年の時を経て、
新たに時を刻む
５０
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あなたと行政とをむすぶ“情報誌”
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1

No.554

12月24日、田上中学校を昭和39年度
卒業した同窓生「ねうし会」のみな
さんからクリスマスプレゼントがあ
りました。ねうし会のみなさんが卒
業記念で50年前に贈呈した時計が故
障していたため、この度新調し、在
校生の皆さんへ贈呈されました。

田上町長

佐藤

邦義

町は、「地方版総合戦略」を策

町民のみなさまには、希望に満

祉協議会、にいがた南蒲農業協同

県、田上町商工会、田上町社会福

2

●

」 1月号

広報 たがみまち 「

年頭のあいさつ

新年明けましておめでとうござ

ちた輝かしい新年をお迎えのこと

組合そしてＰＴＡ代表、一般公募

定するために、学識経験者、新潟

と思われます。旧年中は、町の事

の計 名で「田上町総合戦略策定

います。

業の推進にご理解とご協力をいた

「田上町総合戦略策定委員会」そ

会議」を設立しました。庁内では、

昨年は、まさに「地方創生」の

して課長補佐、係長を中心とする

だきまして誠にありがとうござい

ための準備の一年でありました。

「田上町総合戦略策定検討委員会」

副町長を委員長、教育長を副委員

国は、新年早々に「地方創生」の

も同時に組織して、将来の人口減

ました。改めてお礼を申し上げま

ための「総合戦略」を発表し、そ

少社会に対応する田上町のあり方

長として各課長、局長で構成する

れに基づき、県も「新潟県創生総

年後の２

について、あらゆる角度から検討

について、これからの

合戦略」を策定、各市町村も「地
月末

することになりました。人口推移
年

０６０年に８０２２人を維持でき

です。この目標を達成するための

までに策定することが望ましいと

ることになりました。

るように田上町の将来人口をシミ

45
して、期限までに提出することが

事になりました。平成

方版総合戦略」の策定に取り組む

す。

15

ュレーションして策定したところ

10

できれば、交付金が追加交付され

27

す。

施策が「田上町総合戦略」となりま
上町の発展につながると確信して

いと考えています。これからの田

ピーターが増えることを期待して

います。観光の町・癒やしの町と

したように「動」と「静」のまち
ラウンドアバウトが町内に開通し

県内で初めてとなる環状交差点

湯っ多里館、護摩堂山そしてＹＯ

を目指しています。湯田上温泉、

の開通に期待して交流人口の増加

建設そして国道４０３号バイパス

トそして、（仮）地域交流会館の

町は「道の駅」、ラウンドアバウ

全国的に人口減少が続く中で、

拶といたします。

すことを祈念致しまして年頭の挨

あります。今年も良い年でありま

とが、今年の大きな課題の一つで

あり方、対応策を検討していくこ

ので、当然その状況にあった町の

人口減少は間違いなく続きます

交流のまちづくり

づくり構想の概略について述べま

ます。「急がば回れ」の環状交差

Ｕ・遊ランドへ町外から多くのリ

してＰＲして行くことが必要です。

したが、今年度は両方の基本構想

点は信号がなく、ゆっくりと時計

います。

を策定しましたので、国と県へ申

回りに通行することで、交差点で

（仮）
地域交流会館と
道の駅の建設

請して許可を受けることになって

の事故防止と待ち時間の減少等が

に着手する予定になっています。

めての交差点となります。今後、

間に設置され、県民にとっても初

環状交差点・
ラウンドアバウト

います。許可を受けましたら、平

期待されます。本田上横場線の中

昨年の「年頭の挨拶」で述べま

年度は、実施設計そして建設
いわゆる文化的施設の建設構想

県内そして全国展開していくもの

成

が平成８年頃にテーマに挙がり、

と思われますが、ぜひ多くの町民
の皆さんから体験していただきた

年越しに実現することになり

約
ました。「道の駅」はこれまで検

討課題になっていませんでしたが、 いと思います。今月 日には、保
なってきました。平成の合併で、

国の支援を受けて実現する運びに

大勢の方から参加していただけれ

れる予定ですので、ぜひこちらも

健福祉センターで説明会も開催さ

31

新潟市と三条市の間にあって埋没

しかねない田上町でありましたが、 ばと思います。
「道の駅」で田上町の名が想像以
上に広がって行くことは間違いな

」 1月号
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29

20

確定申告会場を開設します！！
○開設期間
○受付時間
○場
所

２月16日（火）～３月15日（火）
（土・日曜日は開設していません）
午前９時～午後４時
リサーチコア６階 研修室１、２、３
三条市須頃１丁目17番地（燕三条地場産業振興センター）
※会場の混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります。

※上記期間中、三条税務署庁舎では申告相談は行っておらず、作成済確定申告書の提出の受付及び確定
申告書用紙の配布のみ行っています。

お 知 ら せ
確定申告書は、国税庁HP（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書作成等コーナー」
で作成できます！
自宅にパソコンやインターネット環境等のある方は、「確定申告書作成等コーナー」から、
申告書等のデータを印刷して「書面での提出」や「e-Tax」を利用した申告をすることができ
ます。これらを利用すると、
１．申告会場に出向く必要がありません！
申告書等を印刷し、郵送等により税務署に提出することができます。
またe-Taxを利用して送信することもできます。
２．いつでも利用可能！
確定申告期間中は、24時間いつでもご利用になれます。
３．自動計算機能があります！
毎年の税制改正に対応した申告書等を作成することができます。
４．前年データの利用可能！
申告書等のデータを保存しておけば、翌年の申告でも利用できます。
さらに、給与所得・公的年金所得のみの方向けの申告書作成画面を新設しました。初めての
方でも操作しやすい画面となっていますので、ぜひご利用ください。
※操作に関するお問い合わせは、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ☎0570-01-5901

復興特別所得税額の記載漏れにご注意ください
平成25年分から平成49年分までの各年分について、所得税と併せて復興特別所得税の申告及
び納付をすることとされています。その復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額に2.1％
の税率を掛けて計算した金額です。還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興
特別所得税額」欄の記載が必要となりますので、記載漏れのないようご注意ください。

問い合わせ：三条税務署

32－6211（自動音声案内）
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住民税申告会場を開設します！！
○開設期間
○受付時間
○場

所

２月16日（火）～３月15日（火）
（土・日曜日は開設していません）
午前８時45分～11時30分
午後１時～４時30分
役場１階多目的会議室（町民課おく）
※会場の混雑状況により早めに受付を締め切る場合があります。

※所得税及び復興特別所得税の確定申告も役場会場で受け付けることができますが、青色申告、住宅に関
する控除、土地や建物・株式等の譲渡所得等の申告はリサーチコア会場をご利用下さい。

お 知 ら せ
確定申告書・住民税申告書用紙類の準備について
確定申告書や住民税申告書等の用紙類を２月１日(月)頃から町民課前のテーブルに準備する
予定です。必要な方はお持ち帰りいただき、申告期限の３月15日(火)までに提出をお願いしま
す。なお、町民課での申告書の受け取りは、２月16日(火)から行います。

町税に関する個人番号（マイナンバー）・法人番号について
平成28年１月より、マイナンバー制度が導入されたことに伴い、申請・申告・届出等の手続きにお
いて個人番号・法人番号の記載が必要となります。
また、個人番号を記載した書類を提出する場合、番号確認と身元確認を行うため、下記書類の提
示又は写しの添付が必要となります（法人番号を記載した場合は不要）。

番号確認書類
個人番号カード（裏面）
通知カード

＋

身元確認書類
個人番号カード（表面）
運転免許証
パスポート等

※代理人が提出する場合は、委任者の番号確認書類、代理人の身元確認書類、委任状の提示又は写しの添付が必要です。

なお、番号確認、身元確認ができない場合、申請・申告・届出等の受付けができないことがあり
ますのでご注意ください。
詳細は、田上町HPの「暮らしの情報 / 税金」
(http://www.town.tagami.niigata.jp/living/ze/index.html) からご覧ください。
注) 平成28年度（平成27年分）の確定申告・住民税申告（平成28年２月16日～３月15日
までの確定申告期に提出するもの）には、個人番号の記載は不要です。

問い合わせ：役場町民課税務係
5
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57－6115

についての作文
7年
成2

度

中学生入選作品

税
平

三条税務署、三南地区納税貯蓄組合連合会、町租税教育推進協議会では、税についての正しい知識とその重要性
を深く認識してもらうため、中学生を対象に毎年度「税についての作文」を募集しています。
今年度もたくさんの応募がありました。その中から入選した作品をご紹介します。（敬称略）

受賞者

ゆう と

○三南地区納税貯蓄組合連合
会長賞

三南地区納税貯蓄組合連合会長賞

通うお金や、学校すら近くにな

に巻き込まれている子、学校に

家の手伝い、弟妹の面倒、戦争

の写真が目に飛び込んできた。

探し回っているセネガルの少年

しかならない鉄くずを、一日中

※下段に作文を掲載しました。 れた。
ごみの中から、わずかなお金

母が僕にある冊子を見せてく

学校に通えたら、夢はもっと膨

が成立していると思う。鉄くず

ており、安心して暮らせる社会

私たちの生活は密接につながっ

ることを両親から聞いた。税と

や土地、車にも税金を納めてい

れているのに驚いた。他にも家

お給料の中から、税金が支払わ

いている。一生懸命働いている

の子どもが夢や希望を持てるよ

浮かんだ。彼の夢はなんだろう。 たい。日本のように、全ての国

を探し回っている少年の写真が

うになって欲しいと思う。皆、

ってもらえるような手伝いをし

でいる人たちにも夢や希望を持

学校にも行けず、病気で苦しん

夢がある。将来は海外で働き、

僕には医師になりたいという

あると思う。

私たちも身につけて行く必要が

われているかを判断する力を、

無駄なく使うこと。無駄なく使

侑大

い子どもたちが、世界にはたく

らんでいくのではないか。日本

武田

さんいる。病院や薬、手を洗う

も 税 金 を 滞 納 す る 人 が 増 え る と 、 地 球 で 生ま れ た 同 じ 人 間 だ か ら 。

３年

水もない。学校に通えることは

僕が大人になっても、豊かな日

『夢、希望をはぐくむ税』

幸運だという。僕の世界の生活

私たちの生活も変わる。学校に

本で子ども達が育っていけるよ

侑大

が、国が変わると全く違ってく

行き、将来の夢を叶えるために

うに、そして、僕たちを育てて

武田

る。日本は恵まれた環境だと思

努力できるのも両親や納税者が

くれた人々が住みやすい国であ

３年

った。学校は国が学費や教科書

居るからだと痛感した。

長賞

３年

りん

鈴

早紀

優秀賞

宮田

留奈

き

３年
児玉

碧

あおい

な

３年

藤井

○田上町租税教育推進協議会

る

３年

さ

○田上町租税教育推進協議会

本間

○田上町租税教育推進協議会

を補助してくれるし、水道から

金子

優香

慎

ていることもなく、安心して暮

急車だってある。ごみが散乱し

は飲み水が出る、病院や薬、救

場所だ。数年前、ここが税金の

ある。学べて遊べて、大好きな

家に行くと訪れていたところが

僕は、幼少の頃から祖父母の

いきたい。

に感謝し、税の大切さを伝えて

ることを、両親や納税者の方々

きたい。日本に生まれ育ってい

るために、しっかり納税してい

佳作

３年

清水

らせる街がある。命を授かった

無駄か否かを判断するのは難し

まこと

３年

小野由真子

ときから守られている。夢や希

いことだ。しかし、国民一人一

ま

り

こ
あ

侑奈

ま

ゆう か

３年

佐藤万里亜

望を持てる環境がある。幸せだ

ゆ

３年

ゆき な

人が納めている大切な税金を、

渡邊

と感じた。父は毎日遅くまで働

３年

6
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本田上工業団地4.75haの用地取得に

1億円を助成します!
本田上工業団地の第２期造成区画（図の①）を一括で取得した方に対して、

１億円を助成します。（平成28年１月１日より制度を開始しました。）
《助成対象》
所在地

①

対

象

面
単
金

積
価
額

新潟県南蒲原郡田上町
大字田上125番1
本田上工業団地
第2期造成区画（図の①）
47,459.47㎡
13,612円／㎡
646,018,305円

〔助成した場合の土地単価試算〕
現行価格

1.0億円助成
（差 額）

㎡単価

13,612円

11,505円
（△2,107円）

坪単価

45,000円

38,033円
（△6,967円）

※差額＝現行価格との差額

《本田上工業団地の概要》
総面積

図：本田上工業団地平面図

問い合わせ：役場産業振興課

7
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」 1月号

約10ha
（うち工業用地約7.5ha）
分譲可能面積 約6.35ha
交通アクセス
北陸自動車道 三条・燕IC 17㎞
磐越自動車道 新津IC
15㎞
JR信越本線
羽生田駅 2㎞
田上駅
2.3㎞
57－6225

平成27年

第５回 田上町議会定例会

12月８日、第５回町議会定例会が招集され、12月15日までの会期で開催されました。提案した議案は
合計９議案で、所管の常任委員会に付託審議され、いずれも原案どおり可決されました。

人

事

▼田上町固定資産評価審査委員

その旨を条例で定める必要が

▼同年度田上町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）

億３５０万

▽歳入歳出とも６６５０万円を

追加し、総額を

総額を４０１５万円としまし

た。

規約の変更

▼新潟県市町村総合事務組合規

約の変更

地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する

と関連づけられる特定個人情

個人番号の利用及び個人番号

▽社会保障・税番号制度では、

提供に関する条例の制定

工場誘致による雇用創出を目指

団地用地取得助成金を創設し、

行います。その他、本田上工業

プロモーションビデオの作成を

生先行型交付金を活用し、町の

は、次のとおりで、国の地方創

今回の補正の主な内容として

の申し出があり、追加しました。

応するため、共同処理事務加入

員の増加によるリスク拡大に対

について、新発田市より対象職

公務災害の補償等に関する事務

8
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あり、制定しました。

▼田上町税条例等の一部を改正

する条例の一部改正

円としました。

▼同年度田上町訪問看護事業特

▼田上町入湯税条例の一部改正

▽それぞれ、マイナンバー法の

会委員の選任
▽渡辺幸子氏（青海）の再任が

▽歳入歳出とも 万円を追加し、

別会計補正予算（第１号）

億

年度の一般会計の当初

公務員法の一部を改正する法律

法律の施行に伴う変更と、地方

の施行に伴う変更に対応しまし

億４４００万円でし

た。その後の補正と今回の補正

報の提供は、法律で厳しく制

た。また、非常勤職員に対する

限されており、番号法に定め

となりました。

を合計すると総額は前述の金額

予算は、

平成

【主な内容】

８７４１万８千円としました。

８千円を追加し、総額を

▽歳入歳出とも１億４６７３万

３号）

▼田上町一般会計補正予算（第

補正予算

した。

施行に伴う定義規定を行いま

16

同意されました。（任期３年）

指定金融機関の設置
▼指定金融機関の設置

年２月９日で満了とな

茂信用金庫との契約期間が、

▽現在の指定金融機関である加
平成

り、２月 日からは協栄信用
組合が指定金融機関となりま
す。

条例の制定、
一部改正

25
します。

▼田上町番号法に基づく個人番

44
られたもの以外で、町が独自
の事務で利用する場合などは、

号の利用及び特定個人情報の

27

43

10

28

平成２７年度田上町表彰式
【善行表彰】
田上甚句太鼓保存会
平成８年の保存会結成以来、田上甚句太鼓の
保存、継承に尽力されました。

【功労表彰】
関 根 一 義さん（曽 根）
平成15年４月以来、３期12年田上町議会議員
として、地方自治の振興に尽力されました。

阿

部 正 弘さん（羽生田）
平成20年より、羽生田地内において緑化活動
に取り組み、町の美化に尽力されました。

池

井
豊さん（羽生田）
平成15年４月以来、３期12年田上町議会議員
として、地方自治の振興に尽力されました。

今

井 五 男さん（羽生田）
平成15年９月以来、田上町固定資産評価審
査委員会委員として、同委員会の円滑な運
営に尽力されました。

大

矢

宏さん（下吉田）

平成15年10月以来、田上町教育委員会委員
として、町の教育振興に尽力されました。
受賞されたみなさまおめでとうございました。

授賞式に出席された受賞者のみなさん。
写真左より大矢さん、池井さん、関根さん、町長、田上甚句太鼓
保存会代表池田さん、阿部さん

全国大会出場おめでとう
技能五輪全国大会
石

田

光

貴金属装身具

平さん（中店）

石田さんは12月17日来庁され、
「全国３位となり、表彰台でメダ
ルを授与され、改めて、新潟県代表としての重みと喜びをかみ
しめた次第です。今後も努力を重ね、金メダルを目指します。」
と町長に結果報告を行いました。

今月の認知症サポーター

9

●

広報 たがみまち 「

」 1月号

有料広告

月は川船河東２区のみなさんより受講していただき、あら
たに７名のサポーターが誕生しました。
スローガンは「和」に決定しました。意味としては、明る
いきれいな街をめざして、ご近所みんながまとまって和とな
り認知症になっても住みやすい地域を目指すものです。
認知症の方に対する支援は特別なことは必要ありません。
挨拶だけでも立派な支援です。和を広げていきましょう。
認知症サポーター養成講座を受講して認知症に対する正し
い知識を学んでみませんか？詳細については、町地域包括支
援センター（☎５７－６２２０）までお問い合わせください。

ラウンドアバウト
（環状交差点）

通行方法説明会

情報セキュリティ対策セミナー

有料広告

一級電気工事施工管理技士事務所

10

●

」 1月号

広報 たがみまち 「

「個人や企業の情報漏えい」、
「ウイルス感染などの脅威への
対策」、「サイバー犯罪の現状と
対応」などについての講演を行
います。安全で快適にインター
ネットを楽しんで使えるよう

分

１月 日（水）

に、ぜひご参加ください。
▽日時

分～４時

分～３時

加茂市産業センター

午後１時
▽会場

▼問い合わせ
役場総務課庶務防災係
▽内容

【講演１（午後１時

―６２２２

☎

ＩＰＡ独立行政法人情

脅威とその対策」
・講師

報処理推進機構情報セキュリ

分～４時

※参加費無料

側溝

町道本田上・横場線と町道後
消防団、消防署では、地域の

分）】

状交差点として生まれ変わりま

文化財を火災から守るべく、文

文化財防火デー放水訓練

す。環状交差点の通行方法は一

化財保護、火災防御体制の万全

藤・南１号線との交差点が、環

般的な交差点と違いますので、

を期するため、放水訓練を実施

ティセンター情報セキュリテ

大

みなさんにご理解いただけるよ

します。訓練の実施にあたり、

土屋正氏

ィ技術ラボラトリー研究員
【講演２（午後３時
分）】
・演題「サイバー犯罪の現状、

名

新潟県警察本部

事件に巻き込まれたときの対
応」
・講師
▽定員

▼申込・問い合わせ
加茂市総務課情報政策係
―００８０

駐車場

57-6222

問い合わせ：役場総務課庶務防災係

先月
0.072
0.074
0.074
0.070

晴れ

・演題「情報セキュリティ

う説明会を開催します。

迷惑をおかけしますが、ご理解

近隣住民のみなさまには大変ご

分

40

今月
0.076
0.076
0.078
0.070

田上町役場

40
30

１月 日（日）

ご協力をお願いします。

時～
保健福祉センター

午前

▽日時
▽会場

▽日時

時

湯川「五社神社」

時～

１月 日（日）

警察庁作成ＤＶＤ（約

午前
▽会場

▼問い合わせ
―１７７０

加茂地域消防署
☎

―５３００

加茂地域消防署・田上出張所
☎

☎

水回り、電気のことなら

有料広告

FAX 57-2328

TEL 57-2068

▽内容
分）視聴
通行模擬体験
※全体で約１時間程度を予定し
ています。
当日は、トッキッキも模擬体
験に参加します。講習後には豚

10 24

地上１ｍ
地上50cm
地上10cm
底面10cm

14時30分～

31

汁を用意しますので、ぜひご来
場ください。

30

30

10

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

10

27

20

40
52

測定場所

測定結果（マイクロシーベルト/毎時）

測定日時
12月15日

30

57

10

52

57

10

■測定結果（通常の範囲内でした）

放射線測定結果をお知らせします

一級管工事施工管理技士事務所

志 田 電 氣㈱

臨時職員（事務補助員）募集
募集人員／１人
採用条件／高等学校卒業程度の学力を有し、パソコン
のワープロ・表計算ソフトを活用して簡単
な表やグラフを用いた文書の作成ができる
人。地方公務員法第16条の欠格条項に該当
しない方。
業務内容／上水道事業に関する業務等
（現場作業もあります）
任用期間／平成28年４月１日～平成29年３月31日
勤務時間／午前８時30分～午後５時15分
休日休暇／毎週土・日曜日、祝祭日、
年末年始（12月29日～１月３日）
勤務場所／役場地域整備課

賃

金／日給6,970円
※社会保険、雇用保険に加入します。
※通勤距離が２km以上の場合、通勤手当を支給します。
申込方法／役場地域整備課に用意してある申込書を直接または郵
送で必要事項を記載の上、期限までに役場地域整備課
まで提出してください。申請書は町ホームページから
もダウンロードできます。
選考方法／書類選考後、面接審査により決定します。
※面接日は追って連絡します。
申込期限／２月10日
（水）午後５時まで（郵送の場合必着）
受付は土・日曜日、祝祭日を除く平日午前８時30分～
午後５時15分

申込書交付、提出問い合わせ：役場地域整備課 57-6223

田上町立学校介助員（非常勤職員）募集
募集人員／若干名
採用条件／特別支援教育に理解があり、心身ともに
健康で、意欲的に児童生徒と接すること
ができる方。地方公務員法第16条の欠格
事項に該当しない方。平成28年４月１日
時点で60歳未満の方
業務内容／田上町立学校特別支援学級在籍児童生徒
への学校生活における指導・補助、身辺
介助および安全管理等
任用期間／平成28年４月１日～平成29年３月31日
（学校長期休業日をのぞく）
※児童生徒の在籍状況、勤務態度によっ
ては更新もあります。

雇用予定条件／
週５日勤務（土日祝祭日をのぞく平日）
。ただし、学校行事等で変更
することがあります。勤務時間は原則教職員の勤務時間に準じ、基
本的に子どもが学校にいる時間となります。時給900円。雇用保険、
社会保険加入有。通勤距離が勤務地より２km以上の方は通勤手当支
給。有給休暇(10日)の付与があります。
申込方法／田上町教育委員会に用意してある申込書に必要事項を記入
の上、
直接または郵送で田上町教育委員会まで提出ください。
選考方法／書類選考後、面接審査により決定します。
※面接日は追って連絡します。
申込期限／１月25日（月）午後５時まで（郵送の場合必着）
受付は土・日曜日、祝祭日を除く平日午前８時30分～午後
５時15分

申込書交付、提出問い合わせ：町教育委員会 57-6114

田上町コミュニティセンター管理人募集
募集人員／１人
採用条件／健康で温和な町内に在住の65才以下の方で、職務に
熱心に取り組める方
業務内容／施設の保守管理（清掃含む）及び使用の管理等
勤務時間／毎週月曜日から日曜日の午前９時から午後６時まで
（２人体制で１週間交代勤務を原則とします。）
※ただし、必要に応じて変更することもあります。
休
日／１週間交代のため、１ヶ月勤務実数は15日程度
年末年始（１２月２９日～１月３日）
報
酬／月額87,950円（予定）
※賞与支給なし、社会保険・厚生年金未加入

申込方法／田上町教育委員会および田上町公民館に用意し
てある申込書に必要事項を記入の上、直接また
は郵送で田上町教育委員会、または田上町公民
館まで提出ください。
選考方法／書類選考後、面接審査により決定します。
※面接日は追って連絡します。
申込期限／１月25日（月）午後５時まで（郵送の場合必着）
受付は土・日曜日、祝祭日を除く平日午前８時
30分～午後５時15分

申込書交付、提出問い合わせ：町教育委員会 57-6114 ・ 田上町公民館 57-3114
有料広告
11
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広報 たがみまち 「

」 1月号

にいがた県央マイスター制度

周年記念シンポジウム開催

県三条地域振興局が県央地域

の高度熟練技能者を「にいがた

県央マイスター」に認定し、技

術・技能の継承と地場産業の振

興を図る制度の１０周年を記念

して、講演やパネルディスカッ

30

ションを行います。

１月 日（土）

分

50

▽日時

午後２時～４時

燕三条地場産業振興センター

▽会場

リサーチコア

年度にいがた県央マイ

27

▽内容

・平成

スター認定書授与式

・基調講演
「地域産業の活性化、

それがマイスターの最も大切

新

な役割です！」講師長岡技術

科学大学名誉教授前学長

原晧一氏

１２０名

・パネルディスカッション

▽定員

※参加費無料

※申し込み等詳細はお問い合わ

せください。

県三条地域振興局企画振興部

―２２０５

▼申込・問い合わせ

☎
36

１０

今月から、『高齢者の健康づくりと介護予防』についてお伝えします。今回は食事につい
てです。
●粗食は脳の老化のスピードを速めます
皆さんの中には「年をとったら粗食がよい」と思っている人がいるかもしれませんが、大
きな誤解です。栄養状態の低下は認知機能の低下と強く関連しています。ある高齢者の追跡
調査で、栄養状態と認知機能を調べたところ、必要な栄養がとれていない人は、とれている
人に比べて認知機能の低下のリスク
が２～３倍高いことがわかりました。 ■食品摂取の多様性得点
食べすぎによる肥満も問題ですが、
60代を過ぎたらやせすぎにも注意し
ましょう。

こんな10の食品群を食卓に
脳が活発に働けるように、右表の
食品をバランスよく取りましょう。
ほとんど毎日食べる場合を１点、そ
うでないの場合を０点として計算し、
合計が１点以下なら食生活の見直し

１．肉類

点

２．魚介類

点

３．卵

点

４．大豆・大豆製品

点

５．牛乳・乳製品

点

６．緑黄色野菜

点

７．海藻類

点

８．いも

点

９．果物

点

10．油を使った料理

点

合

をしましょう。

計

点

＊東京都健康長寿医療センター研究所作成

問い合わせ：町地域包括支援センター

ぜひ、ＰＲの場に活用してみませんか？
町の広報媒体を活用して大きな宣伝効果が期待できます。
広報きずな・ホームページに掲載する広告を募集中です！
〔掲載料〕

3,000円（1枠1か月）
町外5,000円（1枠1か月）
町内

申込・問い合わせ：役場総務課企画財政係 ☎５７－６２２２

有料広告

有料広告

有料広告募集中！

57-6220

ＪＡにいがた南蒲合併１５周年特別企
感謝を込めて 月岡温泉

白玉の湯 泉慶の旅
旅行期日 ２月１９日（金）～２０日（土）ＪＡ田上支店発着
お一人様 旅行代金

１３,５００円 （４～６名一室利用）

宴会時 飲み放題付

※３名１室３,５００円増 ・ ２名１室６,５００円増
※朝食１回 ・夕食１回付

お申込み・お問い合せは

ＪＡにいがた南蒲旅行センター☎0256-45-7300

新潟県知事登録旅行業 第2-353号 全国旅行業協会会員 FAX0256-45-7730
ＪＡにいがた南蒲旅行センター
検索
総合旅行業取扱管理者 田伏司・若杉富美子

広報 たがみまち 「

」 1月号

●
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ハローワークプラザ三条は
廃止となります
「ハローワークプラザ三条」
（イオン三条店内）は、３月
日をもって廃止いたします。今

問い合わせ：県総務管理部地域政策課雪対策室 025-280-5096

除雪機による事故を防ごう！

雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を使う際には、使用者の責任に於いて、
正しく、安全に作業を行いましょう。

せない。

・未就学児同伴の保護者の方対
象「パパ・ママ割」
平日の入館料が無料
県立自然科学館

▼問い合わせ
☎０２５―２８３―３３３１

必ずチェック最低賃金！

☎03-3433-0415

問い合わせ：一般社団法人日本農業機械工業会／除雪機安全協議会

後は、ハローワーク三条または
県内最低賃金が改正されました

停止する。

最寄りのハローワークをご利用

人を近づか

ください。

月３日～

月 日～

月 日～

月 日～

必ずエンジンを

使用者も労働者もチェックし
ましょう。最低賃金に関する問
い合わせは、新潟労働局賃金室
または、最寄りの労働基準監督
署までお問い合わせください。
年

・新潟県最低賃金 ７３１円
平成

・新潟県電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業最低賃
年

金 ８３８円
平成

・新潟県各種商品小売業最低賃
年

金 ７８９円
平成

・新潟県自動車（新車）、自動
車部品・付属品小売業最低賃
年

金 ８４３円
平成

作業の時以外は、

絶対にまわりに

▼問い合わせ
―５４３１

ハローワーク三条庶務課
☎

年度から、小・中学校

県立自然科学館
減免制度が変わります
平成
のより一層の利用促進と、週末
の混雑緩和等のため、小・中学
生の方対象の「ジュニア割」を
新設するなど、減免制度を変更
します。
▽新制度開始日
５月 日（火）～
※新制度開始日以降の土・日・
祝日については、減免制度の
対象日になりませんので、ご
注意ください。
▽新制度の内容

・小・中学生の方対象「ジュニア割」 ▽問い合わせ
新潟労働局賃金室
☎０２５―２８８―３５０４

作業中は

検 索
新潟県除雪ボランティア

31

歳以上の方対象
「シルバー割」

平日の入館料が無料
・

気をつける。

必ず雪かき棒を使う。

障害物に

エンジンを止めて

足もとや後方の

取り除く時は、

後進する時は、

雪詰まりを

20

17

20

後方注意！

雪かき棒を使って！

10
12

12

12

エンジンを掛けたまま離れない！
人がいる時は使わない！

27
27
27
27

38

28

10

平日の入館料が無料

」 1月号

広報 たがみまち 「

●
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60

個人番号（マイナンバー）カードの受取りについて
★通知カードに同封されていた個人番号カード申請書で申請手続きをされた方へのご案内です。
（「個人番号カード」を希望されない方は、送付された「通知カード」を失くさないように大切に保管して
ください。）

『個人番号カード』を受取るには ⇒ お電話でご予約を！！
申請が受付けられ、「個人番号カード」が出来上がりますと、「交付通知書」が申請者あてに郵送され
ます。（※平成28年の１月から交付予定ですが、２月以降にずれ込む場合も考えられます。）
「個人番号カード」は役場交付窓口で、原則としてご本人へのお渡しになります。
交付の際は、「交付通知書」、「本人確認書類」、「通知カード」、『住民基本台帳カード（住基カード）』
（お持ちの方のみ）をご持参のうえ、来庁日時をあらかじめ電話予約していただき、ご本人が役場交付
窓口へお越しください。暗証番号（パスワード）の入力等を行っていただきます。
役場町民課５７－６１１５（ご予約及び交付時間

平日９：００～４：３０）

※交付には、おひとりさま３０分程度かかる予定です。
予約が集中しますと、ご希望の時間にお受けできない場合もあります。ご了承ください。

ご本人への交付
必要なもの
□「交付通知書」
□「通知カード」
□「本人確認書類」（コピー不可）

※本人確認書類とは

を参照してください。

□「住民基本台帳カード（住基カード）」（お持ちの方のみ）
□数字４ケタのパスワード（＋署名用電子証明をつける方は、６文字以上16文字以下の英数パスワー
ド）をお越しになる前に、あらかじめ考えておいてください。（15歳未満は電子証明用は不要）

代理人への交付
★15歳未満の申請
→法定代理人（保護者）に対して交付されます。（祖父母、兄弟等は該当しません。）
（※15歳未満のお子さまも必ずご一緒においでください。）
★病気、身体の障害その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合
→任意の代理人への交付が可能です。
（仕事、学校が忙しいためとの理由で代理人に委任することはできません。）
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以下の書類を揃えて、電話で来庁日時を予約してください。（役場町民課５７－６１１５）
代理人交付時の際必要なもの
□「交付通知書」
（「照会回答書」）（４ケタのパスワード＋署名用電子証明をつける方は、６文字以上16
文字以下の英数パスワードを本人に記入してもらい目隠しシールを貼ってきてください。）
□★任意代理人の場合……「委任状」（「交付通知書」の委任欄に記入することで足ります。）
□★法定代理人の場合……「戸籍謄本」等（田上町で関係が確認できれば不要です。）
□「通知カード」
□「本人確認書類」（本人の身元確認書類及び代理人の身元確認書類（コピー不可））
※本人確認書類とは を参照してください。
（①をお持ちでない場合、②を３点以上お持ちください。
）
□★「本人が来庁困難であることを証する書類」（任意代理人の場合のみ）
※診断書、本人の障害者手帳、施設等入所証明書

など

□「住民基本台帳カード（住基カード）」（お持ちの方のみ）

◇「個人番号カード」を全国で多くの方が申請された場合、交付まで相当期間を要することが
予想されます。
場合によっては、２月から３月のパソコンからの確定申告（ｅ-Ｔａｘ）に間に合わない可能
性もあります。ご理解のほど、お願い申し上げます。

「個人番号カード」・「マイナンバー」について、下記をご利用ください。

「個人番号カード総合サイト」
→ https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html
「マイナンバー総合フリーダイヤル」
→ 0120-95-0178（無料）
（受付時間 平日９：３０～２２：００ 土日祝９：３０～17：３０）
問い合わせ：役場町民課 57-6115

15
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田上町入札参加資格審査の申請
申請書は、新潟県様式に準じています。町ホームページに詳しく掲載していますのでご覧ください。

【提出書類】
建設工事入札参加資格申請

建設コンサルタント等入札参加資格申請

①建設工事入札参加資格申請書
②年間委任状
③営業所一覧表
④技術職員数等に関する書類
⑤指定工事の施工実績に関する書類
⑥技術職員名簿
⑦経営事項審査結果通知書の写し
⑧町税の納税証明書
⑨消費税及び地方消費税の
納税証明書
⑩経営事項審査申請書等の写し
⑪舗装機械の所有状況に関する書類
※舗装工事の参加資格を申請する方
のみ
⑫暴力団等の排除に関する誓約書

①建設コンサルタント等業務入札参
加資格審査申請書
②年間委任状
③入札参加希望業種（部門）一覧
④入札参加希望業種（部門）業績
⑤営業所一覧
⑥技術職員調書
⑦経営状況調書
⑧技術職員経歴書
⑨町税の納税証明書
⑩消費税及び地方消費税の
納税証明書
⑪登録を受けていることを証明する
書類の写し
⑫営業実績があることを証明する
書類の写し
⑬暴力団等の排除に関する誓約書

物品入札参加資格申請
①物品入札参加資格審査申請書
②営業概要
③営業の沿革、営業許可等一覧表、
契約実績一覧表
④委任状
⑤３か月以内に発行された法人登記
簿謄本または身分証明書
⑥町税の納税証明書
⑦消費税及び地方消費税の
納税証明書
⑧財務諸表（原本の写し可）
・個人用の場合は、所得税法第143
条及び同法施行規則第２編第３
章第３節による青色申告書また
はこれに準じるもの（資産負債
調、損益計算書）
・法人用の場合は、貸借対照表、
損益計算書、余剰金計算書また
は欠損金処理計算書
⑨機械器具設備状況一覧表（付表１
～３）※印刷に入札参加を希望す
る方のみ
⑩使用印鑑届出書
※入札、契約等において、登記所
へ提出した印鑑または登録印鑑以
外の印鑑を使用する場合のみ提出
してください。
⑪暴力団等の排除に関する誓約書

※町税の納税証明書は、原本の写しで構いません。町税の納税義務がある方のみ提出してください。町税の納税証明
書は、役場の窓口にて、発行します。
※消費税及び地方消費税の納税証明書は、原本の写しで構いません。個人用は所得税と消費税及び地方消費税用の納
税証明書「その3の2」、法人用は法人税と消費税及び地方消費税用の納税証明書「その3の3」になります。なお、
納税を免除されている業者も必要ですので、管轄の税務署で取得した上で提出してください。

◆受付期間

２月１日（月）から２月29日（月）

※持参の場合は土日祝祭日を除く。郵送の場合は当日消印有効。

【提出、問い合わせ】 〒959-1503 田上町大字原ヶ崎新田3070
役場総務課企画財政係 ☎57-6222
http://www.town.tagami.niigata.jp/living/co/co07.htm/
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1/16～2/15
月

曜日

16

土

17

日

【休日診療当番医】 監物小児科医院（加茂市旭町） ☎52-0800 〈時間〉9：00～17：00

18

月

心と体の相談会

9：00～11：30

保健福祉センター

19

火

20

水

育児相談会

9：00～11：30

子育て支援センター

21

木

補聴器相談（リオン）
つどい

10：00～10：30
13：00～15：30

役場
保健福祉センター

22

金

元気はつらつ教室

13：30～15：30

保健福祉センター

23

土

24

日

25

月

26

火

1歳6ヶ月児健診（平成26年5～6月生まれ）
2歳児歯科健診（平成25年11～12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

27

水

機能訓練

10：00～15：00

保健福祉センター

28

木

補聴器相談（リオン）

10：00～10：30

役場

29

金

乳児健診（平成27年9月生まれ）

受付12：50～13：20

保健福祉センター

30

土

31

日

【休日診療当番医】 ながば医院（加茂市番田） ☎53-0751 〈時間〉9：00～17：00

1

月

心と体の相談会
育児相談会

9：00～11：30
9：00～11：30

保健福祉センター
子育て支援センター

2

火

糖尿病相談会

9：30～15：00

保健福祉センター

3

水

機能訓練

10：00～15：00

保健福祉センター

4

木

補聴器相談（リオン）
育児学級（平成27年7～8月生まれ）

10：00～10：30
受付8：00～13：30

役場
保健福祉センター

5

金

10ヶ月児すくすく学級（平成27年3月～4月生まれ）
元気はつらつ教室

受付9：30～10：00
13：30～15：30

保健福祉センター
保健福祉センター

6

土

7

日

8

月

9

火

10

水

11

木

12

金

13

土

両親学級（平成28年5～6月出産予定者）

14

日

【休日診療当番医】 皆川小児科医院（加茂市神明町） ☎53-3530 〈時間〉9：00～17：00

15

月

心と体の相談会

月

日

1

月

2

17
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内

容

時

間

場

所

【休日診療当番医】 いからし小児科アレルギークリニック（加茂市幸町） ☎53-2250 〈時間〉9：00～17：00

【休日診療当番医】 堀内医院（加茂市加茂新田） ☎52-0953 〈時間〉9：00～17：00

湯っ多里館休館日

建国記念日
【休日診療当番医】 本間医院（加茂市後須田） ☎52-8936

〈時間〉9：00～17：00

受付9：00～

9：00～11：30

保健福祉センター

保健福祉センター

※【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）

絵本の読み聞かせ会のご案内

「行政への要望」と「暮らし」の電話相談

◇日 時 2月13日（土）午前11時～11時30分
◇会 場 原ヶ崎交流センター
◇対 象 幼児～小学生 ※参加費無料
◆問い合わせ：たがみサニープレイス
古川 ☎53-3473

行政機関への手続き、サービスについての要望
はもちろん、相続などの暮らしの困りごとについ
てもお気軽に相談ください。
◇日 時 月～金曜日 午前9時～午後5時
◆相談・問い合わせ：総務省行政相談委員
善養寺貴洋 ☎57-3988

新潟経営大学公開講座

行政書士による行政手続・相続等
に関する無料電話相談

◇テ ー マ

歴史人口学入門
歴史から少子化を考える
◇日
時 1月20日（水）午後6時30分～8時
◇会
場 新潟経営大学 教授 吉田一郎
◇申込期限 1月19日（火）まで
◇定
員 48名 ※先着順
◇受 講 料 無料
◆申込・問い合わせ：新潟経営大学 ☎53-3000

◇日

時

１月23日（土）、30日（土）
午後2時30分～4時30分
◆申込・問い合わせ：大塚行政書士事務所
行政書士 大塚義行 ☎57-4090

第230回

16ミリ映写会

おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母
さんも、子どもさんも、お友達をさそってみんな
で来てください。
◇日 時 1月23日（土） 午後2時～4時
◇会 場 田上町公民館 ※入場無料
◇内 容 「奈良の寺と仏像」
（法隆寺・薬師寺・東大寺・唐招提寺）
「とべオオムラサキ」
（オオムラサキをよみがえらせた体験
命の尊さ）
ほか全５作品
◆問い合わせ：相田良夫 ☎57-5086

第30回 新春美術展・いけばな展
【加茂市
◇日 時

県展・芸展・市展入賞入選作品展】
1月21日（木）～25日（月）
午前9時～午後5時（最終日は午後3時まで）
◇会 場 加茂文化会館 ※入場料無料
【新春コンサート～箏・尺八 寿ぎの音～】
◇日 時 1月31日（日）午後1時15分～
◇出 演 加茂邦楽こども教室・三条東高校琴部
箏曲理音会・高橋理香・中村仁樹
◇会 場 加茂文化会館
※入場料無料（要整理券）
◆問い合わせ：加茂文化会館 ☎53-0842

霜をりて朝日輝く雪の峰

収穫を済ませ一年畑仕舞

風にのり今日のトンビは空たかく

息災と願ふ米寿の年迎ふ

上

上
野

清水沢

本田上

湯

野

川

本田上

小柳白星子

山口

吉田

勘生

賢三

近藤 健一

小柳

玉舟

阿部 聆子

鶴巻新一路

（敬称略、順不同）

膨れつつ百里の大河去年今年

本田上

高橋

静栄

句

ひ孫児と玩具で遊ぶ年の暮れ

田上俳句会

川ノ下

本間

俳

護摩堂の山に向ひて年惜む

田上俳句会

山 田

千酔

恒子

寒鯉の唇に弥彦嶺影寄する

田上俳句会

渡辺

くち

岩肌に紅ひとすじのつたもみじ

山 田

（敬称略、順不同）

阿部 聆子

田上俳句会

歌

川

冬凪や廃車山積む休耕地

短

湯

来夏にも働いてねとカバーかけクーラーなしで暮らせないから

ことかね

クリスマス琴金演奏すばらしや老いて衰らぬまえむきこんじょう

恒子

阿部 聆子

小柳

山里

本田上

湯

加藤

尚久

（敬称略、順不同）

アンテナに一列ならぶスズメたち

山 田

岡田

柳

耳遠く押賣り電話あきらめた

羽生田

近藤 健一

川

年金の痛み分けあうお年玉

清水沢

坂内

川

かじかむ手ふところに入れ雪の朝

清水沢
昇甫

乱は去り今年は安がいっぱいに
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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。

防衛大学校一般（後期日程）学生採用試験

11／26～12／25届出分、
敬称略

防衛省自衛隊では、来年４月に採用する防衛大
学校一般（後期日程）学生の採用試験を行います。
◇試 験 日 3月4日（金）
◇応募資格 高校卒業（見込含む）～21歳未満
◇受付期間 1月20日（水）～29日（金）
◆問い合わせ：自衛隊新潟地方協力本部
加茂地域事務所 ☎52-5222

赤ちゃん誕生
ひ

な

た

本田上

小柳陽成汰（佑貴・千亜実）

本田上

松岡吉四郎（誠一・由羽子）

川船河

坂上

華（達耶・光）

青

海

渡辺

翔稀（政明・愛美）

下中村

小林

日和（由雄・明子）

山

佐藤

きち し ろう

田

お

はな

予備自衛官補募集

しょうき

一般の社会人や学生といった自衛官未経験者を
「予備自衛官補」として公募・採用し、教育訓練
終了後、「予備自衛官」として任用する制度です。
◇応募資格（共通）自衛官未経験者 男女
（一般）18歳以上34歳未満
（技能）18歳以上で、保有する技能に
応じ53歳から55歳未満
◇受付期間 4月８日（金）まで ※締切日必着
◇試 験 日 4月15日（金）～19日（火）
※いずれか1日指定
◆問い合わせ：自衛隊新潟地方協力本部
加茂地域事務所 ☎52-5222

ひより

りゅうせい

琉政（政彦・裕実）

く

や

み

青

海

小林

トイ（94）

中

店

川口

千春（90）

羽生田

宮口

ツマ（92）

下吉田

伊藤

晶（75）

上横場

中村

一義（58）

川船河

鈴木

政司（93）

下吉田

木津

文夫（79）

山

田

小野澤スヘ（92）

上横場

横山ハルエ（84）

羽生田

笠原

ヨイ（88）

羽生田

山田

松夫（87）

携帯電話へのメール配信サービス
毎月1日・16日は行政情報、緊急性の高い情報（緊急情報、不審者情報）は随時配信。
また、季節に応じて除雪情報なども情報提供します。下記メールアドレスに空メールを
送り、登録画面から欲しい情報を選択してください。
※氏名、年代、性別、居住地は必須ではありませんが、差し支えなければ
ご回答ください。 （今後の配信サービスの内容向上に役立てます。）

「p-tagami@b.bme.jp」
※登録無料。ただし、別途通信料がかかります。
「b.bme.jp」・「tagami.ed.jp」をドメイン指定してください。

田上の学校

へいげい

明治時代の校長というと、髭を生やし相手を睥睨している

加藤美生校長先生について①

貫禄のある校長の姿や顔のイメージがある。事実そうなのか

もしれない。

し か し 、 全 員が そ う だ と は い わ れ な い よ う で あ る 。 こ こ で 、

13

田上小学校２代校長の加藤美生先生を紹介したい。美生校長

は初代校長の加藤美昭・マスの長男として明治元年３月 日

年５月今町小学校首席訓導に転

に田上村に生まれた。新潟尋常師範学校を卒業して五泉小学

25

年７月田上小学校首席訓導（校長）として赴任

29

校に赴任。

高等小学校長を兼任する。

出した。この間は高等小学校の独立に尽力し軌道にのせた。

この田上村の時代には特筆すべき事は伝わっていない。彼の

名が出てきたのは次の新潟高等小学校の訓導に転出してから

である。

当時の教員は、かつて武士であった者、塾の先生、地元の

年の「小学校令」の改正で小学校の教員は、小学校

有識者等がなり、そのなかの年長者や地元の有力者が校長と

明治

なっていた。

教員免許状を有する者となった。免許状を得るためには講習

を受け検定試験に合格することが必要となったが、形式的な

ものであった。その時代に師範学校を卒業した者は訓導様と

才代後半には校長になっ

」 1月号

いわれ、特別職のような存在で、

ていた。

広報 たがみまち 「

それが、この条例の改正によって「市町村立小学校の教員

●

及び校長の任用及び解任は府県知事、これを行う」と改めら

れていた。

投稿…吉沢和平（上野）

19

20

23

QRコードからでもメール
アドレスを取得できます。

問い合わせ：役場総務課 57-6222

※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。

26

こんなに早くに顔を出しました！
こんなに早くに顔を出しました！
昨年の12月、田上小学校裏の水ノ入地内で、早くも筍が採れ
ました！暖冬の影響なのか春と勘違いしたのかな？情報提供し
てくれた阪内さん（あじさい塾・塾長）によると「今回取れた
場所では、１～２月ころに採れたこともあるが、12月に採れた
のは初めてです。この地域は温泉も近く、地熱が高いことと関
係しているかもしれませんね。」とのこと。採れたての筍は、

2016

とってもみずみずしく、おいしそうでした。

1

■投稿記事あて先／ 〒959-1503 田上町大字原ヶ崎新田3070番地
田上町役場総務課 57-6222
メールアドレス t2222@town.tagami.niigata.jp

No.554

援

応
子育て

お手軽野菜レシピ 10

山田地区食推のおすすめレシピ
■発行所／田上町役場
0256-57-6222
http://www.town.tagami.niigata.jp

今月は、大根や里芋がたっぷり食べられる、そぼろ煮と、れんこんのシャキ
シャキ感を生かした、サラダを紹介します。子どもたちや、若い方にもきっと
喜ばれる、おすすめレシピです。

おいしい、
根菜類の料理が
勢ぞろいだよ！
米たより
田上レンジャー
（田上町食育推進キャラクター）

★大根と里芋のそぼろあんかけ
材料
（6人分）

▼れんこんのごまマヨサラダ

▲大根と里芋のそぼろあんかけ

作り方

★れんこんのごまマヨサラダ
材料
（6人分）
作り方

れんこん…４００ｇ
【Ａ】 酢…大さじ２ 砂糖…大さじ１ 塩…小さじ1/2
【Ｂ】 白すりごま…大さじ３ マヨネーズ…大さじ６

■編集／総務課

①れんこんは、皮をむき薄い半月切りにする。たっぷりの
お湯にれんこんを入れてさっと茹で、水でヌメリを洗い、
ザルのあげてペーパータオルで水気をふき取る。
②容器にれんこんとAを入れラップをし、電子レンジ600Ｗ
で2分加熱して混ぜ合わせて冷ます。
③冷めたらＢを加えて和える。保存容器に入れて冷蔵庫で
保存する。（保存期間は3～４日）

町 の 人 口（12月31日現在）
世帯数
（前月比）

■印刷／阿部印刷㈱

人 口
（前月比）

4,163

世帯

12,333
－ 14

人

町の木
サクラ

①大根は皮をむき、輪切りにする。面取りして下茹でする。
②里芋は皮をむき、かぼちゃは食べやすく切る。
③鍋に茹でた大根と里芋を入れ、ひたひたの水と調味料を入れ
て煮込む。途中で南瓜も入れる。
④そぼろあんはフライパンに油を引き、ひき肉を炒め、水と調味
料で味をつけ、水溶き片栗粉でとろみをつける。
⑤器に煮物を盛り、そぼろあんをかけ、ねぎのみじん切りをのせる。
※今回のかぼちゃは夏収穫したものをカットし、生のまま冷凍保
存したものを凍ったまま煮立った煮汁に入れて煮ました。

★食推紹介コーナー
山田地区の食推は16名です。年に２回、町の伝達調理を地区の方々に伝え
ています。また、地区の観桜会、夏祭り、敬老会、三世代お楽しみ会、炊き
出し訓練などの行事にも、地区の皆さんと交流を深めながら食の大切さを伝
える活動をしています。

みんなで取り組もう！ 田上の食育 役場保健福祉課 ☎57-6112

町の花
アジサイ

＋6

大根…中1/2本 里芋…中6個 かぼちゃ…6切れ
【調味料】
酒…大さじ１ みりん…大さじ１ めんつゆ…大さじ３
しょうゆ・塩…少々
【そぼろあん】
豚挽き肉…２００ｇ 油…少々 しょうゆ…大さじ１
みりん、砂糖…少々 片栗粉…大さじ1.5
長ねぎ…少々

今 月 の 納 税
◆国民健康保険税10期
◆町県民税４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】 今年は申年ですね。さると言えば、日光東照宮の三猿が世界的にも有名ですね。この三猿は、昨年弥彦村で
開催された天野尚さんの写真展で見ました。三猿意外にも日光東照宮の写真がいくつかあり、
とても美しい写真に感動しました。実物は見たことがないので、今年、現地に行ってみたいです。

陽
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