積211・44鳶ガ

面男女計世

帯数

貨物の取扱い︑急行停車など

問題解決へ努力
すぶって︑その成行きが注目されていましたが︑このままでは早

北越北線については︑これまで市報で再三にわたり現状その他
をお知らせしてきました︒ご承知のように駅舎の位置間題がく

してありますので︑最近の情勢
について市長の説明を申し上げ

発行︶でお知らせしてあり︑そ
の後の経過も再三にわたり掲載

号︵昭和三十九年七月十五日

格したのを機に︑市報第九十三

十五日鉄道審議会で着工線に昇

期着工にも響き延期の可能性も出てくるというような情勢から
村山市長は去る三日市議会︑商工会︑青年会議所および各業界の
有力代表者それに現駅賛成反対両期成同盟会代表らの出席を求
め北越北線についての現在までの状況並びに経過等の説明を行
ます︒

市の世論として必ず急行がとま

意見を承わったが︑私は十日町

停車と︑貨物の取扱いのことだ
が極めて重要な問題でいろいろ

いうことであった︒そこで急行

についても十分調査中であると

話しをしてきたが︑現駅乗り入

したが︑このあとにも田中支社
長にもあい︑約二時間にわたり

実施と︑工事の促進方をお願い

川工事部長にあい︑調査の早急

鉄道公団本社の常務理事と︑小

九月二十七日に私は独単で︑

村山市長の説明︵現況︶

い各代表の意見をききました︒この結果十日町市将来の発展と

いう大局的な見地からまずもって早期実現を要望するという意
見が集約されたほか現段階で新しく問題の焦点となった貨物の
取扱い︑急行停車の実現のためさらに全市民の結集した運動と
して強力に盛りあげていかなければならないという結論にほぽ

越路新報︑十日町タ

た場合でそれぞれ違ってくる︒
しかしどちらの場合でも貨物の
取扱いについては十分検討する
まいったわけです︒

ということで話し合いがっいて

﹁北越北線がようやく着工を目

前にしている時点において︑大
きな観点から少しくらいの利害
というものは目をつぶっていた
だかなげればならない段階にあ
ると思う﹂

﹁織物業者の立場からすれば経

絶対にハンコを押さないといわ

済上重大な問題であると思う．
地元で争っていると運輸大臣は

そこで私は︑四︑五日前公団
本社ならびに関係者等重要メン
パ：と会ったわけだが︑全体の
っともめているのじゃないか︑

現駅乗り入れ側の意見として

て解決に努力すべきだ﹂

めには私情を捨てて取りくむべ
きだ︒そして駅は公団に一任︑
貨物の問題は市長が先頭に立っ

で早く世論をまとめてほしい﹂
﹁十日町将来の百年の大計のた

ただくことが一番よいと思うの

れている︒白紙一任でやってい

空気から察すると十日町はちょ

こういう情勢もあるので慎重に
検討というか延期というかある
程度延期の可能性もあるような
清勢である︒

において活発な意見が出されま

以上のような市長の説明に対
し各出席者からそれぞれの立場
したが︑最初に大局的見地から
まずもって早期実現が望ましい

という意見をまとめてみますと

は﹁駅問題は少くとも二十年︑
三十年の十日町市の未来図を絵

にかいて︑それを中心として経

つぎのとおりです︒

済の伸長などいろくな間題を
けることになる﹂

﹁地元のうごきで延期になれば
関係市町村にも非常に迷惑をか

見は﹁十日町市将来の設計図と

卸
齪

なると現駅乗り入れよりか︑む 摺
しろ広々とした場所の方が発展

お
の可能性があると思う︒特定の㎜馴

運動によって︑自分たちの生活矧
は
の基盤を奪われてゆくことに反㎜引

対だが大局的見地から公団が⁝㎜

い﹂

糊灘鱗蔽灘藤號

社会保険事務
相談所開設

長岡社会保険事務所では社会

保険の趣旨普及をはかるためつ

㎜馴ぎのとおり相談所を開設しまし

決琴詮協力はやぶさかで蕊
溜

㎜㎜

から午後三時まで︒

旧帽たのでご利用下さい︒
その他の意見として
﹁八月二十五日ころの陳情だと ㎜㎜O相談日 毎日二十日午前十時

思うが公団ではいまの駅より一

㌔三百摺上の方に地下駅とな 糊◎場 所 十日町織物会舘
る︒しかも三つの案を示された ㎜㎜0内容社会保険のこと徽ら
んだが︑白紙委任はそれから考㎜．．㎝ なんでも相談に応じます．こ

市内春日町三太田修さん︵五

三万円を宥附

えると地下駅になって︑貨物の⁝ 酬 のほか質間︑苦情︑届書︑申
取扱いもないと市全体の経済の⁝郡 請︑請求書の事務指導をしま
関係から︑大きな問題だ﹂に対㎜ ．引 す︒

して市長は﹁千三百厨離れたと・
引

ころ︑あるいは地下駅の話もあ㎜

りましたが︑現在弾性波調査を⁝ 囲

釈も変ってくるのではないか﹂

している段階で︑公団のハラは ⁝皿十八︶は銀行員として三十有余
鵬年勤続︒このほど円満退職した
はっきり申し上げてまだ決まっ
ていない﹂と述べ︑また﹁貨物 ⁝㎜ので︑社会福祉事業にと三万円
淵を社会福祉協議会に寄附されま
駅の問題は重大だから議会でも

ういう立場で位置というものを

との意見に対して市議会側では

堀り下げるべきで︑私達も利害
得失はないとはいえないが︑こ
﹁農家の立場からすれば︑自分
の土地が鉄道の敷地になるかも

てまでやれというのではないわ

重くみていただきたいと思う︒
しかし早期着工をたな上げにし

した．

撒 法律人権相談

前十時から午後三時まで

隅一︑とき十月二十五日︑午

淵

⁝7︑ところ吉町市中央公民

㎜㎜

弁護士︑人権擁護委員等

県税自動車税第二期分納期限

納期内納入を〃

みんな揃って

③法律扶助について

法律問題

②民事︑刑事︑その他の一般

ω人権侵犯に関する間題

⁝㎜四︑相談内容

㎜㎜

閤

︸㎜

㎜㎜

㎜㎜口．

ご鞭縫をお願いするしとの所信 ⁝竃橋登録︶客な・て下さ
が表明され最後に︑貨物や急行 摺い．移転︑廃車等に対する自動
間題など新事態に対処して新し 淵車税は月割課税となりますので
い観点に立ってスタートし︑全 ㎜㎜手続きが遅れますと納税者︵所
市的な運動として今後市長の努 ㎜㎜有者︶が不利益を受けます︒

力を得て運動をやっていきたい ㎜㎜下取芝出す車︑使用不能等
市民の皆さんの絶大なるご協力 ㎜㎜で廃車する車は早急に手続︵移

んをはじめ議会︑その他の協 淵◎移転︑廃車の手続きは早急に

の段階であるので︑市民の皆さ

期実現．公団が決めるんだとい
㎜㎜は十月三十一日です．
うことで了承願いたい．急行は
淵 納付︵納入︶場所 最寄の銀
必ずとめると公団側ではいわれ
ているが︑貨物の取扱いは考慮 糊行︑郵便局︑又は財務事務所窓

あげているので︑白紙一任︑早

と︑公団及び各関係方面に申し ㎜︸

市長から﹁いまのところ十日町
隅
市はけっして紛糾してはいない
から早期着工をしてもらいたい

な意見や質問が出されましたが

以上のほか︑その他いろく

弁がありました︒

って基本線は変らない﹂との答

っていることがはっきりしたの
舘
で意を強くした︑急行停車︑貨
物取扱い間題は今後の問題であ ㎜㎜三︑相談担当者

﹁双方のご意見は基本的には違

対策をたてるというような話も
でているが︑白紙 任という解
なれて根本問題となると自分の

これに対し乗り入れ反対の意

けだ﹂

しれないし生活基盤に影響する
重大な間題だが個人の利害をは

ければならない﹂

希望条件もある程度セーブしな

日

運転者協会︑青年会議所︑記者
クラブ︑織物組合などが期間中

〜02
ただいま秋の交通安全運動が

の街頭指導にあたっていますの
で︑全市民総ぐるみのご協力を

お願いします︒なお市交通対策
協議会では交通安全クイズを募

行われています︒ことしに入っ
て二輪車運転︑同乗中の事故が

急増の傾向にありますので︑歩
行者の安全な横断︑自動二輪車
原付自転車及び自転車の安全確

集中ですせいぜい応募下さい．

回も市役所︑市議会︑安全協会

保が重点におかれています︒今

お

織

お

ロ

ぼ

ぬ

さ

さ

留

コ

しぽられ︑村山市長も五万市民の総意として重大な決意をもっ
ぐこの問題解決のため︑努力すると強調︑今後に大きな期待が
かけられることになりましたo以下は当日の会議録の主な内容o

務︑睦社長︑滝文社長

織物関係 島田理事長︑関芳専
青年代表 田村︑滝沢︑諸里︑
南雲︑根津︑山本

樋口議長︑柳副議長︑

出席者

現駅乗り入れ期成同盟 坂田︑

市繕会

竹内 石坂︑山田︑島田各常
任委員長

報道関係

山内︑関口
同反対 庭野︑関口︵梅︶植木

商工会 丸山会長︵水沢︶
地区商工振興会 藤木︵中条︶

山田︵下条︶村山︵同︶丸山
︵吉田︶各会長

物取扱いのことはまだ駅の位置

るよう︑強力な要望はしてきた
これに対し田中支社長は必ずと

上越西線という仮称で運動が

定について

〇十日町市国民健康保険診療所
条例の一部を改正する条例制

〇十日町市へき地出張診療所設
置条例制定について

制定について

◎十日町市職員特殊勤務手当支
給条例の一部を改正する条例

挙について議員
小林勝平

◎新潟県十日町市︑川西町伝染
病舎組合会議の議員の補欠選

島田直治︑柳宗平

◎消防委員会委員を定めること
について委員

柳儀一

て委員

まると言明された︒それから貨
はじめられた当時からのいきさ

イムス︑十日町新聞︑毎日新
聞

︵六箇︶斉木︵吉田︶竹内

商工会議所 菅村会頭︑片専務
震業関係 樋口農協組合長︑井
口︵水沢︶近藤︵下条︶福崎

正予算︵第三号︶

0昭和四十一年度十日町市国民
健康保険特別会計事業勘定補

がはっきり決っていない．現駅
へ入った場合と別の場所へ行っ

十

つは︑去る昭和三十九年六月二

九月十三日開会

第三回定例会
七日閉会
議案処理結県︵原案可

0昭和四＋一年度十日町市国民
健康保険特別会計直営診療施
◎昭和四十一年度十日町市と畜

決案件のみ︶

◎十日町市露店市場管
理条例の一部を改正

場特別会計補正予算︵第一号︶

設勘定補正予算︵第三号︶

する条例制定につい

0昭和四十一年度十日町市簡易
水道特別会計補正予算︵第一
号︶

員会設置について委員は

◎関越自動車道誘致対策特別委

直治

歩行者の安全な横断

濡

さ

ホ

さ

欝灘

噸

︵川治︶の各理事

て

の変更について

◎大字及び字の区域並びに名称
◎字の区域廃止について

山田正邦︑樋口政太郎︑山田

◎工事請負契約の締結について

◎野中辺地に係る総合整備計画

O教育委員会委員の任命につい

桂柳宗平．石坂正隆︑島田
の策定について
◎昭和四十一年度十日町市一般
会計補正予算︵第六号︶

秋の滋

（住民登録による人口）

十日町市役所
発行所

毎月15日

納期10月31日

さ

お

た︒

課

十日町財務事務所

にまとまり会議を終了しまし ⁝㎜ 山ノ下︑新潟陸運事務所︶

力を期待するという方向の意見 ㎜㎜︵登録手続先 新潟市出来島字

隅

ホ

⑥1
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発行
（昭和32年6月5日第3種郵便物認可）定価一部5円

23，998
26，223
50，221
10，269

市町村民税（第3期）

15
10，
41．

2◎

1
No，

一266一

磁

街地で行なわれます︒

十三旧十高グラウンドおよび市
行事の概要については前月の

市報でお知らせしてありますが
同大会には県下各市町村︑消防
関係︑．消防庁︑自衛隊など多数

が来市︑特に市中行進︑放水演
なも0で市民の皆さ・んの目を見

習は市独自のものと違い大規模

1230〜13．20

丸か︑揚げ︑市

の町内は同時

旗と日の丸の
小旗をお持ち
に街路灯にも

掲げてくださ
るようお願い
します︒また
紅白の飾り 幕

のある方は張
っていただき
たいと思いま
す︒

市中行進︑

放水演習の 見

は本町三の北

市中行進に

行事を盛りあげ︑叉スムーズに

吉

六

田地区

箇地区

沢地区

下条地区
水

法人募金
学校募金
一︑

二三︑ 九一〇円

れ︑県知事を
はじめ来賓が並びますので見学
者は検閲台 附 近 の 立 入 り に つ い
います︒

て迷惑にならないようご注意願

特別清掃地区内ゴ︑・・収集計画

説明会は去る七日十日町公民舘
で同地区内の嘱託員と衛生組合
長を集めて行なわれましたが︑

いては十七 日 か ら つ ぎ の 要 領 と

焼却場完成までのごみ収集につ

三七三9

一三一︑

OOO円

OOO円

三二〇円

でも︑ごみ収集車のところま

一︑オルゴール及び鈴をならし
て集めにゅきますのでお手数

た︒

日割で実施することになりまし

七〇︑

で持寄って下さい︒

○○○円

水槽付消防車入る
市消防署にこのほど水槽付消〃
〃
防ポンブ自動車が配置されまし〃
た︒千五百鰯入りの水槽と百団艀︑

の化学消火剤を積んだ新鋭車で㎜
消火栓を使わずに火災現場で直

幌冊中奪．州り

．﹁﹂﹁

なわれますが︑ご承知のとおり

邪魔にならないよう︑またケガ

道路がせまいので︑見学者の方
もこの点お含みおき願い演習の
のないよう充分御注意下さい︒

コミ︑

市営住宅の申し︐込み

昭和四十一年度建設の四日町
団地二十戸の市営住宅を左記の

る総所得を所得税法第二章第
一節所得金額の計算方法の例

轟艶

通り入居申込みを受付けします

に準じて算出した所得金額を
十二で除した額の合計から扶

ー四日町団地

一︑受付期日

除した額が二万円以下である

十一月十日
三千円位︵予定︶

町二丁目︑昭和町三丁目︑西

福祉事務所にお問い合せ下さい

なお詳細につきましては社会

六︑家賃

五︑入居予定月日
頃の予定

四︑種別構造別︑第二種木造平
家建一棟二戸建二十戸

い者であること

⑤国税︑地方税を滞納していな

が明らかな者であること

㈲現に住宅に困窮していること

こと

養親族一人につき二千円を控

昭和四十一年十月十五日〜十
月二十二日
二︑受付場所
十日町市役所内︑社会福祉事
務所

三︑入居者の資格
ω市内に住所又は勤務場所を有
している者
②現に同居し又は同居しようと
ゴる親族︵婚姻の届出をして
いないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者︑その他婚
姻の予約者を含む︶があるこ．

と

③収入基準は過去一年間におけ

掃区域外の危険物収集を行な

寺町︑七軒町︑泉町︑加賀糸

︵祝祭日地区収集の

います︒

高田町三丁目東︑高田

イ︑渇水のため︑ダム下流の水
が少ないときに降雨などで上
流からの増水が生じたとき︒
口︑洪水翼び不慮の災害などで
取水口の放流が急激に増大す
るとき︒その他水難防止のと

レソについてつぎのとおり吹鳴
の時機が示されました︒
宮中取水ロダム

所から宮中︑浅河原の警報サイ

このほど国鉄信濃川工事々務

ダム放流の警報

目北︑稲荷町四丁目︑千代田
町︑八幡田町︑高田町四丁目
高田町五丁目

丸山町︑稲荷町三丁目本通り
稲荷町三丁目南 稲荷町三丁

町三丁日南︑高田町三丁目西

金曜区

丁目の二︑本町六丁目の三︑
昭和町四︑西浦町東︑西浦町
1
西︑旭町︑稲荷町一丁目︑稲■
荷町二丁目

目︑．本町六丁目の一︑本町六

本町四丁目︑本町五丁

屋町︑関口樋口町︑駅通り

点まで︶袋町東︑袋町中︑袋

木曜区

場合は別に連絡します︶

六︑曜日収集実施時期
昭和四十一年十月十七日以降
七︑曜目収集区域

月曜区輯本町東一丁目︑宮下町

東︑宮下町西︑諏訪町︑神明
町︑学校町︑水野町︑若宮町

田中町東︑︑田中町西︑田中
町本通り︑川原町︑田川町一

丁目︑田川町二丁目︑田州町
三丁目
火曜区H本町一丁目上︑本町一

庭を対象にしておりますので

丁目下︑本町西一丁眉︑本町
二丁目一部︵高田町との交差

了解のうえ︑市のごみ捨場

︵千手トンネル出R高木
沢︶まで運搬して下さい︒

五︑土曜日は原則として特別清

元されて公共箏業に融資されて
います︒

十日町市における融資額は五

郷土をつくる郵便貯金奨励運

千三百十万円におよんでいま
プール建設などこ
のように住みよい郷土をつくる

浅河鵠整池

醐

発電所が故障のため急に水がm

繭

動﹂をまた十一月一日から一月
三十一日まで﹁年末年始郵便貯

す︒上水道

から信濃川に流出するとき︒

不要となり調整池の水が定めら
れた水量以上となって︑余水路

■き︒

金増強運動﹂を全国いっせいに

ています︒

郵便貯金の増強が強く要請塔れ

郵政省では十月中﹁住みよい

四十年度還元融資五︑三〇〇万

郵便貯金奨励運動

差点より︶本町三丁目︑昭和

町西︑栄町︑高田町一丁目︑
高田町二丁目︑昭和町一丁冒
水曜区H本町二丁目︵高田町交

四︑事業場︑工場︑商店等のご
みは自分で運搬して下さい︒
市のごみ収集計画では一般家

て下さい．

三︑当日留守にする場合は収集
しやすい場所まで出しておい

す︒

二︑祝祭目は収集いたしません
ので週末土曜日にふり替えま

π日から曜日収集を実施

特別清掃地区の

放水演習は規原町︑晒川で行

ーr旨

﹄B口﹁

放水隊1、ヌ

六一五︑

九二︑ 六四〇円

九四︑ 四六〇円・

閲台が設けら

越銀行前に検

通り；本町三丁目ー本町二丁目
の順路で行なわれますが︑これ

市中行進は︑昭和町一丁目ー駅

自衛隊音楽隊をはじめとする

日の丸の掲揚など

お願いします︒

るよう布民の皆さんのご協力を

どうか大会を無事に成勢させ

協力を呼びかけています︒

進行させるべく地元の各関係機
関な5びに町内につぎのような

消防本部︑消防署ではこれらの

13．20〜14。10

らの町内はもちろん︑市街地の
各戸におかれましては当日日の

共 同 募 金 に ご 協力を

はらせることと思いますが︑市

14．10〜14．20

ちに放水銃から放水できる・並
絡は二百八十万円︒

r

展路することになりました︒
郵便貯金は大蔵省資金運用部

■口

m

1口巳II

1■■重mll

58

というテrマを．より具体的なテ

ーマにくだき話し合いを中心に
講義学習をおり込み隔月一回実
施しています．体育は川治中体

川治地区公民舘は国道一一七

曜︑料理は第二︑三木曜︑社会は

というねらい︒活花は毎週火

ます︒体育を通じて青年が軽ん
じやすい内面的なものを養なう

育舘を使用し排球︑卓球︑羽球
に分れ毎週水︑土曜に行ってい

って︑山本︑川治という二つの

部落を拠点之←︑旧村投場の施
設を独立舘として使用していま

す︒川治地区舘は四つの分舘即

ち八箇分舘︑関根︑浅之平の関
浅分舘︑高山分舘︑北新田を含

む城之古分舘藷きそれぐ活

動を行なっておりまオ︒川治公
民舘四十一年度の重点事項は

一︑青少年教育の充実

二︑婦人教育の振興

三︑分舘活動の推進 です︒
事業の概略を以下おって紹介

つをもって川治青年学級と称し

します︒先ず青年学級について

しの勉強に強くなろう﹂という

毎月十日が学習日︒後者は﹁暮

曜会ーがあります︒前者は出機
を中心に生活間題をテーマにし

岬﹄

間作りという学級目標に向って

一︑自主的に積極的に︑二︑仲

身のまわりの法律﹂等を内容と

山本の主婦達で﹁税金について

ー・川治地区公民舘ー

それん＼公民舘で各コース別に
学習に励んでおります◎二つの

場の学級生の交流を図る意味に

おいて全体で学ぶ全体学習︵一

般教養を主に︶体育コース及び

社会コースがあります︒叉別々

には活花︑料理の二つの家事コ

ースがあります︒全体学習は

﹁正しい価値観を身にρける﹂

用務員

主事

尾身

藤原

カズ

保

舘長据沢喜久治

おります︒

く努力をつづけたいと念願して

るに利用出来る公民舘であるべ

最後に地域のみなさんが氣軽

のために努めたいものです︒・

民の協力というものがより以上
の成果をもたらすものと思いま
す︒全体で協力し合い地域発展

種団体と協力して推進しており
ます︒又団体だけでなく地域住

青年団や婦人会というように各

これらの事業はあるいは体協︑

等を計画し実施しております︒

会︵料理︑救急法等︶敬老会︑
地区民運動会︑新年々賀交歓会

その他主な事業としては講習

習しております︒

毎月一回﹁しつけ﹂を中心に学

し毎月第二土曜日に行なってい
ます︒家庭教育学級にあっては
中学生の子を持つ両親を対象に

地区舘めぐり⑤

体育を全体学習

ここは川治教室と高山教室の二

習グルーブー関浅婦人学級と土

婦人教育においては二つの学

展しております︒

々盛大に意義ある事業として発

加することを徹底しています︒
又三地区︵六箇︑川治︑水沢︶
青年研修会は会場持ち回りで年

し︑又各種研修会に積極的に参

第二︑三金曜です︒自治会的活
動としては研修旅行︑秋の文化
祭活花展示会︑交歓会等を計画

号と二五三号が交叉する所にあ
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