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⑥1

積

帯数

十日町市地域防災計画

・災害地域の警戒︑被災住民の
財産及び復旧資材等の警戒警
・民心安定のための防犯警備︑

物価取締り︑治安情報の収集
十日町駅

など

・災害時における鉄道による緊
急輸送の確保

十日町電報電話局
・災害時における緊急通話の確
保など

ター含む︶

十日町商工会議所︵給食セン
・災害時における物価安定につ

いての協力︑徹底
・救助用物資︑復旧資材の確保
についての協力︑斡旋
・災害時における炊出し賄い
十日町市農業協同組合

・災害時における緊急物資の調

達及び救助用物資︑資材の確
保斡旋
その他医療機関

する医療の確保

・災害時における負傷者等の医
療救護

その他運輸事業者

・災害時における緊急輸送の確

消防団施設拡充
資金募集

特別興業大相撲
と き 八月六日︵火︶
午前七時開場

日まで

騰塩欝蘇講購
人一回三十円︑高校生二十円︑

所

入場料

場

1般席

A 千円
B 五百円

午後一時≧四時

二百円

食事の献立︵夕食︶

作り方

分舘教室

︵大池︑菅沼︑津

︵軽沢︶

映画と民謡

七月三十日
池︶

題

映画と民謡

夜七時≧九時

今までの六時十日町始発長野

た︒

車がつぎのとおり発表されまし

長鉄局飯山線関係夏の増発列

急行﹁うおの﹂単
独運転

八月六日︑八月二十日

︵幼児．小学生︑中学生︶

十日町家庭教育
学級

秋冬もの婦人カーデー
ガンのかぎ編み

日︵二日目︶

八月三日︵一日目︶︑八月十九

手芸教室

題

七月三十一日

一

七月二十二日 夜七時〜九時
ゆかたに合う軽い帯の

︵二日目︶

手芸教室

材料費

講師県栄養士

七月二十日

料理教室

長︶

栄失︵十日町小学校

小学生．中学生 柄沢

教授︶

講師幼児腿谷村信竹︵新大

三十分

七時三十分〜九時

十日町家庭教育

︑萎藤灘薩撚

養手当︑期末勤勉手当︑寒冷
地手当が該当者に支給されま

ず〇

六︑受験手続
受験申込書︵市役所市長室に

十日町市役所市長室にお申込

あります︶に次の書類を添え
十日町公共職業安定所または

⁝⁝七月十六日

十日町中学校グラソド 皿⁝ 学級

高︑中学生 二百円
小学生
百円

十日町高田郵

便局が開局

市民の皆さんの利便をはかる

書留︑小

業務を開始いたしました︒

ため︑七月一日から十日町病院
前に無集配郵便局が新設され︑

業務は郵便︵切手

包等︶貯金．振替−保険の窓口

事務一切を取扱っており︑また
貯金通帳はどこの郵便局のもの

でも預入︑払戻しが出来ること
になっておりますので利用くだ

さい9

市内︑高田町一︑関口順一郎

さんはこのほど亡父の香典返し
に五万円を消防庁舎増築資金と

して寄付されました．

に寄付されました︒

市内下条中央通り︑山口誠二
さんは父孝一氏の香典返しとし
て︑金五万円也を社会福祉事業
十九人︑中学生以下九千九百二

十五人の計三万二千七百六十七

四︑発表
ω第一次試験については︑昭和
四十三年八月中旬に決定し︑
第二次試験通知を本人に送付
します︒

図第二次試験終了後︑身上調査
の結果に基づいて最終合格者

を決定し︑九月中に発表し︑
市役所前に掲示するほか合格

ω履歴書︵本人の写真貼付︶
㈲身上調書

みください︒

五．合格から採用まで
ω昭和四十四年四月に採用され

⑮最終学校の成績証明書︑並
びに資格を証する書面

七月三十一日まで︑平日は午
前八時三＋分から午後五時ま

昭和四十三年七月幸五日から

七．受付期間

採用されます．ただしタイピ

切替えたほか︑新潟ー長岡間

行きを八月十二日から十五日ま
で五時二十五分越後川口始発に

﹁よねやま﹂併結の急行﹁うお

の点がありましたら市役所市一一．の﹂七月二十日から八月三十日
長室にお問い合せください． 罷まで単独運転としました︒

します．

で︑土曜日は午前八時三十分
から午後零時三十分まで受付

八︑この募集要綱について不明

給されます︒このほか給与支

校卒月額一万八千四百円が支

ストについては昭和四＋三年
九月から採用の予定︒
ω給与については︑初任給が大
学卒月額二万三千九百円 高

で︑合格した者については︑
卒業資格を取得した者に限り

までに卒業見込みの受験資格

勤務することになります︒な
お昭和四十四年三月三十一日

者に通知します︒

給条例に基づき通勤手当︑扶

人でした．

百七十三人︑高校生四千九百六

︐年の入場者は︑大人一万七千八

購保護者のいない小学生以下のこ
どもはお断わりします︒なお昨

おびている人︑伝染病疾患者︑

懸中学生以下＋円ですが︑酒気を

し．筆記試験を行ないます．
国語︑社会︑数学︑作文︒
タイピストについては国語．
社会及び実技とする︒
②第二次試験

第一次合格者に対し︑口述試
験並びに身体検査を行ないま
ω口述試験は主として人物に
っいて面接を行ないます．
＠身体検査は職務遂行に必要

す︒

八月三十一

市営プール開く

・災害時における収容患者に対

保

公共機関相互の連絡を密に

新潟食糧事務所十日町支所

導取締り

防災体制を整える
共機関に対する援助及び総合

防災会議が︑去月市役所で開か
れ＋日町市地域防災計画などに
・災害時における応急食糧の緊

防災行政に万全を期すための

ついて協議が行なわれましたが

調整など

同計画の概要についてお知らせ
します︒

建設省長岡工事々務所十日
町出張所

・災害時における産業安全

急引渡 し ︑ 応 急 米 穀 の 緊 急 売
却及び配給
十日町労働基準監督署

この計画は災害対策基本法に

・信濃川河川改修．維持修繕及

基づいて作られたもので︑本市
において防災上必要な諸政策の
たもので︑これまで人為的な原
び災害復旧などp
十日町 財 務 薯 務 肋

東北電力十日町営業所
・災害時における電力供給の確
保など

日通小千谷支店十日町営業所

十日町運送株式会祉

・災害時における陸路による緊
急輸送の確保
・右に同じ

越後交通皿＋日町営業所
・右に同じ

十日町市職
員募集
一︑募集区分

一名
一名

な建康度を有するかどうか
について検査を行います︒
③身上調査
第一次試験合格者に対して受
験資格の有無申込書記載事項
の真否︑その他について調査
します．

三︑試験期臼
ω第一次試験
昭和四十三年八月十一日︵日︶

十日町市役所
②第二次試験

昭和四十三年八月下旬
詳細は本人に別途通知します

付

基本を過去の経験に照らし定め
因による災害対策については︑
消防法等により一応の防災体制

が整備され︑一貫的な対策がと
・県防災本部との連絡確保
十日町土木事務所
・信濃 川 洪 水 予 報 伝 達

十日町保健所

・国県道の交通確保

ため

られてきましたが︑自然災害の
防災体制を見ると︑市内の公共
機関等相互の連絡が十分でない
・水防警報の伝達及び発令︑解

実施に当り公共機関相互の連

ω災害予防を重点とし︑計画の

県立十日町病院

・災害時における保健︑衛生医
療の確保

及び医療救護

・災害時における医療の確保︑

十日町警察署
・市長にかわる避難のための立
退き指示

ω一般事務職員
大学卒
一名
高校卒
二名

︵調査︑対外折衝等で女子を

高校卒

高校卒

あてるにふさわしくない事務
の補助︶

土木技術

②技術職員

電気技術

ωタイビスト
検定三級合格以上一〜二名
ω応募資格

昭和十九年四月二日以降に生
まれた者で︑学校教育法によ
る大学卒業者及び高等学校卒
業者︵昭和四十四年三丹卒業
見込みの者を含む︶

教養試験を次の科目から出題

寄

備

二︑試験方法
ω第一次試験

置i3i

絡を密にするよう．

ω新潟県地域防災計画及び︑各
関係機関の防災計画に触れな
いよう︒

防災についての各機関の処理

それぞれ配慮してあります︒

すぺき事務または業務の主な内
容はつぎのとおりです．

・避難時の誘導．残留︵孤立︶

者の救出︑負傷者の救護等
・一般車輌の交通禁止．制限等
緊急輸送確保のための交通規

・検門所設置等による交通の指

三四プミ
一

十日町市
・市域内の災害及びその応急対
策の実施
・火災警報の伝達及び発令︑解
除
・指定地方行政機関︑並びに公

投票率八六・二四％
参院選県下で三番目
今回の参議院選挙の投票率は

県下で八○・二五％と前回︵四

五

ズ
二八

かに上回りました︒

ノペ

九

四男九五）；
の

十年七月︶七三・五二％をはる

︶．票

写％9≡工舅

八四

十日町市では八六・二四％で
二十市で三番目という好成績で

した．開票結果はつぎのとおり
︵地方区のみ︶

▽当日有権者三一︑七二〇︵男

夷粂数数塾杢
女三一美髪麦

公告

除

制

％八投無有○投八一
効効三票）四
ゴ率投投八数
＿ 票票 二 七

（住民基本台帳人口）

骨日町市役所
発行所

毎月15日
発行
定価一部5円
（昭和32年6月5日第3種郵便物認可）
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一312

つゆ明けに多い大雨
線が北上するときに︑この前線
上に︑低気圧など擾乱が発生す

また作業のじ
まやにならないよう．こ協力くだ

近よらな い よ う

ですが︑三セ五層の低空を飛ん
でいますので︑一般の見学者は

午前四時ころから八時ころまで

されています︒なお空中散布は

城ケ丘グランド︑作業基地は水
沢小学校及ぴ信濃川堤防が予定

産業巡のものでけい留基地は︑

ことしのヘリコブターは東北

ます︒

カスミンBHCで十アール当り
二㌔4で︑穂首いもちを防除し

布されますが︑使われる農薬は

沢地区︵伊達．黒沢︑土市︶の
三百七†五・七珍にわたって散

散布区域は中条︵下島︶︑水

す︒

一︑二︑三の三日間行なわれま

農薬空中散布がことしも八月

市農薬 空 中 散 布 協 議 会 に ょ る

下︑本町東西一丁日︑本町二丁

▽七月二十五日u本町一丁目上

田町︑駅通り︑旭町︑春日町︑

▽七月二十七日u丸山町︑千代麗

・

気は安定せず︑西日本や日本海
側では集中豪雨が心配されてい

加賀糸屋町

ます︒大雨に関する気象情報や

稲荷町一︑二︑三︑四丁目︑八
幡田町︑嵩︑江道︑猿倉︑津池
軽沢︑菅沼︑大池︑赤倉

はかり

注意報︑警報に注意して対処し

目︑本町三丁目︑宮下東西︑諏
訪町︑神明町︑水野町︑若宮町

▽七月二十六日H袋町東西中︑

学校町︑田川町︑川原町︑田中
町東西︑田中町本通り

集中豪雨に備えて

てください︒

家の周囲の水はけをよくし︑

ん︒申立ての手続ぎについては
検察審査会の事務局︵長岡市神

ノ

ノノノ

ノ

ノ〆

︐

の代へFの・フ以︑か・り納・べ思・れ

タバコは市内で買いましょう
ヶ！パ

る税全．は．1りの喩岨狢︑学校等の

サなにはハされイリおります

ノ︐︐︐ノン︐︐ノ︐ノノノ︐︐︐︐︐︐づ

．誕灘泄鑑ρ
〆

では︑水難防止に万全を期する

︐ノノ︐︐ノノノノ

◆虫ほし

暑さに対抗する体力をささえら

したソーメソとかお茶づけなど
ですませがちですが︑これでは

れません．

上旬はまたつゆがあがりきら

ず︑むし暑かったり︑時には底

いのが食中毒です︒少しくさい

がもったいない⁝⁝といって︑
きのうののこりものの煮物を食

べたり︑くさりやすいおかずを
お弁当にいれたりすることは絶

対にさけましょう︒

病が発生しているそうですが︑
そのうちの半数以上が七〜八月

日本では年間七〜八万人の伝染

食中毒もさることながら︑七
月は伝染病の季節でもあります

目にとりかえること︒これはお

い致しましたが︑今年の夏も早

野菜も魚も肉亟豊富た月です
暑さまけしないためにも変化の

伝染病の伝染経路は野菜︑く

にかかっているそうです︒

︐G

います︒

§

となもかかる例があります︒

けることです︒また単にこども
ぽかりでなく︑五十才以上のお

かれすぎ⁝⁝などに十分気をつ

くわれないようにすること︒炎
天下で帽子もかぶらずに遊ぶつ

こどもがかxり︑たいへん危険
な伝染病です︒予防はまず蚊に

日本脳炎もおもに五〜六才の

必要です．

にできるよう習慣づけることも

う⁝⁝．そ．︶したことが無意識

ら帰ったらよく顔︑手︑足を洗

こと⁝⁝食前の手洗い︑外出か

す︒井戸水はのまない⁝⁝調理
道具は常に熱湯で消毒して使う

うことが肝心で

し放しにして洗

5こと︑しかも
どんどん水を流

は︑神経質ぐら
いによく水で洗

品を食べるとき

ですから生食

はっきりと﹁大便−口﹂として

ということです︒赤痢や疫痢は

触︑水︑器具の順になっている

のがいちばん多く︑患者との接

だものその他の生食品によるも

懸︾灘罐腿醗じ

メ

うので充分注意する．

ある食事を工夫いたしましょう
とくに脂肪 たんばく質と生の

◆栄養︑食中毒

を入れて密封してしまい重す︒

ビニール袋などに防虫︑防湿剤

衣類などは虫ぽしがすんだら

入れておきましょう︒

ら︑二︑三日かけても＋分手を

部というわけにはいきませんか

風を当てたり虫ぽしをしておき
たいものです︒一日で衣類も全

台所の戸棚︑物置き︐書庫︑
本類その他皮革製品なども一度

てください︒

消毒剤をたらし︵薬局でよく相
談すること︶きれいにふきとっ

ようなところは熱いお湯に家具

て風を入れ︑かびがはえている

同時に押入れなどを開け放っ

す︒

合物など︑すっかりとり出し︑
外に干せるものは︑外に家の中
で風を通すものはつなをはって
十分時間なかけて虫ぽしをしま

す．からりとよく晴れた日をえ
らんで冬夜具︑たんすの中の冬

つゆがあけたら早速虫ぽしで

となも同じことです︒

まきを着せましょう︒汗をかい
たら︑ほっておかずに下着を早

この季節でいちばんおそろし

びえのするような日もあります
天候の定まらないとき．かぜを

ものですから︑気をつけましょ

ひいたり︑小さいこどもさんが
げりをおこしやすいものです︒
夏かぜはなかなかなおりにくい

二 三︑四丁目︑七軒町︑本町
四︑五丁目︑西浦町東西︑高田

詐欺 おどし︑交通事故など
犯罪の被害にあって警察や検察

ノノ

過

めて八箇所︶増設︑また警告札

ため︑昨年度末にダム放流警報
用サイレソを五箇所︵既設を含

この施設につきましては

を二十箇所新設致しました︒

柔ノ●

町一︑二︑三丁目関口樋口町

周年を迎えた

から表彰力・受ける優良従挙員︶

で表彰されました○︵高木収入役

去る四日野沢温泉村で市内各
事業所従業員百四＋人が参加し
て開かれ︑睦織物の上村千代松
さんほか四十七人が優良従業員

ミナール

優良従業員ゼ

小さいお子さんは寝るとぎに
必ずハラマキやパジヤマ式のね

西寺町︑泉町︑栄町︑昭和町︸

屋根の点検をする︒

宅地の低㌧ところでは︑あら
かじめ浸水に備えて家財など

は高い場所に移しておく︒

翫宅地内でのガケ崩れのおそれ
がある箇所には︑充分土どめ
をしておく．

4非常の場合に備えて活動しや

すい雨具を準備し電灯︑ロー
ソクなど一定の場所にとりま
とめておく︒

三日

検察審査会

所︑農協等で使用しているは

庁に訴えたが︑検察官がその事

明町九九八ノニ︑新潟地方裁判
所長岡支部構内︶にお間いあわ

こんな場合はご相談を

かり

件を裁判にかけてくれない．ど
うもなっとくできない︒こんな

ノ〆

せください︒

てください

学校︑病院等f使用している
体重計はかならず検査を受け

はかり

・定期検査を受けなくともよい

学校の教材用はかり︑農家の

ノノノ

す︒申立てには費用はいりませ
〆ノづ！ノノづつンづノノノ

供米用試しはかり︑日通︑国
鉄 郵便局等で使用している
ノノノノノノノノノノ1ノノノノノノノ〆ノノノ

守りましょう

子どもを水から

本格的な夏を迎えて︑水泳︑水

！

にご相談ください︒だれでも審
査の申立てをすることができま

不満をもっているかたはいませ
んか︒そういうかたはそのま﹂
泣き寝入りしないで検察審査会

使用しているはかり︑商店︑
露天商︑運送業︑工場︑事業

取引︵売買︶または証明用に

・定期検査を受ける計量器

十日町市体育舘

八月一︑二︑

三百七十外bを空中散布

ことしも︑七月の前半には︑
梅雨前線がやや北上し︑日本を
東西に横断して変勤するため天

降り︑ガケくずれや地すべりな
どによる 災 害 が 発 生 し ま し た ︒

影響で︑ 西 日 本 を 中 心 に 大 雨 が

害がありました︒七月七日から
十日にかけて．梅雨前線と台風
七号くずれの弱い熱帯低気圧の

年七月豪雨﹂があり︑大きな災

ました︒また．昨年は﹁四十二

家屋の浸水や耕地の被害があり

の点検を

七月の気象災害は︑梅雨末期
によくみられる局地的集中豪雨

家のまわ
による災害があります︒

十年七月十五日から十八日の三

も及ぶことがあります︒
この数年の経過として沼和四

西日本に多く発生しますが︑梅
雨末期ともなると北日本にまで

ると．局地的な豪雨をもたらし
ます．梅雨の初期には︑豪雨は

梅雨が明けるのは︑一般に本
州付近を東西に走っている梅雨

前線が︑しだいに北上して︑そ
のあとに北太平洋高気圧の張り
だしによってもたらされるのが
普通です︒ところでこの梅雨前
日間にわたって
秋田県南部から
山形県をへて︑

かけ二百㍉以上

新潟県の中部に
の豪雨がありま

した︒とくに新

㍉に達し︑山

潟県東方の二王
子岳五百四＋三

形県北部の鳥海
山︑黒瀬地方で
七百㍉を越す集

中豪雨がありま
した︒これらの
影響で︑新潟︑

秋田︑山形の各
県および福島県
では︑死者︑行
方不明合わせて
三人︑そのほか

北 陸 地 方 三 カ 月予報︵用端︶

め︑降水量は多めまた日照は多

lI新潟地方気象台発表
全般概況

少少なめの見込みです︒

八月概況

梅雨前線は七月中旬ごろまで
日本付近に停滞する見込みで︑

日︑当所宮中取水ダムより小千
谷に至る信濃川沿岸市町村役場

さい︒

・こどもだけで泳がない︵必ず

・健康を害しているとき︑空腹
時︐食事の直後には泳がない
遊びの時期がやってきました︒
県や︑市町村では﹁子どもを水

警寡︒各小中学校︑その他関係
または上陸することがありまし

はかりの検査

父兄や貢任のある人と同行︶

夏型の天気が多い見込みで

・おぽれかNったら大声で知ら

箇所にバソフレット︵ダム放流
警報施設設置箇所︶を配布して

七月下旬から夏型の天気に向
めにな り そ う で す ︒

ょう︒月の平均気温は高め︑ま
た降水量は臼照は平年並みです

す︒台風は二︑三個本土に接近

から守る運動﹂を推進し︑一般
の関心を高めその普及につとめ

・ボートや小舟は危険をともな

いますが︑九月は気温が時々低

ましょう．

この期間は大雨の降る所があり

はかりの検査を次のとおりお

ていますが︑学按などの指導以
外にこどもが個人で水泳を行な

期退避することにより︑悲しい
水難事故を防止するようご協力

㎜とろえがちで︑とかくサラリと

高温多湿の七月は︑食欲もお

野菜はかかせません︒

せる

ください︒

こないますので︑はかりをお持
ちの方はかならず検査を受けて

しこどもを水のギセイから守り

く5伊
サイレンが鳴つたら
早めに退避
本格的な夏を迎え︑水難の多
い季節となりました︒当発電所

＾6

94

9愈

▲

●●●

翼

をお願い致します︒
︵国鉄信濃川発電所︶

一般の万々への周地徹底をお願

月はじめは暑さの残ることも

九月概況

昭和四十三年七月二十五日〜

・日時

う場合に︑特に事故が起りやす
いもので︑つぎの点に充分注意
ありますが︑その後は北高型の
気圧配置となり︑気温は時々低

・指定区域外の場所で泳がない

水泳の注意

ましょう︒

・場所

七月二十七日︑午前九時塗午
後四時
並みの見込みです︒

モ

20

ー。

2。

り

めとなりましょう︒月の平均気
温は低め︑降水量と日照は平年

死

七月概況

中旬ごろまでつゆ型の気圧配
置が現われ︑前線の活動が活発
となることがあり︑雨量は多い
でしょう︒下旬から夏型の天気

月の平均気温は平年並みか低

に向いましょう︒

一313一

一

須

〆

昭和43年7月15日て月曜日） （昭和32年6月5目第三種郵便物認可）一2一

ち

ま

か
お
と

報
市

141
N

