については︑処理場を

機関と詰めた話し合いをする︒

源確保にどのような対処をする

て︑地方交付税の総額確保や財

とはできない︒地球上からこれ

るが︑これを一気に解決するこ

総合保養地域における固定資

職員の給与が改定されました︒

産税の不均一課税に関する条

加入率に応じて建設するので︑

③村行政に対する住民の要望は

固定資産評価審査委員の選任

らの紛争がなくなるよう祈る心

利用者に喜ばれる料金設定にで

ているわけだから︑影響は大き

ー川田隆平さん︵田中︶が

のか︒

が︑二反歩でも三反歩でも意欲
ヤ
きると
田要フの

山積している︒おそらく集落陳
情の第一は生活関連道路だと思

い︒このため︑効率的な補助事

選任されました︒

例の一部改正−特例課税の

②平成八年度の加入率二十五

うが︑カ所数はどのくらいか︒

ればならず︑物件費︑経常経費

業ということを念頭に置かなけ

境だ︒

を持っ て 取 り 組 め る 施 策 を 行 う ︒

％︑九年度四 十 五 ％ と 設 定 し て
の予算が必要か︒

また︑実現するにはどのくらい

これらの位置付けを伺う︒

育重視の予算編成を要望するが︑

落陳情や生活関連重視︑福祉教

終了しているので︑今要望が多

良だ︒幹線的な村道はだいたい

③一番要望が多いのは村道の改

なければならない︒

の節減も頭に入れてやっていか

げればならない︒

の対話ということを基調としな

ました︒

田博さん︵田中︶が再任され

教育委員会委員の任命−藤

︻その他︼

きるように農協と検討している
いる︒最終的には百％に限りな

適用期間が延長されました︒

ところだ︒事業主体は農協にな

く近付けたい︒来年早々には下

②村財政は交付税で大幅に賄っ

るので︑行政がバックアップす

水道審議会を設け︑十分審議し

いたが︑来年度からは役場の機

④向こう四年間の政治姿勢と所

いのは﹁こつら下﹂の道路だ︒

今後の運動の展開について伺う︒

受け入れについてのコメントと

︐⑤ウルグアイラウンドの合意案

事情を十分把握した上︑優先順

ると数億円が必要となるので︑

円はかかる︒全部改良するとな

る︒事業費は一路線最低一千万

そういう所が二十四︑五カ所あ

ような政策を遂行していく︒

農家が安心して仕事に励まれる

は対策をとらなければならない︒

とだ︒しかし︑こうなった以上

⑤米の自由化は承服できないこ

今まではハード面に重点を置

大 規 模農家を育成する と う た っ

構改革を行い︑ソフト面にも重

信を伺う︒

大型乾燥機の間題は︑導入で

ることに力は階しまない︒
B議員 米の一部輸入自由化が
てもらう︒

ている︒これでは村の農業は破

点を置いて加入率を上げるよう
D議員 ①冷戦終結論は誤りで

私はちょうど一年前に復田対

新農業政策では︑十〜二十㎞の

壊されてしまう︒農業の展望に
努力する︒

村長

はないか︒﹁冷戦は終わった︑保

策について取り上げ︑村単独で

位を決めて行っていく︒

来年度の予算編成に当り︑集

行われ︑農林水産省が発表した

ついて村長の見解を伺う︒

われたことは︑大変遺憾なこと

革の対立はなくなった︑対立か

やりたいとの答弁だったが︑そ

いよう︑救済に全力を傾ける︒

の皆さんが生産意欲をなくさな

②税収不足が叫ばれる中︑大蔵

の村長の見解を伺う︒

するものだ︒ 冷 戦 終 結 に つ い て

減反緩和ということだが︑復

か︒

て︑転作の実績はどうだったの

の実績はどうなっているか︒ま
た︑今年の転作目標面積に対し

となる︒来年は総合計画策定年

を十分配慮した予算付けが必要

保育園の間題等︑皆さんの要望

ない仕事もある︒医療︑福祉︑

更に村としてやらなければなら

村民の要望事項は山ほどあり︑

ことを理解してほしい︒

うことは大変むずかしいという

嘆かわしいことだが︑復田とい

の復田率はゼロに等しかった︒

いくことに変わりはない︒昨年

が︑復田を行える施策を進めて

米の一部輸入自由化が行

だ︒先般︑国会議員の皆さんに

るが︑これは 悪 政 を 国 民 に 強 要

ら対話の時代だ﹂と言われてい

C議員 ① 下 水 道 加 入 者 の 負 担

省は地方交付税の法定加算︑特

田の対策とコメ輸入という中で

減反緩和に伴う復田対策だ

自由化反対を強く陳情したとこ

金・利用料はどうなるのか︒

別加算を見送る方針であると言

の方針について答弁願う︒

画的に配置していく︒

は百八・三％︑面積で十町歩く

れるので︑超過分も作付けでき

平成6年1月25日

広報なかさとお知らせ版

ろだ︒こうなった以上は︑農家

尼②加入率促進は緊急の課題だ

われ︑更に︑地方交付税の特例

村長

転作目標面積に対する達成率

が ︑ ど う い う 施 策 を考えている

減額の方向に動いていると伝え

らねばならないので︑公正な村

るならば約四十㎞が作付けでき

らいだ︒来年は約三十㎞緩和さ

政ということを念頭に置く︒更

ることになる︒

④村民の要望に従った村政であ

度でもあり︑これらの事業を計

のか︒

られている︒また︑巨額の財源

の構図が大きく崩れたというこ
とで︑冷戦の終結が言われてい
るものと理解している︒地域間︑

に︑村政を進めていく上で村民

①現段階では︑東西対立

村長

不足を歳出削減と共に︑補助金
の一般財源化を推し進めようと

民族間の小規模な紛争はまだあ

①下水道審議会で論議を

重ねていかなければならない問
題だ︒国の基準では工事費の五

している︒

このような厳しい局面に当っ

〜六％というのが負担金の目安

となっており︑来年早々︑金融

、

お間い合わせは総合センター（公民館）・・価3−2493へどうぞ

役場一…一一・・…・…盈63−3111㈹
老人福祉センター・……・・盈63−2520

会全体の課題となっています︒

そんな中で︑これまでの児

村・県民税︑所得税の

会︵六花園・堀之内工芸︶の

社会福祉法人魚沼更生福祉

る人材として︑平成6年1月

る児童や家庭の福祉を推進す

し︑子育て相談等地域におけ

平成六年度の村・県民税の申告と所得税の確定申告の受け付けが︑二月十六日

申告はお早めに！

職員を次のとおり募集します︒

1日から︑主任児童委員が設

から始まります︒申告期限はともに三月十五目です︒毎年︑期限間近になります

童委員の活動をバックアップ

採用予定職種及び人員
置されました︒村の主任児童

調理員

−名

指導員 男子・女子各1名
委員には︑上山の江ロツヤさ

日をご利用ください︒

﹁学生であった﹂﹁夫の単身赴任で仕

送りで生活していた﹂﹁無職﹂﹁病気﹂

あなたは￥﹁だれかに扶養されていた﹂

などに該当しますか︒

あなたは︑平成5年1

か︒

はい

不動産などの収

原稿料￥報酬￥

のほかに︑配当︑

りません︒

る必要はあ

村・県民税
の申告をす

あなたは￥

いいえ

か︒

入がありました

あたなは．会社
から受ける給与

はい

いいえ

現在勤務先の給与から

サラリーマンの万は￥

は⁝勲

い．

でに収入がありました

目1日から12月31日ま

あなたの申告は

と大変混雑しますので︑早めに申告してください︒なお︑できるだけ別表の相談

お子さんの問題や児童の健

村・慕最税
個人の住民税︵村・県民税︶

は︑住民にとって身近な行政

費用を︑それぞれの負担能力
に応じて分担し合うという性

格の税金です︒そのため︑所
得税よりも納める方の範囲は
広く︑税率は低く定められて
います︒

申告をしなけれぱ

︿スタート﹀

んが委嘱されています︒

1名

全育成活動などについて︑身

臨時指導員 男子・女子各
4月1日

近な児童委員や主任児童委員

採用予定目
応募資格
に気軽にご相談ください︒

係へ．﹃

お問い合わせは住民課福祉

ω昭和 4 3 年 4 月 2 日 以 降 に 生

まれた方で︑学校教育法に
よる高等学校以上を卒業し
た方

の精神薄弱者等障害者の指導

十日町地区雇用協議会で

求人羅婁盤か

申し込み 1月3
1日までに︑

は︑次のとおり企業ガイドブ

に熱意のある方

履歴書1通︵市販用紙︑写真

ックを作成します︒

新規学卒者や∪ターン希望

添付︶を六花園庶務課まで提
出 し てください︒

ならない万

はありません︶が差し

村・県民税︵所得税で

者の採用を検討している事業

六花園庶務課

平成六年一月一日現在中里

問い合わせ

村に住んでいて︑平成五年中

所は︑是非掲載をお申し込み
ください︒

北魚沼郡堀之内町大字堀之内

2−97智0257914

ートアルバイト含む︶
の万は︑いいえに進ん

※サラリーマン以外︵パ

引かれていますか︒

に所得があった方は︑申告が

れる方には︑今月中旬過ぎに

必要です︒所得があると思わ

15︑000円

でください︒

2︑000部

規格B5判1事業所2頁
作成部数

−3980番

作成費用

申告書をお届けしてあります
ので︑期限までに申告してく

2月4日㈹

十日町市下川原

ださい︒なお︑申告書には捺

いいえ

申し込み期限

申し込み先
町43

印をお願いします︒

出生率の継続的な低下など
に伴い﹁健やかに子どもを生

学卒係 暦5
7−2407

はい

十日町公共職業安定所

み育てる環境づくり﹂が︑社

一

4

住所︑氏名を記入し︑捺印の

控除・扶養控除などの

あなたの平成5年中の
合計所得金額が︑墓礎

ますか︒

額が20万円を超えてい

給与以外の所得のムロ計

なお︑次に該当する方は︑

うえ提出してください︒

えていますか︒

所得控除のムロ計額を超

30分より

定員
①給与所得のみの方

9：00〜16：00

3月11日樹

役場（全集落）

9：00〜16：00

役場（全集落）

9：00〜16：00

100人

役場（全集落）

場所十日町市﹁クロスー0﹂

受講料 2000円︵十日町

②公的年金等の所得だけの方

年金受給者あ
所得税の確定申告書の作成
労働基準協会員1000円︶

え

3月9日㈱

皆きんへ

指導会を次により開催します

③所得税の確定申告書を提出

はい

︵テキスト代等︶

はい

ので︑是非ご出席ください︒

13：30〜16：00

した方

小出生活改善センター

申込先 十日町労働基準協会

9：30〜11：30

指導会においでになる際に

ります︒申告期限内に申告を済ませましょう︒

あなたは￥税務署に確定申告をする必要があ

東田尻集落開発センター

④所得がない方

13：30〜16：00

︵十日町市本町3丁目︶

清田山集会センター

は︑次のものを必ずご持参く

9：30〜11：30

7f5111

田代生活改善センター

暦5

13：30〜15：00

ださい︒

倉下克雪センター

FAX5
2−6044

13：30〜16：00

①年金の源泉徴収票

9：00〜16：00

税務課︵内線梱︶

あなたは￥中里村に村・県民税の申告をする必要があります︒
申告期限内に申告を済ませましょう︒申告書の送付されていな

市之越農作業準備休養施設

所得税は︑あなた自身が所

2月25日働 役場（罫媚炎鑓）

②年金以外の収入がある方は︑

9：00〜16：00

い万は￥税務課に用意してあります︒

9：00〜11：00

得を計算して申告する制度を

2月24日㈱ 倉俣集落開発センター

．利用しませんか
国φ教育纏⊃し

9：30〜16：00

その所得金額の分かる書類

高道山集落開発センター

とっています︒三月十五日ま

2月23日㈱ 役場（主に営業と譲渡所得）

③保険料控除証明書など控除

9：00〜11：00

でに申告を済ませてください︒

2月22日㈹ 重地構造改善センター

※営業又は土地︑建物の譲渡所得がある人は2月23日においでください︒

※2月8日は給与と年金所得受給者の相談日です︒

9：00〜16：00

国民金融公庫が取り扱う
﹁国の教育ローン﹂は︑低利

いいえ

2月18日働 堀之内集落開発センター

額の分かる書類
④印鑑

でしかも手続き簡単です︒

高等学校・高等専門学校・

または本人

入学・在学される方の保護者

︹利用できる万︺次の学校に

⑤計算器具︑筆記具

⑥預 金 の 口 座 番 号 の 分 か る 書
類

から午後1時30分

短期大学・大学・大学院・

専修学校・各種学校など
︹融資金額︺学生・生徒1人
につき150万円以内

︹返済期間︺8年以内

9：00〜16：00

3月1日㈹ 役場（籍鹸騙儲り山・）

日時2月8日㈹午前10時

場 所中里村役場

改正労働基準法φ
説明会慧開催
来たる4月−日より︑労働

︹利率︺年4・6％︵12月1

10：00〜11：30

3月14日侭）

時間を主体に労働基準法︵政

土倉分校

3月8日㈹

平成6年1月25日

広報なかさとお知らせ版

いい

9：00〜16：00

3月4日働

日現在︶

3月3日休）

役場（上山、田中、山崎、荒屋）

3月2日休）

省令 を 含 む ︶ が 改 正 さ れ ま す ︒

含まれます︶

︹据置期間︺在学期間以内︒

の説明会を開催しますので︑

︹申し込み窓ロ︺銀行︑信用

十日町労働基準監督署で

労務に携わる方等の参加をお

組合︑労働金庫︑農協で取り

ただし最長4年︵返済期間に

願いします．

扱っています．

2月28日（月）

鱗
9：00〜11：30

宮中集落開発センター
2月17日休）

9：00〜16二〇〇

2月8日㈹ 役場（主に給与と年金、医療）．

間
時

場
会
日
期

は︑次により改正労働基準法

目時2月10日㈲午後1時

村・県民税、所得税相談日程

蹴
鳶鱒

野鄭峨

1目25日〜2目12目

暮らしのカレンダー

⑭㊥山・医院禅講

25㈹

②上村病院響粥

26㈱

⑳庭野医院響謝、

27㈲
28働

心配ごと相談
行政相談

合老人福祉センター

合老人福祉センター

（D13二30〜16：00

（D13：30〜16：00

29ω
30（日）

目時2月12日（土）
親子スキー教室

合上越国際清津スキー場

（Dg：30〜！5：30

集合午後1時総合センター
解散午後4時総合センター
場

所上越国際清津スキー場

募集50人（先着順）

31（月）

申し込み

送迎バス対応

1㈹

4轡

村内小学校親善スキー大会

心配ごと相談

倉中里中学校

合老人福祉センター

（D13：30〜16：00

日集解場

2㈱
3㈲

2月7日（月）

時2月13日（日）

合

午前9時

清津スキー場

散午後2時清津スキー場
所上越国際清津スキー場

持参品昼食
申し込み

5ω

※参加する方は、公民館から無料駐車
券を受取ってください。

6（日）

7（月）

2月7日（月）

第5回なかさと交流会（9日まで）

8㈹

9㈱

10㈲
11働

建国記念の日

12ω

ポールスキー教室
倉上越国際清津スキー場 （D13：00総合センター集合
※変更する場合があります。こ用の際は確認をお願いします。

今月の納税と振替日
■村県民税

（1月31日）

闘国民健康保険税

（1月31日）

■国民年金保険料

（1月25日）

■保育料

（1月31日）

■水道料

（1月31日）

6

