（住民基本台帳人口）

十日町市役所

積

春の火災予防週間

豪雪対策推進に努力

より使用を開始しているが︑な
お十日町≧六日町間の残工事が

交通機関都市施設の整備へ
特別措置法が制定されてから︑

帯数

とったため地方債計画が最近に

を本年は是非運行させたい．
さて︑昭和四十三年度の予算

を見込んだ︒

億九千三百万円を計上した．ま
た地方交付税は約二億三千万円

新たに予定されている．市税は
前年比約四千六百万円増の約三

一方歳出については︑消費的

億九百万円となった．

計は前年比十五・六％増の十一

千六百万円を見込み︑歳入の合

その他国県補助金︑分担金︑
寄付金︑市債等あわせて四億八

は内外の厳しい経済環箋の中か
ら国家財政が景気抑制の措置を

なく︑極めて低い伸び率に押え
られたこと︐財政内容の硬直化
により地方交付税四五〇億Hが
国に借りられたこと︑並びに住
民税の減税措置により市民税の
増収があまり期待できない等歳

託︑臨時職員の採用等で切り抜

経費を極力抑制し︑人件費等も
施設の増設以外は事務の民間委

十五・六％で前年を三・六％上

その結果︑投資的事業にふり
向けられた予算は総予算額の三

歳出予算の主なるものは

廻った︒

けたい︒

約六億円あり︑県当局では昭和
四十五年度まで
に改良舗装を完

入面が例年になく苦しい反面︑
歳出面においては︑市庁舎の建
設︑給与改訂の平年度化 その
他義務的経費の増大など市財政

成させたい考え
ですので東京へ

の無雪道路も間

もたく実現する

総務費で前年比約一億三千七

明治百年記念植林

いる︒また関越

百万円の増ですが︑継続事業第

ものと期待して
自動車道につい

二年目の市役所庁舎の建設事業
に約一億三千六百万円予算計上

ンターチエソジ
の十日町市附近

二︑都市機能の向上

方税法等が国会で審議中のため
一応現行法を前提に予算計上し

まず歳入については︑目下地

応完成したので念願の環状バス

昨年姿大橋が完成︑十日町市
内の信濃川にかかる長大僑は一

される一方︑たばこ消費税の増
額︑自動車取得税交付金︑交通
安全対策特別交付金等の配分が

その大部分が国の施策に

円の補助金を計上した．

急に要望しているほか︑市独自
として国︑県に該当しない箇所
な事業費百万円を予定し三十万

補助金を増額した︒また本年の
豪雪により各地でなだれが発生
したので国︑県に防止施設を緊

した︒また昨年より実施した小
規模土地基盤整備事業に対する

業を推進するための予算を計上

るほか︑農道その他土地改良事

代化のため吉田山谷地区に第二
次の農業構造改善事業を実施す

農林水産業費は︑農業の近

整備事業

小規模土地基盤

予算を計上した︒

いて予備貯溜槽を建設し︑申入
れを受けたいと八百三十万円の

衛生費は松代町より申入れの
あったし尿処理場の使用につ

かなければならない︒

よる生活保護を主体とする公的
扶助で今後とも経済発展と社会
生活の向上に伴って引上げてい

増で

民生餐は前年比約三百万円の

している︒

した︒また︑少額だが明治百年
の記念植林として五町歩を予定

ては昨年全市を

をしてきたが︑

あげて十日町市
通過のため努力

まず飯山線改善については︑数
年来の要望であった客貨分離と
客車の無煙化が実現したので今

交通機関艶備

に努 力

本町 道 路 改 善 促 進

い．

期待する施策とは程遠いものが
ある︒今後ともこの豪雪を克服
するため真剣に努力していきた

豪雪対策は確かに前進はしてい

第一回定例市議会は去る八日

るが︑われく豪雪地帯住民の

準の向上を図っていきたいo﹄

行列車﹁うおの﹂号一往復増

後は飯山線の長岡駅乗入れ︑急

りたい︒また北越線は︑昨年十

ること等を重点に運動をして参

設置に努力をし

今後とも市民の
ご協力を得てイ

れている機会をとらえ︑あら

来と言われる豪雪と︑全国的降
雪の被害により雪害が再認識さ

し︑約二億円の予算で実測並び

日町〜六日町間の法線も決定

策については順

道路の無雪対

たい︒

ゆる公の席上雪害を訴え︑PR

に土地買収が行なわれた◎本線

発︑川口駅の接続改正︑更に強
力な除雪車を十日町駅に配備す

を圧迫していますが︑健全財政

三︑地域格差の是正

︐︑交通機関の整備

を堅持しながら

民の皆様のご協力により相当効

次前進を見ているが︑沼和四十
二年度に実施した流雪溝は︑流
雪溝運営協議会を中心とする市

道路の国道一一七号線は昭和

地方交付税二億三

した︒

等を重点施策として予算を編成

五．産業の振興

四︑教育施設の充実

四十二年度に改良が終った中

町︑高山地区の消雪パイプ施設
を増設したいと考えている．
また県道の改良舗装は︑地元の
要望が非常に強いのですが十日

移ったとは申しながらまだ予茸
が少ないことから急速に改良舗

たが︑新年度は住民税の減税に

千万円を見込む
装が進むことは望めない．しか
し︑辺地のバス運行を望む声は

町市の県道の本数が多いこと︑
国の道路政策の重点が地方道に

非常に強いので︑今後とも改良
を計上︑昨年より研究中です．
また十日町より東京に直結す
る国道二五三号線は昨年ようや

より．約一千万円の減収が予想

高柳問︑中条〜堀之内間の長大
トソネル︑飯山線北原踏切の立
体交差等の難工事について︑そ

く八箇トソネルが完成し十二月

舗装のため努力をしたい．

れぐ北陸地建において調査費

また国道二五二号線は仙田匙

進する．

までの道路改良響それぐ推

した本町二丁目より四日町地内

区の改良︑更に新規として要望

舗装︑昭和四十二年度に用地先
行した下条下組地区と新光寺地

条︑下条地区並びに馬水地区の

果を発揮した︒本年は更に川
治︑山本地区の流雪溝︑四日

民のご協力を切にお願いする．

どうかにかかっているので︑市

の早期完成の鍵は︑用地の買

に努めた．幸い本年は全国二十
四道府県課長会議が中央各省の

収︑物件の補償が円滑に進むか

昭和三十七年に豪口地帯対策

取っていったと信じる．

害に対する認識を実感として受

察団も当市を訪れ︑それぐ雪

係官参画のもとに十日町市に
開催され︑また参議院調査視

は望めない．まず︑気象的悪条
件の豪雪対策は︑昭和二十年以

本市は︑地理的︑気象的悪条
件を克服しなければ市勢の発展

づくり︑都市環境︑市民生活環
境の整備を進め︑市民の生活水

合計画を基本として産業の基盤

﹃今後の市造りは︑十日町市総

以下はその要旨︒

の施政方針がのぺられました︒

の審議に入りましたが四日目の
十一日は午前十時から村山市長

から開かれ︑二十五日までの十
八日間の日程で昭和四十三年度
予算案を中心とした二十六議案

第 一 回
定例市議会

毎月15日

発行所
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商業の近代化へ

野中各小学校に避地教員住宅を

建設するほか危険校舎の解消と
して下条小学校の改築約三千四

商工費は︑織物産業が企業の

努力により年々着実な発展を遂

校の増築として約四百万円︑南
中学校の整備として三百八十五

った市民スキー場を建設するた
め用地買収費として二百五十万

万円︑その他市民の要望の強か

百万円︑学級増に伴う川治小学

げているが︑企業の近代化︑新
分野への進出︑労彷環境の整備
等それぞれ業界の積極的な開発

意欲を支援していきたい．商業
面においては昨年全市的な商業

円予算化した．その他債務負担

千二百万円を産業育成資金︑設
備改善資金として予算に計上し

を図っていきたい︒金融面につ
いては昭和四十二年度と同額三

施行等に万全を期したい︒

雪災害が大巾に出ることが予想

ぞれ建設する︒

行為としまして︑新座︑川治︑
鐙島各小学校の教員住宅をそれ

た︒また︑観光面については第

歳入歳出予算の合計額は前年比

のあり方を究明するため広域商
業診断を実施したので︑その診
断に伴う商店街形成の強化︑商
店の組織共同化等商業の近代化

二年目を迎えた魚沼スカイライ
ソの新年度事業費三千万円を予

万円の大型予算となった︒

を切にお願い申し上げます︒

㎜

ゆ
㎜
軸

〜

噺

す所存ですので︑各位のご協力

申し上げましたが今後とも財政
運営については細心の注意を払
い効率的な予算執行に努力いた

会計予算の概要についてご説明

以上一般会計予算並びに特別

の健康を守っていきたい︒

ておりますが︑今後もできるだ
け値上げを最小限に押え︑市民

った︒当市の国庫支出金が多い
ため県下二十市中最下位となっ

一万一千余円と約二十％増にな

あたり九千四百余円が新年度約

百万円をそれぞれ見込んだが︑
保険料は昭和四十二年度一世帯

七百万円︑一般会計からの繰入
金三百万円︑国庫補助金は保険
料より約五千万円多い一億三千

一方歳入については︑繰越金

す．

二万五千円余りとなり︑更に新
年度は約三万余円が見込まれま

で︑年々療養費の増大により給
付費の支払が増し︑昭和四十二
年度の療養給付費は一世帯当り

歳出とも約二億二千四百万円

次に特別会計についてまず国
民健康保険特別会計は︑歳入

参りたい．

置が明確になり次第補正をして

定し︑地方財政に対する予算措

会において審議中なので︑十日
町市の予算も今後国家予算が決

今後の財政収支については国
家予算並びに関係法律が現在国

約一億五千万円増の十一億九百

以上昭和四十三年度一般会計

されるので︑災害査定︑工事の

なお本年の豪雪により今後融

定しているがその事業負担金と
して七十七万円を計上した︒

都市計画事業の推進

土木費は︑道路改良費並びに
都市計画事業は県貸付金を大巾

に導入し︑昭和四十二年度に続

いて改良舗装を進め︑また国県
道並びに河川の改修は公共事業

として︑国︑県費により事業を
促進するほか︑災害復旧事業も

早期復旧により民生の安定を図

また本年の豪雪処理のため雪

りたい︒

害対策費を新設して雪の被害に

よる道路修繕︑あるいは敷砂利

等を予算に計上したが︑なお不
足の場合は補正予算で措置した

い．また都市計画については用
途地域︑準防火地域の指定業務

る都市の形態を秩序立て︑経済

を進め︑都市計酊本来の姿であ

効率の高い公害の少ない豊かな
市民生活が営めるような都市づ

くりに湛進したい︒また都市公
園は本町山本の東原一帯を総合

公園として計画するため本年専

公営住宅は．昨年四日町の公営

門家に調査測量を委託したい．

住宅が完了したので︑本年は新
たに敷地を買収し︑今後の公営

消防費は︑防火水槽＋一ヵ所

住宅の建設に備えたい．

れ予算を計上した．

の設置︑小型動力ポンブ七台の
購入︑消火栓の増設等にそれぞ

教育費は︑飛渡第一︑名ケ山

避地教員住宅O建設

304

吹めいについて慎重な検討がな

法．船員保険法︑国家公務員
共済組合法︑私立学校教職員

入していたと同
じように扱い︑
その期間が受給

資格期間をみたすときはその人

開けたといえます．

に年金を支給しようというもの
です．従って﹁通算﹂制度が実
現したことによって多くの人々
が年金の受給権を得られる道が

通知︵小千谷発電所を除く︶

察署︑川西町役場︒新潟気象
台︑国鉄長岡保線区
○ダム及び発電放流の警報及び

警報区域︵宮中から根深と芋

L宮中で放流を開始する場合の
坂間︶

宮中サイレソ︑安養寺〃︑浅

電所除く︶

武︑市村真平︑斉木良平︑村山

知っておきたい﹁河川法﹂

占用

④河川敷地内の工作物の設置

③河川敷地内の砂利採取

明治二十九年に制定された河

して県知事にかわって国が直接

⑤河川敷地内の土地の堀さく盛

川法は︑昭和四十年新河川法と

管理することになりました︒
河川法は河川の氾濫による防

⑥堤内の民地であっても堤防尻

ところ

十日町保健所

いては︑後日開催します．︶

参集者 十日町︑川治︑新座の
食料品販売業者︵他地区につ

轟立雛護学

取りのぞき︑混乱を調整するた

から十メートル以内の区域で

ではなく︑皆さま方がもし許
可申請について疑問などがあ

うとするときなどで︑このよ
うな易官蔚りμ妙文9︐
許可手続きはむづかしいもの

それではどのような場合に河

︵建設省＋日町出張所︶

下さい︒

所︵十日町出張所︶に．こ相談

りましたら︑建設省長岡工事
事務所︑または最寄りの出張

郵政省は七月一日から全国い
っせいに﹁郵便番号制﹂を採用

⁝五ヶタの二種類があり五ケタの
場合は下ニケタを子番号といい

同じ市町村でも配達局が何局

ます︒

⁝号も違ってきますからご注意く

十日町市の郵便番号は︑つぎ

．ださい．

が百五十万円に

簡易保険では契約者一人につ

㎜き加入できる保険金の限度額が

⁝これまで百万円におさえられて
⁝いましたが︑この四月一日から
百五十万円に引き上げられるこ

とになります．
哩 これは最近の国民所得の増加

ル﹂をまきましょう︒

園︑栗園に土をかけ︑﹁ケイカ

タバコ畑︑トマト畑︑ホツブ

て早めに雪を消して下さい︒
◎その他

枝折れ︑株われの被害や︑胴
枯病被害を防ぐため土をまい

◎桑園

す︒

ふかけ流し灌概をして雪を消

キロ︵五袋︶をまく︒

Z﹁ヶイカル﹂は反当り百五十

くo

L土を反当り四百キ・くらいま

0苗代団地

に手当をしましょう．

苗代︑田地︑桑園などは早め

です．

ことしの雪は量も多くしまり
雪︵白くかたい雪︶となってい
るため雪消えが大巾に遅れそう

法案が通過しました︒
︵十日町郵便局︶

障額とはいえなくなってきたた
めで︑昨年の国会でこの加入限
度額を百五＋万円に引き上げる

などの情勢からじゆうぶんな保

物価の上昇︑激増する交通災害

郵便のスピードアップヘ

七月一日から番号制

②畑耕作等の目的で河川敷地の

河川から取水しようとすると
き

川法が必要かといいますと︑
ωかんがい︑養魚などの目的で

めのものです︒

土

食品衛生法施行細則及び食品

災河川の適正利用︑国土保全の

改正説明会

食品衛生法

久次︑山崎量市︑村山次男︑村．
山留吉

河原〃︑小根岸〃︑根深〃
λ流入量の急激な増加で放流量

を増加するとき

のため放流するとき

宮中サイレン︑安養寺〃
3ダムその他工作物の点検整備

つぎのとおり開かれますので︑

ω宮中ダム及び千手発電所関
係

食品販売業者はもれなくご参集

衛生条例の改正に伴う説明会が

宮中サイレソ︑安養寺〃︑浅

とき三月二十一日︵木︶

ください︒

Z千発関係の断水作業の場合の
警報区域︵宮中から魚野川合
流点間︶

河原〃

土地のくっさく︑盛土︑家屋
の新築︑改築または除去しよ

谷発関係の断水作業の場合の

②小千谷発電所関係

流の影響が大きいとき

高田市寺町一丁目十五番地

一︑学校所在地

︵旧金谷中学校あと︶

二︑編入学児童数
昭和四十三年度六十名

昭和四十四年度百二十名

舎生も入学

︵高田七五七三︶

三月三十日まで〃

ζ多5多

国民年金保険料納入は

ださい．

うに就学奨励費を支給する︒
︒内︶九四九〜八六︑水沢地区
︵土市局区内︶九四九電八五
七︑その他
細部については手紙︑または⁝
簡易保険限度額
電話で本校に問い合わせてく⁝

四月上旬に面接して決定する
のとおりです．旧十日町︑川治
願書は本校に申し出る︒面接． 六箇︑四日町︑四日町新田︑尾
⁝崎︑新座︑五軒新田︵十日町局
日︑会場は追って公示する．
六︑必要経費
⁝区内︶は九四八︑旧吉田地区
家庭の経済力によって三段階
︵千手局区内︶は九四八≧O疇
中条 下条地区︵魚沼中条局区
にわけ︑負担のかからないよ

三月未までに願書を提出し︑

五︑入学手続き

成︶

︵寄宿舎の一期工事九月完⁝ かある場合は︑地域によって番

九月二日

るもの︑通学してもよい．
四︑開校予定
五月一日 通学生のみ

知能指数五十〜六十程度の小⁝ することになりました︒
番号は地域によって三ケタ︑
中学生で︑寄宿舎生活のでき⁝

三︑入学資格

ものではなく︑無秩序の使用に
より生ずる社会に及ぽす障害を

目的でつくられました︒河川は
公のものであり︑特定の人が利
益のために特別使用されるべき

警報区域︵小根岸︑根深間か

小根岸サイレン︑根深〃︑芋

午後一時

ら魚野川合流点︶

小根岸サイレソ︑根深〃︑芋
坂〃︑塩殿〃︑小千谷〃
4浅河原調整池サイホγから放

流するとき
浅河原サイレソ

流量が少なく︑ホ位のいちじ
るしい上昇がないと思われる

坂〃︑塩殿〃

5友重からの放流が︑日常の運
転状態と異り多量の放流で下

することができる︒小千谷発

特別弔慰金
五月三十

た．

納者などに表彰状が贈られまし

りです︒

表彰を受けた方々は次のとお
公務傷病により死亡した軍人︑

平︑金沢喜義︑金沢節蔵︑村山

平︑近藤豊．樋口五平︑富井公

風間周作︑阿部獅子松︑福崎良

留五郎︑小川孝平︑風間憲作︑

一︑星名礼二︑波形啓治︑波形

小野塚文作︑根津テイ︑村山進

星名盛策．小川貫一郎
五年表彰︵二十三名︶

十年表彰︵二名︶

0納期前納付︵前納者︶表彰

田政市︑柳幹二︑水落幸一︑生
越伊三郎︑山口徳治

郎︑池田寅吉︑庭野重政︑高橋
藤作︑村山貞次︑酒井栄七︑太

高橋軍之助︑平沢兼吉︑酒井三

五年表彰︵十三名︶

0納税組合長表彰

五日まで市内七ヵ所で開催され
ましたが︑この席上納税組合の
発展に永年尽力された組合長︑
並びに市税の納期内納付たど成
績優良納税組合︑市税の永年前

の合同会議は去る三月一日十日
町商工福祉会舘を皮切りに︑

市政事務嘱託員と納税組合長

市税の優良納税
者などを表彰

三年五月三十一日で時効になり
ますのでお知らせ致します︒

お忘れになりますと昭和四十

所にお間合せ下さい︒

れる方は十日町市社会福祉事務

な遺族の方で受給出来るた思わ

るものであります︒このよう

め特別弔慰金を支給しようとす

ない場合︑その遺族に弔慰のた

四十年四月一日において同一戦
没者について公務扶助料︑遺族
年金等の年金給付を受ける者が

軍傷︑漁軍傷の遺族で既に遺族
弔慰金を受給した老でかつ昭和

の時効は五月三十一日です︒
この法律は大東亜戦争以後の

遺族に対する特別弔慰金請求

日までに請求を

ときは小根岸及び根深を省略

し︑放流を開始するとき︵放

により判断して行なう︒
○吹めいの条件L信濃川が増水

4その他の場合
区域及び通知箇所は︑その時
の信濃川の状況及び発電状況

3。

サイレンなどを壇設
小根岸︑根深など魚野川合流点
された結果．つぎのように決ま

水難事故防止へ
国鉄信濃川発電所︵所長枝 並
まで六ヵ所に新たにサイレソを

○ダム放流の連絡系統︵小千谷

りました．

層四角の注意の﹁立札﹂を二十

宮中ダムー中里村役場
千手発電所ー建設省＋日町出張

発電所を除く︑夜間は宿直に
連絡︑通知は一時間前︶

出し︑さらにこれらのことにつ
いてのPR用印刷物を関係機関
及び学校等に配布するというも

所︑十日町土木事務所︑十日
町市役所︵市長室︶十日町警

罪

ので︑当日の打合せ会は主とし
てダム操作の連絡系統及び警報

ヵ所たてるなど施設整備に乗り

設したほか︑同区間に一・五﹄

重太郎︶では信濃川の融雪増水
時を控え︑水難等危害防止のた
め︑ダム放流の警報施設の充実
をはかる一方︑去る五日には関
係市町村並びに関係機関に対し
て ダ ム 放 流 の 警 報 ︑ 通 知 な どに
ついて了解を求め協力方を依頼
しました︒

同発電所の説明では︑警報施
設は 四 月 一 日 開 始 予 定 で 既 設 の
宮中︑浅河原のほか︑安養寺．

潟
新
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麟
山喜か毒

野
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年という長期間一つの制度に加
入しなければ年金が支給されな

r

●︐・．霧確㌔︐

の資格期間をみたすことができ

う資格期間をみたすことができ
ずに老令になった者は一生年金

通算年金制度

︿ 解 説V

いしくみになっていました︒人

きるような場合
にこれらの期間
を合算すること
をいい︑これに
よう支給される
年金が﹁通算年

国民皆年金はひと口にいえば

金﹂です︒

そこで考えられた制度が通算

が受けられなかったわけです．

制度であります．即ち各公的年
金︵国民年金法︑厚生年金保険

年金制度︶の間を行ったりきた
りしてもその期
間を合算すれば
一つの制度に加

ないとき︑他の制度にいた期間

許構

試
轄

繭

螢

堕
・門

ム一

塾

線

をもし自分の制度に加入してい

一つの年金制度だけでは所定

！・……立札位置

浅必（

例
凡

共済組合法︑公共企業体職員等
共済組合法︑農林漁業団体職員
共済組合法で定められた八つの

◎……サイレン

せん︒そうなると二十五年とい

サイレン

＼

の一生というものは︑たびたび
仕事をかえる場合が少くありま

至東京

たとしたら︑一定の年限︵二十︑

＼

二十五年︶に達し年金が支給で

二漉

﹁すぺての国民が老人になっ た

ときに老令年金を受けられる 状
態﹂のことです︒ところがどの
年金制度でも二十年とか二十五
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