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７月 日、田上夏まつりが開
催されました。（表紙写真）

ろを見つけるとすぐに駆け寄り

く回り、ゴミが落ちているとこ

れど、
みんなが参加することで、

「ひとりが行うことは小さいけ

ンティアに参加した児童からは

の感想が聞かれました。児童た

拾っていました。また、ゴミ箱

活動を終えた児童にインタビ

ちにとって、貴重な社会体験が

大きなことができると分かりま

ューすると「普段からボランテ

できたのではないでしょうか。

では、分別されていないゴミを

ィアを行っています。一つひと

今回、ボランティアのみなさ

した。今後も似たようなことが

つのことは小さなことだけど、

んが活動してくれたおかげで、

丁寧に仕分けするなど一生懸命

いいことをするとそれが自分に

来場者は気持ちよく会場で過ご

あれば参加したいです。」など

返ってくると思うので毎日意識

せたかと思います。参加した児

活動していました。

また、小学生のキャリア教育

しています。今回も夏まつりに

童のみなさんお疲れさまでし

真夏の祭典が盛大に開催されました
のつかみ取りや団九郎伝説綱引

の一環で、小学生ボランティア

参加する人が気持ちよく過ごせ

た。

～会場整備に小学生ボランティアが初参加～
き大会、田上レンジャーと朝ご

を募集したところ、田上小学校

るといいなと思って参加しまし

（アイドル）ミニライブなどが

季さんや初参加のＡ―ｇａｉｎ

屋台の販売のお手伝いを行いま

容は、会場の整備やゴミ拾い、

が参加してくれました。活動内

た。」という声や、初めてボラ

名、羽生田小学校 名の児童

午前中は少し雨が心配される 飯マーチを踊ったり、田上町出
時に開会式が行われ、 身 シ ン ガ ー ソ ン グ ラ イ タ ー 真

中、午前
るころには晴れ間も見えはじ

行われ、大勢の来場者が夜まで

した。児童たちは会場をくまな

あんどん

時からの子どもみこしが始ま

め、町内の夏の風物詩がスター

イベントを楽しみました。
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トしました。町内の竹を使った
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行灯づくり教室を行ったり、魚

売店販売のお手伝い

0回
27

ユニフォームを着けて活動開始

会場に落ちているゴミを回収
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田上町食育推進

ワーキング会議委員募集

申込・問い合わせ：役場保健福祉課保健係 57-6112 FAX57-3111
メールアドレス t1121@town.tagami.niigata.jp
3

●

広報 たがみまち 「

」 8月号

田上町青少年健全育成
田上町青少年健全育成
田上町青少年健全育成
総合対策の取り組みを紹介
総合対策の取り組みを紹介
総合対策の取り組みを紹介
町では青少年問題協議会を開き、各学校や警察署から協力をいただきながら子どもたちの夏休みの過
ごし方などについて意見交換をしています。青少年の健全な育成を図るため、今年は次のことに取り組
んでいますので、以下に紹介します。

1．田上の12か年教育の推進
幼・小・中と連携しながら「田上の12か年教育」を進めるとともに、ＰＴＡ・地域・産業界等で組織
する「田上町キャリア教育推進協議会」を開催し、子どもの発達段階に応じた取り組みを進めること
で、確かな学力・豊かな人間性・健康・体力の養成を図り、自立への基礎をつちかいます。

２．健全な家庭づくりの推進と子育て支援
◎
「家庭の日」
の推進
護摩堂山早朝ハイキングを実施しています。（４～10月の第３日曜日）
◎子どもゆうゆう教室の開催（月１回）
レクリエーション、自然体験、創作活動、ボランティア等を通じて仲間づくりと生きる力を育み
ます。
◎家庭教育セミナーの開催
子どもの心理や心身の成長にあたっての親の関わり方や果たすべき役割などについて学ぶ機会を
提供しています。
◎心身障がい児への療育相談、指導
就学前の児童と保護者で、心身の発育発達に不安を持つ方を対象に相談業務や療育指導（ひまわ
りの会）を実施しています。
◎我が家の約束「標語づくり」
家庭のきずな、ルールといった基本的な生活習慣を親子で話し合い、標語に表し実践することで、
明るい家庭づくりを推進しています。
◎
「ノーテレビ・ノーゲームデー」
の実施
家族の団らんやコミュニケーションの時間を作ることを目的とし、田上町ＰＴＡ連絡協議会が中
心となり、園児と小・中学生のいる家庭を対象に実施しています。

３．青少年の社会参加活動促進及び地域における青少年育成への支援
◎板橋区成増地区・田上町児童交流会（８月22日～24日）
スポーツ・レクリェーションを通じて、相互の地域理解と友情を深めることを目的に田上町を会
場に交流会が行われ、田上ベースボールクラブ（スポーツ少年団）が参加します。
◎社会参加活動の促進
青少年の主体性、協調性を育てることを目的に、国立妙高青少年自然の家において夏休み期間中
（８月１日～２日）、研修会を実施します。
◎スポーツ活動の支援
スポーツ活動は健全な心と体を育てるため重要な役割を果たしており、今後ともスポーツ少年団
などを支援していきます。
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◎
「わたしの主張

三条地域地区大会」
の開催

三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村の中学生が日頃考えている意見を発表する機会を提供し、
青少年の健全育成に対する理解を深めることを目的として、三条地域振興局との共催により８月
19日、三条市総合福祉センターで開催されます。
◎体験活動支援センターの活用促進
平成16年度より、青少年の体験活動支援や家庭教育充実のために町公民館内に「体験活動支援セ
ンター」を設置しています。このセンターは、体験活動や奉仕活動に関する相談や情報収集・情
報発信などを行っています。児童生徒の体験活動に役立つ情報提供・コーディネートができるよ
う心がけ、多くの方からご利用いただけるよう啓発活動なども行っていきます。
◎各地区の生涯学習活動への支援（地区公民館活動補助）
各地区で行っている生涯学習活動により多くの青少年が参加し、明るい地域づくりの推進が図れ
るよう、活動費の一部を補助しています。

４．いじめ、不登校、暴力行為、子どもの安全確保等への総合的な取り組みの推進
◎児童・生徒への心のケア
学校生活に適応できない児童・生徒に対し、集団生活への適応指導やカウンセリング等を計画的
に実施することで、自立や集団生活への適応を促します。また、不登校児童生徒の訪問指導も実
施しています。県では、「深めよう“絆”県民運動」を展開していますが、町としても「深めよ
う絆強化月間」として各学校において、ふれあい集会、あいさつ強調月間、規律強化週間を展開
し、中学校区で「いじめ見逃しゼロスクール集会」（11月４日）を開催します。
◎幼児・児童・生徒への安全確保
各地域の連携、協力による防犯パトロールなどにより登下校時の安全確保に努める。
◎不審者情報の提供
加茂・田上学警連との連携により、地区内をはじめとした不審者発生事案情報を直ちに各学校、
幼児園等に提供し、安全指導の強化と徹底を図っています。また、これらの情報は携帯電話のメ
ール送信サービスで希望者へ情報提供しています。

５．相談体制の充実
竹の友幼児園内の「子育て支援センター」において、子育て相談所を開設しています。

６．有害図書の浄化活動及び青少年の非行等問題行動への対応の推進
◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間（７月）
青少年を取り巻く社会環境実態調査を実施しました。
◎社会を明るくする運動（７月「強調月間」）
すべての国民が犯罪や非行の防止、罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立
場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築く全国的な運動です。10月３日には、社会を
明るくする運動田上町実行委員会、田上町ＰＴＡ連絡協議会、田上中学校ＰＴＡ厚生部の主催で、
フリーアナウンサーの伊勢みずほさんを講師に招き、「動物たちから教えられる命の尊さ」と題
した講演会を開催します。

問い合わせ：町教育委員会生涯学習係
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57-3114（田上町公民館）

土砂災害から身を守るには、
日頃の備えと早めの避難が必要です!
土砂災害は、大きな破壊力で一気に襲ってくるため、人命に関わるとても恐ろしい災害です。万が一の際
に命を守るため、どのような行動を取ればよいかをお知らせします。

◆土砂災害から身を守るためのポイント
あなたの住んでいる場所が、安全な場所か
確認してください！
がけ下や渓流沿いなど土砂災害のおそれのある地域は、
「土
砂災害警戒区域」として県が指定します。
町では、土砂災害警戒区域の指定箇所がある「川之下」、
「上野」、「山田」、「中店」、「湯川」、「川船河」、「清水
沢」、「羽生田」、「下吉田」にお住いの方へ、災害危険個所を
記載した「土砂災害ハザードマップ」を配布しますので、現在お住いの場所が安全な地域かどうか確認して
ください。
※「土砂災害ハザードマップ」は、10月を目途に配布します。（川船河、清水沢、羽生田、下吉田地区は、
既に配布しています。
土砂災害警戒区域は、県のホームページなどでも確認することができます。
（新潟県土砂災害警戒区域等の指定状況：http://www.sabou-niigata.jp/dosyahou/index.php）

防災情報に注意しましょう！
大雨により土砂災害の発生が予測されるときには「大雨警報（土砂災害）」が発表され、さらに危険度が
高まったときには「土砂災害警戒情報」が発表されます。
雨が降り出したら、テレビ・ラジオ、気象庁ホームページ、県ホームページなどにより、これらの防災情
報の収集に努めましょう。
町では、土砂災害警戒情報が発表されるなど、土砂災害発生の危険度が高いと判断される場合には「緊急
速報メール」、「メール配信サービス」等により避難勧告などの防災情報を提供します。

危険を感じたら早めに自主避難しましょう！
がけ下や渓流沿いなどに住んでいる方は、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報が発表された時には、
隣近所に声をかけ、早めに近くの安全な場所に避難しましょう。
また、すぐに避難できるよう事前に非常用の持出品（食料、医薬品、衣類など）を準備しておきましょう。
町が土砂災害による避難勧告等を発令する際には、総合保健福祉センター（役場となり）に避難所を開設
する予定です。（災害の状況により避難所は変更する場合があります。）
避難先は必ずしも町が開設した避難所である必要はありません。親戚宅、知人宅、地区公民館なども避難
先の選択肢として考えられます。

自主防災活動に参加しましょう！
いざという時にスムーズに避難するためには、避難行動や安否確認などの
訓練が必要です。
現在、各地域で自主防災組織が結成されています。地域の自主防災組織の
活動に積極的に参加しましょう。

問い合わせ：役場総務課庶務防災係

57-6222
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任期満了に伴う田上町農

業委員会委員一般選挙が、

７月１日に告示され、立候

補者数が定数と同じだった

ため無投票当選が決まりま

した。

また、農業団体等の推薦

14

による選任委員４名も決ま

21

り、合計 名の農業委員が

７月 日付けで就任しまし

た。

なお、７月 日に第１回

の総会が開かれ、会長は入

倉一夫さん、会長代理は小

林俊一さんに決まりました。

委員の方は次のとおりで

す。（敬称略。※は担当地

区。）

20

新しい

農業委員のご紹介

新しい委員 名が決定。
委員のみなさんをご紹介します。
３年間よろしくお願いします。

第1回農業委員会総会の様子

１４

選
挙
委
員

藤

田

富士男

※後藤・曽根・下横場

田

中

弘

司

※坂田・上吉田・川船河

諸

橋

春

雄

※上横場

五百川

吉

澤

勝

眞

※清水沢・羽生田・下吉田
青海

眞佐子

※原ヶ崎

乾

道

子

※本田上・川之下

会長代理 小林 俊一
会長 入倉 一夫
※川前・保明嶋・下中村
※中店・中店嶋・湯川
上中村・四ツ合・千苅
石田

田

巻

俊

也

※本田上・川之下

小

柳

弘

※上野・山田

選
任
委

松

原

忠

弘

※川前・保明嶋・下中村
上中村・四ツ合・千苅
石田
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JAにいがた南蒲推薦

須

佐

剛

※後藤・曽根・下横場

田上町議会推薦

笠

原

幸

子

※川前・保明嶋・下中村
上中村・四ツ合・千苅
石田

田上郷土地改良区推薦

五

幣

巖

※清水沢・羽生田・下吉田
青海

員

中越農業共済組合推薦

靴を上手にそろえましょう
７月９日、田上あじさいロータリークラブが、竹の
友幼児園と田上いずみルーテル幼稚園へ「お靴のベッ
ド」を寄贈されました。「お靴のベッド」は、足型が
描かれたマットで、幼児期から靴をそろえる習慣が自
然と身につくものです。
各園で、園児の教育のため活用されます。ご寄附い
ただきありがとうございました。

竹の友幼児園

ルーテル幼稚園

「お靴のベッド」

善意をありがとう
７月16日、
「地域の野球熱を盛り上げたい」
として、株式会社丸富より田上小学校・羽生
田小学校の児童へ、同月26～27日に三条市で
開催されるプロ野球の観戦チケットをご寄附
いただきました。チケットは、児童へ配布し
ます。ご寄附いただきありがとうございまし
た。

田上産の梅ジュースおいしくできますように
７月２日、羽生田小学校３年生の総合
学習の取り組みで、子どもたちが収穫し
た田上産の梅を使った梅ジュース作りが
行われました。子どもたちは、食生活改
善推進員と一緒に梅と砂糖をていねいに
瓶に詰めていました。完成が楽しみです
ね。
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「夢が叶った」 松山勘十郎さん（田上町出身プロレスラー）
町内での凱旋試合開催を前に町長を表敬訪問
町内出身プロレスラーの松山勘十郎さんが活動10周
年を記念して、９月14日、ふるさと田上で凱旋興行を
行います。松山さんは中学校卒業時に、
「プロレスラー
になり、地元で興業を行う」ことを誓い、この度、そ
の夢が実現しました。「プロレス観戦が初めての方で
も楽しめる興業を目指していますので、ぜひお越しく
ださい。
」と地元で開催の意気込みを語ってくれました。

田上太極拳サークル10周年
「田上町でも太極拳を普及させたい！」その
思いからスタートした太極拳サークルは今年で
10年目を迎えました。７月23日、田上町公民館
で普段の練習を行い、有段者の方が型の披露を
行いました。指導者の金谷さんは、「太極拳は
ゆっくりとした動きで、年配の方でも無理なく
取り組め、健康にも効果的ですよ。初心者の方
も大歓迎ですので、
ぜひ参加してみませんか？」
と太極拳が幅広い年齢層に受け入れられる競技
であると説明してくれました。サークルは、毎
週水曜日午後１時30分～3時30分田上町公民館
で開催しています。（活動費1,000円／月）

防犯に目を光らせ交通安全に気をつけよう
７月23日、青色回転灯防犯パトロールが実施され、関係者29名が14台の車両に分かれ、町内をパトロ
ールしました。自主防犯活動を行っている団体が、通学路の安全確保や防犯意識向上のため活動してい
ます。
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蓮池薫さん
「人権講演会」
防災への備えは大丈夫ですか？

９月１日は
「防災の日」
〔地震に備える〕

を
②土砂災害に気を付けよう

有料広告

有料広告
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③梅雨や台風の時期には十分警
戒を
④適切な避難行動を
〔始めよう防災準備〕
①備蓄品を準備
②非常持ち出し品を準備
③家族で防災会議
④災害情報の入手先
▼問い合わせ
☎ ―１７７０

加茂地域消防本部
加茂地域消防署田上出張所
☎ ―５３００

普通救急講習会開催

加茂地域消防本部

消防防災ヘリコプター
連携訓練

側溝

人権意識の普及高揚を図るこ
とを目的として、人権講演会を
②すばやく火の始末

①まず身の安全を

月５日（日）午後２

開催します。
▽日時
③家族の安全を確認

大切な人を守るため、応急手
９月７日（日）

当を覚えましょう。
▽日程

９月６日（土）

名程度

加茂地域消防本部
▽募集人数

▽会場

⑥靴を履く

▽募集締切

⑧協力し合って消火・救出・救護

☎ ―１７７０

▼申込・問い合わせ

⑨狭い路地やブロック塀、ガケ

に

⑦避難は徒歩で荷物は最小限度

初期消火

⑤火が出たら、１１９番通報と

保する

④ドアや窓を開けて逃げ道を確

分開場）

時開演（午後１時
▽会場 町民体育館
※入場無料（入場整理券が必要
です。）
▽講師 新潟産業大学准教授
蓮池薫さん
▽演題 「夢と絆～翻弄された
運命のなかで～」
▽入場整理券配布場所
役場、田上町公民館、コミュ

や川べりに近づかない
⑩山崩れやがけ崩れ、余震に十
分注意

多様化する災害に迅速・的確に

加茂地域消防本部では、近年
〔風水害に備える〕

対応するため、県消防防災航空

⑪正しい情報を収集する
①気象状況に注意し早めの対応

駐車場

晴れ

57-6222

問い合わせ：役場総務課庶務防災係

先月
0.080
0.082
0.078
0.080

今月
0.084
0.080
0.082
0.080

田上町役場

52

57

地上１ｍ
地上50cm
地上10cm
底面10cm

9時00分～

20

通常の測定範囲内(0.016～0.16マイクロシーベルト/毎時)

天 候
測定場所

測定結果（マイクロシーベルト/毎時）

測定日時
7月22日

ニティセンター
月３日

▽入場整理券配布期間
９月１日～
▼問い合わせ
☎ ―６１１５

役場町民課住民係

10

52

30

10
57

放射線測定結果をお知らせします

■測定結果（通常の範囲内でした）

隊「防災ヘリ」と連携訓練を実
施します。
分～正午（雨天時、翌日

▽日時 ９月 日（水）午前９
時
に順延）
▽会場 羽生田野球場
付近住民の皆さまには、ヘリ
コプターのエンジン音で大変ご

日

※ＮＣ旋盤加工を体験したい方
にお勧めです。
▽日時 ９月 日（日）、

▽講師 にいがた県央マイスタ

①
「信濃川下流部門」
洗堰から河口までの恩恵を受
ける人と川の関わり、暮らしを
題材としたもの
②
「信濃川中流及び魚野川部門」
信濃川中流及び魚野川の恩恵

▽会場

県三条地

三条地域振興局

▼申込・問い合わせ
―２３６３

域振興局健康福祉環境部
☎

信越受信環境クリーン協議会

受信環境クリーン図案
コンクール作品募集

しを題材としたもの

な画面や音声でお楽しみいただ

では、テレビやラジオをきれい

けるよう、今年も中学生の皆さ

ー 林正栄氏

越後平野を長年にわたり守り

んから、テレビ放送やポスター

とご協力をお願いします。また、 ▽参加費 ８０００円

続ける大河津分水を題材とした

などのキャンペーン用として放

もの
月 日（火）

▽定員 各日４名（計８名）
▽応募締切

訓練中、羽生田野球場グラウン
り決定

▽応募対象

募集することになりました。独

送受信に関するポスター図案を

▽申込方法 応募用紙の郵送か

▽応募要領

ます。入賞者には賞状及び副賞

ＦＡＸまたはホームページか

つ切りまたはワイド四つ切り

が贈られます。応募の締切は９

さい。

とし、銀塩プリントとする。

齢、住所、電話番号、応募テ

☎

―６２２２

役場総務課企画財政係

より掲載予定です。

ただきます。次回は９月号

合によりお休みとさせてい

「町長室の窓から」は、都

☎０２６―２３４―９９９１

信越受信環境クリーン協議会

▼問い合わせ

９月１日（月）

精神保健福祉相談会

☎０２５８― ―３０２０

信濃川河川事務所総務課

▼申込・問い合わせ

貼付する。

河川名）を記入した応募票を

ーマ、作品タイトル、
撮影地、

月１日（月）です。応募の詳細

迫力ある訓練の様子をみなさ

母なる大地越後平野に恵みを

合成写真、組み写真は不可。

創性のある作品をお待ちしてい

わせください。
▽申込締切 ９月１日（月）
▼問い合わせ
県三条地域振興局企画振興部
☎ ―２２０５

もたらす信濃川・大河津分水の

は協議会までお問い合わせくだ

・サイズはカラー、白黒とも四

覧ください。
▼問い合わせ
加茂地域消防署田上出張所
☎ ―５３００

にいがた県央マイスター塾

受講生募集
熟練技能者として認定された

魅力を紹介し、信濃川の治水事

信濃川・大河津分水
写真コンテスト

「にいがた県央マイスター」が

「モノづくり」に関わる高度

その 〝技〟 を伝授します。参加

業、環境保全の必要性を身近に
認識してもらう機会として、川

を希望される方は事前申込が必
要です。

▽日時

斎藤勝則医師（白
根緑ヶ丘病院）

マとした写真を募集しています。 ▽担当医師

と人との関わり、暮らしをテー

・応募作品は裏面に（氏名、年

らの申込。※詳細はお問い合

アマチュアに限る

10

まお誘い合わせのうえ、ぜひご

が可能です。

が、バックネット裏からは見学

※応募者多数の場合は抽選によ

③
「大河津分水部門」

中村ターンテック㈱（弥彦村） を受ける人と川の関わり、暮ら

▽会場

※どちらか１日の参加です。

（月・祝）午前９時～午後４時

15

ド内は立ち入り禁止となります

迷惑をおかけしますが、ご理解

14

▽ＮＣ旋盤体験コース「複合型
ＮＣ旋盤の体験」

▽テーマ

有料広告

水回り、電気のことなら

一級電気工事施工管理技士事務所

有料広告

」 8月号

広報 たがみまち 「

●

11

36

17

▽対象 高校生以上、一般の方

57

田上町大字原ヶ崎

0120-57-2860

FAX 57-2328

TEL 57-2068

21

32

36

カーテンの防炎加工（消防庁認可）

㈲早津インテリアセンター

ふとん・じゅうたん・丸洗い

志田電氣㈱

30
57

一級管工事施工管理技士事務所

問い合わせ：役場保健福祉課

57－6112

広報 たがみまち 「

」 8月号

●

12

21
最近、ニュース等で認知症による徘徊等で行方不明になる報道を耳にします。
そんなとき、衣服や靴への記名等が発見時の身元確認に役立ちます。家に戻れなくなる心
配が出てきたら、万が一に備えて、氏名・住所・連絡先を身に着ける準備をお願いします。

具体的には・・・
○服に名札を縫いつける
○靴に名前を書く
○お守り袋に住所、氏名を書いた紙を入れておく
○いつも持っているバックに連絡先を書いた紙を
入れておく
人によっては名札が付いていることを見られると
嫌がったり、普段持ちなれないものを持たされると
捨てたり、持つことを拒否することがあります。
衣類につける時は、本人が気にならない場所につ
けたり、持ち物に入れておくときは、普段持ち歩く
ことが多いものに入れておくことが大切です。
その他、よく歩くコースを
知ることや近所や交番などに
声をかけておくことも早期の
帰宅につながります。

田 上 太 郎
南蒲原郡田上町
〇〇〇〇1-1-1

電話 0256-00-0000

問い合わせ：町包括支援センター

8月25日（月）・9月8日（月） 多目的ホール『自遊館』
田上町大字川船河甲1560
【時間】9：30～16：00 【料金】３,２４０円（税込）

新潟市中央区鐙西1-2-2

クリニカルカイロプラクティック駅南 担当 飯野
お問い合わせはお気軽に ＴＥＬ.025-384-0575
●

有料広告

有料広告

カイロプラクティック施術会開催！

骨盤・背骨の歪み・腰痛・肩こり・しびれ・猫背・首や背中の痛み
予約の方優先です。下記にお電話でご予約ください。

13

57-6220

広報 たがみまち 「

」 8月号

《入居料金改定》

《入居者募集》

① 入居料金 89,000円⇒90,000円（消費税率変更に伴い）
② 介護保険の一割（介護度による）
③ その他、介護用品使用料等
①＋②＋③が毎月の利用料金となります

連絡先：田上町大字保明新田字中浦806-1
TEL：47-1211 FAX：47-1311

広報 たがみまち 「

」 8月号

●
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田上町を含めて、すべての自治体は住民の皆様か
ら納めていただいている税や料などをもとに運営さ
れています。多くの方から納期内納付にご協力をい
ただいていますが、中には納期限を過ぎても納めて
いただけないことがあります。それを放置していて
は、納期内に納付している大多数の方々に対して不
公平となってしまいます。今回は、その不公平をな
くすために税務職員が行う「滞納処分」と呼ばれる
取り組みの流れについてお話ししたいと思います。
まず、納期限から20日以内に督促状を発行します。
法律上では、それから10日を過ぎても納付がない場
合、滞納処分をしなければならないと規定されてい
ます。
多くの場合は強制処分を行う前に催告書等を送付
し、改めて納付を促しますが、それでも納付がない
場合、財産調査を行い、財産を発見した段階でそれ
を強制的に取り立てます。この強制処分が「差押」
です。差押の期日や対象となる財産について事前に
通知は行いませんし、完納しない限り差押を解除す
ることはできません。差し押さえた財産が預貯金等
の債権の場合、金融機関などの第三債務者と連絡を
取りながら早期に取立を行い、滞納している税に充
てます。
また、差し押さえた財産が物品や不動産の場合、
それらを売却することによって換価し、滞納に充て
ます。その売却手続きを「公売」と呼びます。「滞

納処分」という言葉は、差押だけを指すものではあ
りません。催告書等の発付から取立や公売・換価に
至るまでの一連の手続き全体が滞納処分なのです。
公売については、以前は会場での入札やせり売り
によって行っていましたが、平成16年に東京都が大
手IT企業と協力し全国初のインターネット公売を行
って以降、インターネット上での公売が広く普及し
てきました。現在では、２社がインターネット公売
を開催しており、当初から行っている企業の公売だ
けでも1,000以上の官公庁が参加しています。
以上、今回は滞納処分についてお話ししました。
田上町では、これらの処分を厳格に行っています。
処分を受けると、様々な面で不利益が発生しますの
で、町民の皆様には改めて納期内納税にご協力をお
願いしたいと思います。特別な事情があって納税が
難しい場合は、ご相談をいただければ事情に応じた
解決策を検討しますので、必ず町民課税務係へご相
談ください。
なお、田上町においても、当町初のインターネッ
ト公売を昨年11月に実施しました。結果としては売
却に至りませんでしたが、この８月に同じ物件（不
動産）を再度出品します。興味をお持ちの方は下記
をご覧いただくか、町民課税務係へお問い合わせく
ださい。８月15日午後１時以降は、Yahoo!官公庁オ
ークション上においても情報が公開されますので、
そちらもあわせてご覧いただけると幸いです。

問い合わせ：役場町民課税務係

57-6115

町では税収の確保と納税の公平性確保のため、町税滞納処分により差し押さえた財産について、
Yahoo!JAPAN が提供する官公庁オークションを通じてインターネット公売を実施します。概要は以
下の通りです。
物

件

情

報

見

積

価

額

2,288,000円

金

230,000円
期間入札

公

売

保

証

公

売

方

法

公

売

場

所

日

程

土地：田上町大字田上羽生田地内

Yahoo!JAPAN

面積：163㎡

官公庁オークション内

参加申込期間

８月15日（金）午後１時～29日（金）午後11時

入 札 期 間

９月５日（金）午後１時～12日（金）午後１時

※詳細は町ホームページをご覧ください。
なお、Yahoo!JAPAN の官公庁オークションサイトでの公開は８月15日
（金）午後１時からとなります。

問い合わせ：役場町民課税務係
15

●

広報 たがみまち 「

」 8月号

57-6115

補助対象となる建築物・申請者
・町内に所在する個人所有の
一般木造住宅で、昭和56年
５月31日以前に建築された
もの
・町税等を滞納していない者
受付期間・補助金の額
区

分

受付期間

補助金の額

耐震診断

４月21日～10月31日

上限８万円

耐震改修
（耐震診断を
受けた方）

５月20日～11月28日
（工事完了は当年度
の1／20まで）

上限65万円

補助対象者
田上町に住民登録を行っており、町税等を滞納してい
ない者
補助対象住宅
1.町内にある一戸建て住宅であること
2.住宅所有者またはその親族が、現に居住している住
宅であること。
施工業者の条件
町内に本社を有する法人事業者、または住所を有する
個人事業者
補助対象工事
1.施工業者に請け負わせたリフォーム工事（ホームペ
ージの別表参照）で、補助基本額が20万以上（消費
税含む）となるもの
2.当年度の12月末日までに実績報告書が提出できる工
事であること
補助金の額
補助基本額の20％（千円未満切捨）とし、10万円を上
限とする
申請受付期間
平成26年５月20日から（役場閉庁日は除く）
※申請額が予算額に達した場合、締切となります。

問い合わせ：役場地域整備課施設整備係 ☎57-6223

県

土

河川管理課
砂 防 課

木

部

☎025-280-5414
☎025-280-5424

広報 たがみまち 「

」 8月号

●
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未来へつなぐ

信濃川下流域は、これまでさまざまな災害に見舞われてきていますが、

7.13水害
10周年
シンポジウム

その被災の状況は時間の経過とともに人々の記憶から薄れていきます。
当時の被害とその後の歩みを再認識し、災害から得た教訓を今後のまちづくり、
かわづくり、ひとづくりに生かしていくことをめざし、シンポジウムを開催します。

日時

8 24

月
日㈰
10：00～17：00

場所

燕三条
地場産業振興センター
「メッセピア」1階多目的ホール
三条市須頃1丁目17番地

入場無料

信濃川下流情報共有プラットホーム

当日お気軽にお越しください

水位・雨量観測所のデータなどがインターネッ
ト上で確認できる情報サイトを運用しています。

シンポジウム

町ホームページからもリンクしています。

13：00～15：45

プログラム
13：00
13：10
13：25

開会
Ⅰ部 「7.13水害の被災者たちの体験談等を紹介」
Ⅱ部 基調講演「災害の教訓を生かすということ」
片田敏孝
（群馬大学広域首都圏防災研究センター長
・群馬大学大学院理工学府 教授）

14：30

Ⅲ部

15：45

閉会

パネルディスカッション
「7.13水害後の自助・共助・公助の進歩と
今後進めるべきこと」
●コーディネーター
片田敏孝
ここをクリック

問い合わせ：信濃川下流河川事務所 ☎025-266-7131

17

●

広報 たがみまち 「

」 8月号

8/15～9/15
月

曜日

15
16

金

【休日診療当番医】 大谷内科医院（加茂市上町） 0256-52-0236

〈時間〉9：00～17：00

土

【休日診療当番医】 鷲塚内科医院（加茂市穀町） 0256-52-2054

〈時間〉9：00～17：00

17

日

【休日診療当番医】 吉田内科医院（加茂市柳町） 0256-57-7511

〈時間〉9：00～17：00

18
19

月

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

月

日

8

月

9

1

内

容

時

間

場

所

早朝ハイキング

集合6：30～

護摩堂山山頂広場

心と体の相談会

9：00～11：30

保健福祉センター

水

育児相談会
血糖事後指導会

9：00～11：30
9：00～11：30、13：00～15：30

子育て支援センター
保健福祉センター

木

補聴器相談（リオン）

10：00～10：30

役場

金

乳児健診（平成26年4月生まれ）

受付12：50～13：20

保健福祉センター

火

土
日

【休日診療当番医】 わたなべ医院（加茂市栄町） 0256-53-3850

〈時間〉9：00～17：00

月
火
水
木

補聴器相談（リオン）

10：00～10：30

役場

金

元気はつらつ教室

13：30～15：30

保健福祉センター

土
日

月

【休日診療当番医】 中村医院（加茂市五番町） 0256-52-0095

〈時間〉9：00～17：00

心と体の相談会

9：00～11：30

保健福祉センター

育児相談会

9：00～11：30

子育て支援センター

ストレッチ教室

10：00～

田上町公民館

2
3
4
5
6
7
8

火

母親学級（平成26年11～平成27年2月出産予定者）

受付9：10～、13：10～

保健福祉センター

水

機能訓練

10：00～15：00

保健福祉センター

木

補聴器相談（リオン）

10：00～10：30

役場

金

元気はつらつ教室

13：30～15：30

保健福祉センター

9

火

湯っ多里館休館日
事後指導会

13：15～15：30

保健福祉センター

10

水

事後指導会

13：15～15：30

コミュニティセンター

事後指導会

13：15～15：30

老人福祉センター

補聴器相談（リオン）

10：00～10：30

役場

トレッキング教室

集合8：30

田上町公民館

3歳児健診（平成23年7～8月生まれ）
2歳6ヶ月児歯科健診（平成24年1～2月生まれ）

受付12：45～13：15
受付12：50～13：20

保健福祉センター
保健福祉センター

11

土
日

【休日診療当番医】 大谷内科医院（加茂市上町） 0256-52-0236

〈時間〉9：00～17：00

月

木

12

金

13
14

土
日

【休日診療当番医】 鷲塚内科医院（加茂市穀町） 0256-52-2054

15

月

敬老の日
【休日診療当番医】 田上診療所（山田） 57-5015 〈時間〉9：00～17：00

※【夜間・休日急患診療】 県央医師会応急診療所（三条市興野） ☎32-0909
※「心と体の相談会」は3日前までにご連絡ください。（役場保健福祉課 ☎57-6112）

〈時間〉9：00～17：00
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第212回
◇日
◇会
◇内

16ミリ映写会

時
場
容

8月23日（土）午後2時～4時
田上町公民館 ※入場無料
「絵からとびだしたねこ」
「ドナルドダックとゆかいなペンギン」
「ニルスのふしぎな旅 空からの救援隊」
「雪の下のしずかなおはなし」
「追憶・二十五年・その夏・・・」
全５作品
◆問い合わせ：相田良夫 ☎57-5086

田上ルーテル幼稚園のお知らせ
〔運動会〕
◇日 時 9月20日（土）午前8時45分～
◇会 場 町民体育館
※未就学レースもあります。（午前9時30分ころ）
どなたでもご参加できますので、お気軽にご参
加ください。
〔未就園児開放日〕
◇日 時 9月13日（土）・27日（土）
10月11日（土） 午前9時～正午
◇内 容 「一緒に遊ぼう」午前10時～11時
その他、自由遊びや楽しい活動あり
※この3日間はどなたでも来られる日になっています。
この機会にぜひ親子で遊びに来てください。
※詳しい内容はホームページをご覧ください。
（http://www.ginzado.ne.jp/~tagami-lutheran/）
◆問い合わせ：田上いずみルーテル幼稚園 ☎57-2723

第50回

役場ロビーコンサート

ロビーコンサートは今回の50回で一区切りとい
たします。いままで応援していただきありがとう
ございました。
◇日 時 8月22日
（金） 午後0時20分～
◇会 場 役場1階ロビー ※入場無料
◇内 容 「ピアノデュオ」品田真彦・稲垣汐音（田上町）
◆問い合わせ：田上町音楽を楽しむ会
高野 ☎57-6041

第15回

フレンドリーコンサート

幼稚園から大人の様々な年代の方が発表します。
たくさんのご来場をお待ちしています。
◇日 時 9月21日
（日）午前9時20分開演
（午前9時10分開場）※入場無料
◇会 場 加茂文化会館
◆問い合わせ：田上町音楽指導者の会
皆木 ☎090-7001-8231

おもちゃ病院
壊れて動かなくなったおもちゃを修理します。
技術料は無料ですが、修理の際、部品代が発生す
る場合があります。
◇日 時 8月24日
（日）午後1時～4時
◇会 場 コミュニティセンター
◆問い合わせ：おもちゃ病院にいがた
和田 ☎57-4860

アルビレックス新潟 試合観戦ご招待のお知らせ Jリーグディビジョン1 第27節

アルビレックス新潟 ＶＳ 川崎フロンターレ
時 10月5日
（日） 試合開始時間未定（8月上旬に発表）
場 デンカビッグスワンスタジアム
(チケットはSスタンド自由席です。※状況により他の座席をご案内する場合があります)
■応募条件 田上町在住者
■募集人数 500名
■応募方法 往復ハガキの往信裏面に①10月５日川崎②住所③氏名・年齢④電話番号⑤メールアドレス
（お持ちの方）⑥チケットの希望枚数
（４枚まで）⑦後援会資料請求
（する・しない）を記載
し、返信用表面に返信先（ご自分）の住所・氏名をご記入の上、宛先に送付してください。
※往復ハガキは各自ご用意ください。応募は、１世帯につき１通限り有効です。応募多数の
場合は抽選となります。
■応募期限 ９月22日（月）必着（応募期限到着分以降のお申込は、無効となります）
■受け渡し ご招待の可否を返信用ハガキにてお知らせします(9月29日(月)頃の予定)。また、お電話での
可否についてのお問い合わせはお答えいたしかねます。ご観戦いただく方は、返信ハガキを
ご持参の上、デンカビッグスワンスタジアムのＥゲート前広場に設置の「チケット引換所」
にてチケットとお引き換え後にご入場、ご観戦となります。
■あ て 先 〒950-0954 新潟市中央区美咲町2-1-10
クラブの最新情報は
『アルビレックス新潟携帯サイト』
アルビレックス新潟後援会「試合観戦ご招待」係
をご覧ください。
クラブの最新情報はこちら→
■問い合せ アルビレックス新潟後援会 村山 025-282-0011
■クラブの最新情報は『アルビレックス新潟携帯サイト』をご覧ください。
■日
■会
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新潟中央短期大学
特別受講生募集

遺言・相続・成年後見
無料電話相談会
遺言・相続・成年後見の他、家庭内の悩み事な
ど、お気軽にご相談ください。
◇日 時 8月29日（金）午後1時～４時
◆相談・問い合わせ：行政書士
たがみ行政手続事務所（善養寺・渡邊）
☎57-3988

行政書士による行政手続・
相続等に関する無料電話相談
◇日 時 8月30日（土）午後1時～5時
◆相談・問い合わせ：大塚行政書士事務所
行政書士 大塚義行 ☎57-4090

自衛官採用試験
防衛省では、自衛官採用試験を行います。
◇内容
○陸・海・空自衛官
〔一般曹候補生・自衛官候補生〕
受験資格 18歳以上27歳未満の方
○海上・航空自衛隊のパイロットを目指す
〔航空学生〕
○将来の看護師を目指す
〔防衛医科大学校看護学科学生〕
○幹部自衛官を目指す
〔防衛大学校〕（推薦・総合選抜）
受験資格 高校卒業（見込含）21歳未満の方
※試験日等、詳しくはお問い合わせください。
◆問い合わせ：自衛隊加茂地域事務所 ☎52-5222

◇開放科目
◇受講資格

レクリエーション実習Ⅰ
満20歳以上、学歴、性別は問いませ
んが、継続して出席する意欲があり、
健康な方。
◇受 講 料 3,000円（雑費として徴収）
※ただし、教科書、教材等は実費相
当額を徴収します。
◇申込方法 申込書と返信用封筒をご提出くださ
い。書類については事務局へお問い
合わせください。
◇申込期限 9月1日（月）必着
◇受講生の決定 希望者多数の場合は選考のうえ、
受講の可否を文書で通知します。
◆問い合わせ：新潟中央短期大学
教務担当 ☎52-2120

社会適応訓練講習会
オストメイト（人工肛門・人工膀胱保有者）の
方の早期社会復帰を目的として、講習会を開催し
ます。
◇日 時 9月28日
（日）
午前11時30分～午後3時
◇会 場 海茶屋（三条市）
◆申込・問い合わせ：
（社）日本オストミー協会新潟県支部
☎025-229-7775

入道雲がにっきり立った東の空に

額の花ひびく護摩堂太鼓かな

本田上

湯 川

本田上

近藤 健一

小柳

阿部 聆子

鶴巻新一路

（敬称略、順不同）

七夕や願ひ短冊あざやかに

清水沢

小柳白星子

句

風鈴の涼しさを呼ぶ夏の夜

本田上

高橋

俳

労働の肺まで碧し青田風

山 田 小林 南月

川ノ下

静栄

にゅうどう

ひかり曵く滴りは陽のしづくとも

山 田 本間

千酔

恒子

風鈴はみちのく土産西の窓

渡辺

あお

樹々にそよぎ草もしづかに夏めきて

山 田

賢三

玉舟

山ひだのひぐらし和して暮れ促す

吉田

（敬称略、順不同）

恒子

上 野

歌

（敬称略、順不同）

商店の名入りなつかし絵の団扇

短

小柳

柳

散歩していろんな物に目がとまり自然の宝ひっそり咲くも

本田上

阿部 聆子

阿部 聆子

湯 川

加藤 山里

湯 川

つまづいて足もとみてもまっ平

山 田

近藤 健一

恐ろしき天の攻撃目を塞ぐ災害まぬかれ囀る小鳥

年金を本人よりも妻が待ち

清水沢

川

朝顔もやっと開いた雨の朝
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ふれあい広場は町民のみなさんからの投稿をお待ちしています。

「第九合唱演奏会」合唱団員募集

6／26～7／25届出分、
敬称略

◇募集人員

ソプラノ、アルト、テノール、
バス各10人程度
◇参 加 費 1人5,000円、高校生2,500円、
小中学生無料
◇練習日程 月２回程度を予定。※詳しくはホー
ムページをご覧ください。
（http://www.city.kamo.niigata.jp/section/bunka/）
◇練習会場 加茂文化会館
◇公演日程 12月24日（水）午後6時30分開演
◇曲
目 ベートーヴェン作曲「交響曲第九番
二短調作品125 合唱付」
◇そ の 他 指揮…堀俊輔氏、管弦楽…東京交響楽団
◆申込・問い合わせ：加茂文化会館 ☎53-0842

ご結婚おめでとう
曽

根

須佐

誠一・李絵子（坂井）

赤ちゃん誕生
下吉田

あん

宮口

杏（徹・真巨）

こ

み

ゆ

あ

川船河

熊倉

瑚珠（弘了・明子）

川船河

樋口

優愛（徹・悠莉）

川船河

土田

朱夏（一徹・清香）

羽生田

山本

苺愛（卓斗・亜維）

お

シンポジウム開催

しゅ か

「世界では条約が、町では条例が、障がいのある人の権利を守る！
～障がい者権利条約と障がい者条例の深いつながり」

りり あ

く

や

◇日
◇会
◇内

9月13日（土）午後1時30分～4時30分
新潟ユニゾンプラザ 大研修室
障がい者権利条約の意義と課題を学び、
新潟市の障がい者差別禁止条例の状況
と意義を討論するシンポジウム。
◇参加費 無料 ※事前申込不要
（手話通訳あり、テキストデータ提供可）
◆問い合わせ：新潟県弁護士会 ☎025-222-5533

み

本田上

岩淵常一郎（78）

下吉田

小林

ヨキ（94）

後

藤

青木

信次（82）

羽生田

本多

仁（75）

川船河

古川

政平（94）

上

野

長澤

忠二（82）

曽

根

関根ハツヱ（90）

田上町商工会「住まいのいたわり点検」無料点検実施します
◇対
象：町内の住宅※先着10件を予定
◇申込期限：９月５日まで
※詳細はお問い合わせください。
◆問い合わせ：町商工会 ☎57-2291

※掲載希望の有無を役場町民課（総合受付）へお申し出ください。

12

11

田上の学校

年間勤務し学校の基礎を築いた。田上高等小学校

19

加藤美昭（美也と記入してある文章もあります。）

年まで

25

先号に記入したように、田上小学校の初代校長として明治６年

月から

年に帝国憲法が制定

22

（後に記す）の設立の目途が付いたところで退職した。その後、請

われて田上村の助役に就任した。当時は明治

され、中央も地方も政治の大改革が行われた。同時に混乱も生じた

10

時代であった。田上村に於いても４月下旬に村会議員の選挙が行わ

円）等

78

れ、第一回の村会が開かれ村長に田巻官平太が選出された。続いて

円）を選出した。他に山田英勝（年

60

名誉助役に渡辺孫一、有給助役に加藤美昭（年１０８円）、収入役

に田巻丈七郎（年

年５月には田

29

生活にゆとりのある有力者がなり無休で実務は加藤と書記等が当た

年５月に渡辺孫一、

年４月には田巻三郎兵衛が就任するなど、村長

27

人程の書記が任命された。この時代は町村長、各種の議員、役員は

巻官平太が再任、
32

ったものと思われる。村長は

21

年には、

月には田上村、羽生田村、

11

の 変 遷は 目 ま ぐ る し い 時 代 で あ っ た 。 村 の 合 併 を 見 る と 、

年

34

田上村、湯川村、原ヶ崎新田が一緒になり、新しい田上村が生まれ

た。人口は３４３０人。そして、

横場村、保明村の４村が合併し現在の田上町が誕生した。当時は各

地区で大きな問題があった。信濃川通りには水による被害。田上地

27

区では新役場の位置の決定。（現コミュニティセンターより前の原

年には日清戦争が起きている。兵事事

７０４人

３４３０人

務の他に出姃軍人家族や戦傷軍人の慰問等があった。

ヶ崎への移転）など。明治

人口

人口

そして、高等小学校の設立の大事業が見通しのついたところで助

役の職を退いた。

田上村

保明村

年の市町村統合前の人口（新潟県市町村合併史より）

８８８人

１８７５人

明治

人口

」 8月号

資料

人口

６８９７人
広報 たがみまち 「
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横 場 村

合

投稿…吉沢和平（上野）

21

22

時
場
容

9

〔ゆうゆう教室〕「田上スペシャルおこのみ焼き」に挑戦
今回は、料理の楽しさと田上産の食材の美味しさを伝えること
をテーマに、保健福祉センターで開催されました。参加した45名
の小学生は、食生活改善推進員と一緒に田上産の米粉と卵、とろ
ろ芋で生地を作り、新鮮な田上産キャベツをたくさん入れたスペ
シャルお好み焼きと牛乳寒天のデザートを完成させました。米粉

2014

のお好み焼きは大好評で、子どもたちからは「家でも作ってみた
い！」といった声が聞かれました。

8

■投稿記事あて先／ 〒959-1503 田上町大字原ヶ崎新田3070番地

No.537

田上町役場総務課 57-6222
メールアドレス t2222@town.tagami.niigata.jp

「作り置きのおかずで朝ごはんをバランスアップ！！」
■発行所／田上町役場
0256-57-6222
http://www.town.tagami.niigata.jp

今月は、本田上地区の食推がおすすめする料理を２品紹介します。旬の食材
の新じゃが、ピーマン、ミニトマトを使った簡単料理です。たくさん作って朝
ごはんのおかずにも活用してみましょう。

作り方
新じゃが芋と
▼ウインナーソーセージのソテー

▲ミニトマトの甘酢漬け

冷たくして
食べると美味しい！

本田上食推からの「朝ごはんアドバイス」

■編集／総務課

町 の 人 口（7月31日現在）

作り方

①Ａの調味料を混ぜあわせる。
②ミニトマトの皮に包丁で切れ目を入れ、熱湯に30秒程入
れ、ザルにあけて皮をむく。
③熱いうちに、Aの調味料へ入れ30分以上漬ける。冷蔵庫
で保存して2～3日持ちます。

■印刷／阿部印刷㈱

（前月比）

町の花
アジサイ

世帯

－ 12

人

①じゃが芋は、5㎜厚さの半月切りにし、水にさらしてかために
茹でる。
②ウインナーは斜め半分に切り、ピーマンは細切りにする。
③フライパンに油を熱し、じゃが芋を入れ両面こんがりと焼
いて取り出す。
④同じフライパンにバターを入れ、ソーセージ、ピーマンを入
れさっと炒め、焼いたじゃが芋を入れて塩、コショウで味を
整える。

ミニトマト…20個
白ワイン…大さじ2 酢…大さじ5
Ａ
砂糖…大さじ2 塩…少々
※調味料の割合はお好みで調整して下さい。
酢はワインビネガーでもＯＫです。

－3

12,529

サラダ油…大さじ１ バター…大さじ1/2
しょうゆ…大さじ１ 塩・コショウ…少々

材料

簡単枝豆ごはん・・残った枝豆、コーン、塩昆布、炒りゴマ等を炊き
たてごはんに混ぜる。よそったごはんに青じそのせん切りをたっぷり
のせる。

人 口

（田上町食育推進
キャラクター）

★ミニトマトの甘酢漬け

朝食もバランスよく食べよう！！

（前月比）

田上レンジャー

じゃが芋…中３個
材料
（4～6人分） ウインナーソーセージ…８本 ピーマン…3個
Ａ

4,110

今月のお料理も作っ
てみて下さい。作っ
た感想も教えてネ！
ももねより

★新じゃが芋と
ウインナーソーセージのソテー

新じゃが芋とウインナーソーセージのソテー
ミニトマトの甘酢漬け

世帯数

64

町の木
サクラ

今 月 の 納 税
◆町県民税２期
◆国民健康保険税５期
※納税は便利な口座振替がおすすめです！

【担当のコーナー】 7月28日、新潟県も梅雨明けしました。いよいよ夏本番。
役場では節電のためグリーンカーテンを設置しています。今年はゴーヤを植えました。
すくすくと成長しています。採れた新鮮なゴーヤは役場の正面玄関に置いてありますので、
ご自由にお持ち帰りください。
陽
広報

たがみまち 「
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