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財政的な影響を及ぼして来ていま
す︒地方交付税の減額や︑法人税
の伸び悩みによる国と県財政︑そ
して町村財政へと︑地方財政の引
締めが要請されてくるのでありま

さて︑私達はこの一年間社会経
済情勢の変化によって町民生浩が
変化することを目のあたりにみて
その地域の将来を考え︑現在の間
題解決策を検討しその実情につき
対策促進に努めたいと思います︒
然し乍ら未だ道路交通︑産業文化
教育設備︑環境衛生などの各種の
公共施設において︑最近の教育水
準や︑マスコミの発達などから皆
さんの欲求力は予想以上に高く︑
その欲求に応ずるための格段の行
政努力を進めねばなりません︒
また過疎問題も一層深刻さを加え
て参りました︑この解決も急がね
ばなりません︒これらの諸問題は
今後の実行活動において︑国︑県
政の面にも反映させてゆかねばな
らないとも考えております︒
その第一は道路問題︑町道整備
に力を注ぎ︑過疎対策の重要事業
として目下実施に入っております
第二に雪の問題だと思います︒
これは︑雪の中で生活してみて始
めてその苦労と難渋が身にしみる

ン
侶

・顧呑はだめだと想います︒こめ雪脇

の藻がE過礎大きな影響を︑押

対策を図りたい所存であります︒

い

及豚していると思します︒四十六幽
年度事業として雪上車と圧雪車の偽
増加をなし︑試験的ではあるがそV
の実施に入っていますが︑良結果︾
煽
を得られ﹄ば新年度は大巾な増強藁
雪のない夏の季節に︑或は消雪期︽
に豪雪対策だとか視察調査が果しV
て特別豪雪地帯の生活が苦労が納
得と了解ができるものかどうか︐ゆ
指定地であ︐りますの︐で︑雪の生活賦

ご存知のように︑当町ば特豪地帯．州

！

︑．

り

︾

〜
環境改著に一段睾力を注ぐ考えで︑㌔
あグます︒

第三に僻地医療賜題だと思いま︵
につながることであり︑殊に出穣．㌔

す︒ぞ．︸のことは．地域住民の福祉酬

過疎と人口流出︑そして豪雪とい♂

者の留守家族に対する医療対策￡
う特種地帯における町内の各医療〜
機関の経営及び労働加重緩和のこ︑

とやその他予防医療等々多くの鷹

題をかかえており享．従．て︑押

事あるごとに関係輪髪期対灘

を轟戟欝巖ぎる地方行W
政をどりまく諸筒題は誠に由々し︑耀
︾
︐いものがありまして︑過疎事業を
の

始めとし町の皆読と共嘉合惣

一

㎜
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一歩一歩住みよ㌧郷土作りに推進ら
の年輪を刻んで大樹となるまで新内
へ
年度は更に勇気をもって当たる考︾
ヂ
えでおります︒
︵
以上新春に際し︑所懐の一端を︷
申し述べ︑併せて皆さまのご多幸矯
とご健康をお祈りして︑私のあい〜
も
さつといたします︒
の
じ
〜ら；匁ノも一鴨侮ニンも﹄4・︑噸も葛︽﹂監︐し
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だといわれていましたが︑八月中

後半において急な冷えこみのため

中︑晩生種の出穗が障害を受け︑

1，661，200
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置

水稲共済金は
︷九九戸に⁝⁝

︑この対策は他力本〜
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作

から︑経済界の波紋はより深刻な
業想を呈することNなりました︒
このことは︑町村行政につ︑いても

利

き︾︸〜監く〜ン︸︾㌔〜莞︽〜〜〜︾︑〜考ぐ
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松代町長

昭和四十七年の新春を迎えるに

七〇年代がはじまって︑すでに

あたり ︑謹んで皆さま方に心から
㌔お慶びを申し上げます︒

のニカ年の歳月を経過した︑周知の
一とおり︑この七〇年代は︑激しい
〜流動と変革の時代であるといわれ
︵ています︒そして行政のあらゆる
ψ分野において︑いままで経験した
︵ことのない新しい事態への挑戦が
︵要請されることとなるのは必然で
帖あります．︑

〜 七〇年代は過去めどの時代より
﹁人間性豊かな福祉生

︵も異質の時代としてとらえねばな
ぜりません︒

︾活の確保﹂が新時代の目標であり
へ﹁公害防止への重点投資﹂が必要
漕とされている︑重化学工業重視の
い時代は終って知識集約型産業へと
〜移行しつ﹄あ惹と考えられます︒
い が然し︑わが国の経済成長は︑
討しばらくは世界各国から驚異の目
凹をもって迎えられていたが昨年八
︵月のドルシヨツク以来︑アメリカ
︾を始めヨーロツパの先進諸国から
㌔いっせいに︑その強引な進出ぶり
一につよく反省を求められることに
いなりました︒そして産業界に対す
へる影響は殊の外大き／＼昨年初秋

山

これが原因の稔実障害又は穂首︑
二︑〇六七︑五〇〇円が支払い
枝梗イモチ︑ウンカ等の病虫害を
昭和四十六年産水稲の被害状況． 誘引し︑早生を除いた︑中︑晩生
並びにその共済金が︑十二月十八
種にはさんざんの年でした︒
日付で︑農協個人貯金口座に振込
特に越系品種の﹁越みのり﹂ ﹁
み支払いされましたのでお知らせ
越光﹂ ﹁越ほまれ﹂ ﹁越ゆたか﹂

i

l

秋
が三割以上︑総被害の六〇％以上
をしめているということは︑まこ
とに残念なことでした︒
被害の内訳けは次の表の通りで

2，067，500

計」，9451515
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いたします︒ ︵産業課共済係︶
昨年の稲作は︑豪雪︑減反と春
先より大変の中にあったけれども
漸次好天気に恵まれ︑青作は豊作
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報告事項．

第四回の町議会定例会は去る一
二月二四日午前一〇時より開かれ
ました︒このH議題として提上さ
れましたものは
請願︑陳情事項

町長の提出議案
で計一〇件でした︒
︐午前一〇時議長開会を宣言し︑

会議録署名議員の指名に入り二名
の議員を任命し︑続いて会期の決
定に入り︑二日間を決定いたしま
した︒

太郎︶より農道︵海老︑犬伏︑小荒

次に請願︑陳情事項に入り
▲濁部落の中学生通学困難による
寄宿補助の陳情
▲教育費増額に関する陳情
▲月池・松代線除雪に関する陳情
の三件が行なわれましたが︑第二
の教育費増額に関する陳情は町の
PTA連絡協議会長より︑教育予
算の増額を︑また月池・松代線の
除雪に関しては︑室野〜福島間道
路の除雪を図り物資等の輸送で出
来る様に陳情されたものです︒
続いて報告事項に入り︑社会常
任委員会︵委員長高橋忠平︶より
水道拡張事業予定水源地視察︑室
野保育所建設予定地視察︑危険物
処理場現場視察の報告があり︑産
業経済常任委員会︵委員長米持幸
戸︑福島︑室野︑儀明︑池尻︶の
開設及び復旧工事視察と萱場線舗
装状況報告がなされ︑建設常任委
員会︵委員長市川璋次︶より町内
各地の土木事業の調査報告が行な

次に提出議決を見ました議案は

われました︒

次の通りです︒

新潟県町村人事事務組

議第騙号 田代部落陳情審査結果
特別委員会報告に関する件
︵田代部落の離町陳情に関する
審査の報告が委員長よりなされ
ました︶

議第二号

合を組織する地方公共団体の数
の増加及び規約変更について
︵これは松代町と関係ありませ
んので省略いたします︶

1

議第三号 新潟県町村職員退職手
当組合を組織する地方公共団体
の数の増加及び規約変更につい
て
︵これも関係ありませんぜ
議第四号 昭和四六年度松代町一
般会計補正予算︵第三号︶
︵才入才出にそれぞれ二〇︑コニ

四千円を減額とし︑才入才出予
算総額をそれぞれ五六二︑〇一
七千円とするということで︑主
に農業用施設災害復旧費と総合
センタi建設費の減によるもの
です︶

尚一般質問が二四日の午後と二五
日の午前に一〇名の議員よりなさ
れ︑山積みする町の諸問題につい
て真剣な質疑応答が行なわれまし
た︒

今日も雪上車が道ふみ
町の道路無雪計画が推進
この土地に住むものにとって︑
冬の道路の確保は永年の夢であり
強い願望でもあります︒町として
も主幹道路はせめて無雪化し︑住

民の足を確保したいといろく計
画をたててきました︒ことに近年
過疎化や出稼ぎなどの関係から︑
部落間の道ふみも容易でなくなり
この問題は深刻化してきました︒
昨年来町では総合開発計画の中
でも大きくこれを取上げ︑種々研
究をしてきましたが︑本年度は積
極的にこれに取組み︑せめて道路

います︒．

の圧雪だけでもと︑大型雪上車の
増加︑中型雪上車の購入︑ブルド
ーザーの随時出動等により︑計画
推進に当ることになりました︒
中央︵松代︶︑清水︑蒲生にそれ
ぞれ大型雪上車を配車し︑降雪日
は毎日︑朝夕︑蒲生i松代︑清水
−松代間に車を運行︑松代の大型
車は緊急時にそなえて待機させて
おくほか︑池之畑︑下山方面へも
随時出動し︑できるだけ道を確保
すべく計画されています︒
尚清水︑蒲生の車は随時︑儀明
仙納︑莇平︑桐山方面へも出動し
できるだけ圧雪を図る様になって
また中型雪上車は菅刈︑福島︑
竹所に配車︒菅刈i松代︑福島−
室野︑竹所！木和田原間の圧雪に
当り︑その他できれば近在部落間
への道路圧雪にも当る様になって
います︒

国道︑県道も今年は田沢ー室野
間が二種路線道路となりましたの
で︑車が止まる様なことがなかろ
うかと思われますが︑いずれにし
ても︑町内の冬期交通路の確保に
ついて︑第一歩が強く打出された
ことを喜びたいものです︒

和牛繁殖優秀農家表彰

彰されました︒

本年も和牛繁殖優秀農家として
次の八農家が選ばれ︑町長から表

滝沢
蒲生
千年
小屋丸
池之畑
下山
東山
仙納

佐藤富士郎
室岡庚一郎
佐藤 辰平
柳
茂雄
山賀宗一郎
宮沢 長三
山岸 正男
池田 豊吉

こN数年来︑牛の飼養農家が減
少している中にあって︑五連産以
上の繁殖成績をおさめた農家が案
外多かったことは︑まことに力強
いことだと思います︒それぞれご
苦労もあったことと思いますが︑
これからも一層努力を願って︑孟
地の柳文八郎さんの十五連産の記
録を更新するよう期待しています
尚︑表彰を受けられた方々は次
の通りです︒
・八連産
・六連産
・五連産
・五連産
・五連産
︒五連産
・五連産
・五連産

（3）
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思う︒

㌧

︵富沢清次︶︷

情報化時代の子供は︑素直で純朴㌦
で服従的であることはよいとして凧
も厳しさに耐える強い力を育てな叛
いと子供の不幸︑親の不幸になら芭
ないだらうか︒円の切り上げで国㌦
際的にたたかれて経済競争の激し嘱
い都会地に出て甘える人もいないへ
職場で勤めるにしても︑過疎の波︵
に打ち克って郷土を建設するにし︷
ても七〇年代は実に容易でないと酒

は経済的地位の向上が望めない︒

帯の方々が転出されてしまった︒討
勿論深い事情もあられたでしょ♂
うが︑今頃はきっと郷里の正月を副
思い出しておられることでしよう討
如何にこの土地を去っても心のザ
よりどころである郷里を忘れるも帰
のはいないでしようし︑忘れて捨︸
てるようでは人間としての成長は婦
おぽつかないと思う︐
挿
人間誰しも文化的生沽を求めな娠
いものはいない︒生活水準の向上恥
した今日︑旧来の農家径営だけで㌔
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年頭所感

純白な雪の原はうらNかな初日
の光をうけて輝いている．その中
・を昔に変らぬ渋海川は長々と静か
に流れて誠に平和な景色である︒
出稼ぎ先から帰られた方達は温
かく家族に迎えられて楽しく年越
・しをされたことでしよう︒人間は
いつどこにあっても強く正しく生
きるには心のなごむよりどころを
必要とするもので︑そのよりどこ
ろは人によって多少の相違はあっ
ても︑山水の美しく︑清らかな︑
一そして祖先の安らかに眠られる我
帰等の古里︑松代町こそ最も条件に

昨年はこの松代町から九十三世

尚︑休耕奨励補助金の概算金払

基本額一生産調整数量に1紹当68円乗じたもの

・かなう土地だと思う︒
．・：9．．．．φ1り：・：◎︒㌔9︒り・ゆ．．◎＝φ9働3φ．♂＝．9．⁝ゆ5︒・博

ざいました︒お陰様にて︑それぞ
れの申請に基づいて現地の確認も
終り︑休耕奨励補助金が四六年一
二月二七日付で農協の各人貯金口
座に振込みされましたのでお知ら
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実績の内訳

せいたします︒
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昭和四六年度米産
調整の状況は⁝
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その他転換、転作が該当

2，930，540
も3

︵町産業課︶

松代幹部派出所

緋電話番号異動H︵追加︶

安全な取扱いをする︒
・火気を使用しているときは︑そ
の場所を離れない︒
・留守にする場合は必ず消火する

どの暖房器具は説明書に合った

所では父兄が付添う︒
・石油ストーブ︑ガスストーブな

い︑悪天候の日や危険のある場

︒児童生徒の集団登︵下︶校を行な

︒消火栓や消防器具置場︑非常口
は必ず除雪しておく︒
・川や池︑橋︑がけなどの危険個
所に漂識を立てる︒
・なだれの危険個所には標識を立
てるほか︑まわり道をするなど
して︑なるべく危険個所を通ら
ないようにする︒

・屋根の雪おろしは早目にする︒
・道路の雪ふみ︑除雪をする︒

しましよう︒

逃げ場がなくなるなどのことから
尊い人命が失われる危険が高くな
ります︒お互いに次の点にじゆう
ぶん注意して︑事故のないように

家のまわりが雪の．壁になっていて

大雪になると︑家がっ審池る︑
なだれの下敷にな冷︑兆事が出で
も消火作業がむずかしくなる︑又

なりそうです︒

〜雪による事故を防ぐために〜
新潟地方気象台発表の長期予報
によると︑この冬は寒暖の変動が
大きく︑一月下旬︑二月前半ころ
には寒さの続く期問があり大雪に

表の通りです︒

米産調整実施明細については別

あります︒

転作された方については︑それ
ぞれ計算された加算金が合わせて

％︵一勿当り二八円︶です︒

支払われましたのは︑残りの四〇

ので︵青刈は一一月六日付︶︑今回

いが八月一八日付で六〇％︵一吻
当り四〇円︶支払われております

（4）
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