士・

化施 設の充 実 と ︑ 産 業 の 育 成 発展
﹁．っまいものには砂がまじ澄の
たζ︒ん︑固定しないものも相当あ

っこうな町でございます︒しかし

はいってくるという︑恵まれたけ

を基幹として編成させていただき
りまして︑決して油断のできない

自町の税収より倍額も町以外から

ました︒す な わ ち ︑ ① 予 算 は削減

昭和三十五年度の当初予算は︑

することのみが健全財政ではない

設は常に消費施設に優先し︑消耗

ていますが︑税法上に定められた

四百万円︑全税収の約半分を占め

鉄大明神でございます︒年額四千

税の大株主は︑何といっても国

税収でございます︒

的な経費が投資的経費をうわ回っ

年四百万円の税金がとれなぐなり

ります︒また︑軽便線路の廃止で
ました︒このためやむを得ず︑若

減価償却で年々二百万円減ってお

らな い︒と い う 方 針 で 係 と よ く話

の整理や災害復旧などのために︑

し合い︑町議会のご審議にあずか

午の増税をさせていただきました
ことをご了承ください︒

一千七百五十万円の平衡交付金
も︑・町村合併の特例で昭和三十七

般固定資産税︑町民税︑国県交付

一

一般会計一億円︑特別会計を合わ

金などを合わせて︑ 一億円の歳入

す︒このような財源難の中で︑

年度から廃止されることになりま

せると一億四千万円という大きな

年一千万円

借金整理に

を見積もったわけでございます︒

算が増加しております︒本年度は

合併後︑毎年一千万円以上の予

国鉄資産税

歳入の半分は

ったわけでございます︒

新たな発展事業を等閑にしてはな

てはならぬ︒④合併前の古い借金

え するため 努 力 し よ う ︒ の 生産施

できるだけ各位のご要望におこた

わたくしの行政目標である教育文

壮て

額になりました︒したがってこれ
をまか盆つ歳入面の調整もまた︑︑

川︑西町は︑まことに風変わりの

（町長中村壮吉

編集人金子幸
印刷所白南風
定 価 1部5
一一一人rコの動き一

7．232
7．430
男
女

（4月1日現在〉

2
6
4．6
1
言十

世帯数2．759世

人件費増加が
なやみの種
歳出予算額のうち︑第一位は教
育費で二手七百万円にのぼってお

費は極度に圧縮いたしました︒

する団体への出費や︑消耗的な経

一の建設にとりかかることになりま

き続いてみなさんの喜ばれる屋体

合中学校として生まれてから︑引

した︒その心得で新しい予算を編

上野小屋体は

中学統合後に

からも慎重なご審議をいただきま

成したのでございますが︑町議会

たわけでございます︒

して︑三月二十八日に可決成立し

本年度予算の編みかたは上野

小学校の屋体建築をどうするか︒

ります︒橘小学校の増改築をはじ

設費や︑千手・上野両中学校の統

め︑千手小・仙田小のズテージ建

千手・上野の両中学が模範的な統

お願いしてやみません︒

みなさまのご理解ζご支援を

ということにかかっていましな
数度にわたる話し合いの結果

第二位は役場費で︑町政の中枢

合敷地準備金などがございます︒

いたしました︒国・県の委託事業紘

へ予算を凝視しよう

輔
機関であるだけに二千万円を計上催差︸︾︸︾︸Σ︾︾Σ墓Σ︾︸︸︸︸︸︾︸︸き︾︸蓼ΣΣΣ婁ΣΣΣΣΣ妻墜Σ

台所をわが家におきかえて協力し▽
てゆかなけれぱならぬ︒
W
響

だ．簑のひとりひとり壽盈

だ︒飲みたい酒もガマンすること讐

が年々増加いたしますのと︑本年酷
から国土調査事業と国民年金事業餓 三十五年度の予算がきまった︒
5
W
ゑ
がふえましたので人件費が八割ムム一般・特別の両会計を合算すると わかる︒カ どこのウチでも大ぶW
も占めております︒今後町の経済齢総額一億三千九百二十七万七千百
へ
しんのときには︑ほかの消費講
面からも悩みの種でございます︒M六十円︑一世帯当たり五双四百八 約して家中が働≦古くても役立κ
つ備品はスリキレルまで僅うこと瞥

産業振興費は第三位で︑一千二踊十一円というばく大な金であゑ

国・県の補助事業がございます︒

連日︑各係が提出する

り予算案に大ナタをふるっ

た町長は︑文字どおりオ

食糧費︑備品などはつと

高く買われそれが当然のこと認

これではいくら多くてもキリがな
いわけだが︑こうした人の手腕がπ

獲得した予算は︑たとえ不必要にv
Ψ
多額であってもムリをして便．？澤

騰縄撰講論

に払い ︸ほかに︑前述の災害復旧事業費や顯とだろう・議会や関係者の努力に

きれなかった助成が︑本年度の予

このほかの各款はおおむね前年麟

く

ぢ籠鷲賑あ勤

砿

どおりですが︑ 町費をもって助成麟

Mも並々ならぬものがあった︒
へ

算から繰り越し払いとなったから

余りにも大きぐて︑前年度

工事費が過年度払いになることで 百六＋万円を計上しました︒主な偲学校建築などの大事業をかかえ︑
した︒つまり︑一昨々年の災害が ㎝ものは農業振興費の八百七十万円燃中村町長もさぞや頭が痛かったこ

復旧工事と︑学校・診療所などの

もう一つの痛手は︑昨年の災害

むところに悩みがあるわけです︒

る矛盾が︑新規の開発事業をはば

ません︒新しい町に古い借金のあ

借金払いをしてゆかなければなり

しましたが︑毎年一千万円に近い

た︒過去三力年でだいぶ征伐いた

還してゆかねばならないことでし︐

村時代の古い借金を年次計画で償

発行所川西町役
発行者川西町
でございます︒

暴灘羅蹴製鮮㎜

鳩一枚が四十二銭で何枚︒といった

と薪鶴蒲蕪離

紘めて減らそうと努力した︒ザラ紙

齢

螂町饗費金・原材料費・

坪山入日にて一一…押木秀治撮影

垂と

たいへんな仕事でございました︒

が、

駄こまかい計算までしたし︑バケツ

は当事者がよろしくやってくれる卿︐

が提案し︑議員が議決した︒あと榊︑

ならぬ︒わたしたちの選んだ町長饗

嚇鍵鱒綴鰹

鱗やゾウキンの数まであたった︒
融 三十七年度以降は財政規模が縮

麟少する︒そのためには今から予算

疏をキリツメテゆくが︑必要な施設

だろう・といっ蕪関心嘉灘

ムまできるだけ充実したい︒という

轟れもと︑総花的に受け入れたので

誰がとられ島けだ・あれ皇

仙は収拾がつかなかったろうし︑川

ノ
がては自分の首をシメルことにも趣
て
麗
糖

ぐ一ぐ一ぐ一ぐ一ぐ＝く一くぐ；宝くぐア︑

つながってくるからである︒

声ふくく戸﹄ぐ一ぐ︒くぐ一ぐ一ぐζぐ一ぐ一ぐ；象ぐ

嶋︑西⁝家のサイフをにぎるオヤジと

1〆﹂r︑車戸﹀﹂7≧・し7﹂戸﹄くぐ︒ぐ︒ζくア﹂7Σ〜券㌧．鬼
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歳出で最も苦しんだのは︑旧町

活気にみちて1。LI仕事にはいる。

教
新育
歳入をもっております︒つまり．

江戸っ子の帰る春

町の産
長盛業
⊥ム
中にか
幽ー

出かせぎの青年たちが帰ってくる。待ちわ
びた家族にむかえられてわが家に急ぐ。
残雪のふるさとはいま春のはじめ、村々も
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し

に

わ

か

報
広

第18号 （鵬趨撫o堺）
（1）

車を持ったほうがいいのではなか

十万を突破している状況である︒
運転手の給料を払っても町が自動

ができるよう︑それぞれの立場か

有機的に結合し︑より以上の︑活動

ろの指導機関があるが︑ーこれらを

ゃないか︒また農業関係のいろい

総合的に推進する必要があるんじ

るので︑今までのようなやり方で

政嫡相当の減収を見込まれてい

いけないのではないか︒

という中から考えていかなけれぱ

たならぱ︑人夫として月に何日間
という打ち切り・雇用とし︑月々更
ろうか︒

1町議会報告ー
新するという方法によるべきであ
⑦学校統合の場合の敷地について

ら最もスムースに連絡を保ち︑そ

の効果を百パーセントあげるよう

これまで年々繰り上げ充用がなさ

はいけないんじゃないかと思う︒

なお．昭和三十七年度以降の財

にか職員待遇をしなければならぬ

私の見解は次のとおりである︒す

新年度予算成立
ということになると将来町の損失

なわち︑不便を忍んで大きな国策

お考え願いたいσ

算においては︑翌年度予算から繰

り上げ充用をするということなく

いて考えなけれぱならないことは

いては︑いろいろと問題があった

だきたい︒特に仕越し工事等につ

あくまでも健全財政を守っていた

負担として推進すべきである︒

この予算につ

があるとすれぱ対策を講ずる必要

としても結局追加で認めざるを得

いう膨大な才入であるが︑町民が

町の総予算としては九千三百万と

あったが︑三十五年度予算につい

ないというのがこれまでの実情で

負担金のうち︑義務づけられない

直接町民税または固定資産税とし

⑧郡町村会等を通じて支出される
ものも相当多い︒これらは一般経

て納付するものは千八百万でしか

ないので︑雪どけを待って総文委
員会と教育委員会で実態を調査す

ない︑ということである︒あとの

てはその骨格をぐずさないで実行
らないものではない︒健全財政保

に当たっていただきたい︒

常費を削っても支出しなければな

七千五百万円というものは国鉄の

防施設について予算に計上さ

持のため︑極力これらを抑制して

そうした関係からか︑才出の不

速かに機構改革を

理事者に希望する次第である℃

以上︑この予算執行に当たって

れている事務当局の設計蛍価は安

均衡が目につ港ある面では放慢

固定贅産税や国県の補助金である
ほしい︒

よっても事情が違うので︑これら
も実地を見て︑その工事費用が妥

限度にきた町の力

ぐないと思われる︒また各地区に

る必要がある︒

があるが︑各学校の実情がわから

︵斉藤寿美翁氏︶

れてきたが︑この三十五年度の予

にそい︑将来の町作りに貢献しよ

ずるずるべったり︑いつの間

総額一億四千万円に近い昭和三十五年度予算が成立した︒
を招く︒

⑤教育費について消耗品費・備品

うといろ事業であるから︑敷地買

統合 ．敷地 に三百 万円
学校統合問題で二月中はタナ上げの状態にあつた予算編成の遅れを
とりもどすため︑三月に入つてからは全力をあげて予算に取り組んで
費が削減されたけれども︑その内

く奨励の意味をもって全額町費

収費を学区に負担貞琶るべきでな

︑歳出面に不均衡

いたが︑年度末もおしつまった三月二十六日にようやく当初予算議会
とによつて大きな支瞳をきたす点

容が明らかでない︒削減されたこ

を招集する運びとなった︒三日間の会期に︑一般︑特別会計合わせて
五件の新年度予算をはじめ︑条例の改廃四件︑三十四年度の最終の追
加更正予算四件を含む十九の議案と︑選挙一件︑請願十五件︵ワっち継

定どおり会期を閉じた︒なお問題の統合関係には〃申し合わせ〃の線

続十一件︶という盛りだくさんの案件を全部議了して︑二十八日に予
にしたがって敷地買収費に三百方円︑上野小屋体基礎工事費として十
万円がそれぞれ計上された︒

延々三日の予算審議
一般会計は合併以来の最高額

ついて申しあげたいことは︑まず

宗太郎氏︶ この予算案に

といってもいいような点もある︒

たとえぱ︑昨年も疑義があるとい

機構改革の問題である︒人件費に

本年度予算につ

いては︑大きな事業をやることに

いながら結局五十万の町費を支出

︵平野圭二氏︶

する必要がある︒

ついて町の力が限度にきていると

ついてこのまま行ったならぱ財政

当なものかどうかをくわしく検査

でもなく新年度一般会計予算である︒その総額は︑当初予算としては

⑤育英資金については︑仙田地区

備に対して︑本年度もやはり五十

することとなつた上野農協再建整

この議会で成立した案件のうち量質ともに最も重要なものはいうま
合併以来最高の九千三百七十九万一千九百四十円という大きな額で︑

感じられる︒将来の大事業の計画

の答弁があったが︑私も同様に考

的に行きつくであろうという町長

に当たっては︑今後の財政とにら

万が計上されているが︑農協の再

卒業したので︑三十五年度は計上

み合わせて︑既設事業の︑

建は全町民の負担においてするの

でこれを受けていた大学生が全部

されていない︒しかし︑育英事業

常費に圧迫を加えないよう考慮願

三十四年度に比べても約六百万円の増となっている︒この議題につい

ては︑二十六日に提案されてから二十八日議決に至るまで延々三日間
にわたり活発な質疑︑討論が行なわれた︒一つの議題について︑三日

条例もあるので︑今後も償還金が

ではなく︑組合員自身が努力しな

が考えられるが︑これらの財源は
当初予算において圧追を受けた教

予算以後一千万円前後の自然増収

昨年度の実績から見ても︑当初

る反面︑学校予算︑保育所等につ

他観桜会等についても金が出てい

から千手農協倉庫の補助金その

ければならない問題である︒それ

このままその都度待遇改善をして

お手盛り人事の惰性によるもので

は当然である︒しかし︑現在の人

また人乾の待遇をするということ

上げないということはできないし

える︒さればといって︑このまま

構は︑合併当時の変則的塗
育費︑産業費等を優先的に緩和す

いてたかだか三万程度のものを削

一般経

間にわたり審議が続けられたことは今回がはじめてであった︒

いたい︒

予算の内容については別項解説のとおりであるが︑この予算に対し

㊨本年は五十町歩の開田をする予

いたい︒

ためには定数条例を改正して︑納

定があるというが︑町でブルトー

て述べ られた 討 論 の 要 旨 は 次 の と お り で あ る ︒

定数条例の改正を

得のいく雇用を結んでもらいたい

るよう使用願いたい︒

農政の問題については︑農業自

ザを買ろことによって︑これらの

いるような老令者を雇い入れる場 ︐事業をはじめ土地改良︑道路︑除

負担であったならぱ︑才出の面で

も非常に深刻に考えて行かなけれ

支所機構の全廃というような問

ずるゆえんであると考える︒

行くことは︑財政的な破タンを生

合は︑正規の職員待遇をすること ．雪等が円滑に行漬町費の軽減が

体のあり方が曲がり角にきている

もし九千三百万円が全部町民の

きな額をしめる︑人件費の増加を

できるのではないか︒購入につい

特に︑すでに恩給・年金がついて

減するという実情である︒

押えて役場事務の合理的な運用を

ては半額禰助のほか起債もあると

として雇い入れるべきである．川

なく打ち切り賃金制による人夫

題については︑もう少し検討を加

するた酸先進町村にならって速

では自分たちがほんとに九千三百

ばならないはずである︒財政の面

いうから︑これらについても考え

といわれているが︑ここで︑何ら
かの形で︑長期的に農政に関する

西町にも老令者がひとり入ってく

大きな計画を打ち立て︑それを目

かに機構改革を行なうべきである
②職員定数条例の改正が必要であ

また︑自動車の借り上げ料が五 途としてあらゆる事業を重点的に

てみてはどうか︒

︵三ぺージニ段につづく︶

交上やむを得ないものであるとし

るということであるが︑それが外

えた上でやるべきであるが︑これ

︵田中与三郎氏︶①予算の中で大

金としてこの事業を継続してもら

円滑にはいるようにし︑これを資

（丸山

事機

万円というものを税として納めた

少の増 加はや む を 得 な い が ︑ その

る︒国県の委託事務が多い今日多

ノ

り、

④消

（2）
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算を審議する町議会︶

だめだ︒現在の役員陣がいけない

た再建整備といろようなことでは

きたいと思う︒

ても今後は公平を期していただ

不公平な面も︑やむを得ないとし

保育園に膨大な経費を出すという

◎川西町危険物取締条例を廃止す

△費用弁償

二万八手円︑︐︐議員二万四千円

△報酬年額

当然の傾向として才入の過大見積

三十四年度分追加

三十四年度分の最終追加更正予

算は次のとおり議決された︒9

．・一般会計の追加は百九十七万五

年九月消防法の改正によって県が

千五百三十円で︑累計一億百七十

需群循誹難譲繍樋

内訳は︑役場費百二十一万︑国民

健康保険特別会計への繰り出し金

この定例会で成立した三＋五年

六万︑産業経済費二十一万その他

八十万︑消防費十九万︑土木費十

財源は町税の自然増五十五万︑地

のほか︑千手グランド貿収費八十

方交付税百三十四万︑負担金六万

総額二千三十五

万七千九百円︒前年度に比べて二

国民健康保険特別会計は︑まず

繰出金三百三十万が減ったことが

︸才出は千手診療所へ八十万︑橘

ηとぽっな

からの繰り入れ八十万︑計百八＋
万の追加で累計二千五百三万九手

調整交付金百万の増と．一般会計

ての調整交付金が百万の増︑繰越

才入について︑国庫補助としての

町有財産の取得︑管理及ぴ処分

金の減等があり︑才出ではやはり

主な原因で︑その他国庫補助とし
ならぴに営造物の設置︑管理︑処

その他は若干ずつふえている︒

分について規定したもので︑新た 橘診療所への繰出の減が大きく
に制定された条例である︒

△千手診療所

繰り出しを行ない︑不足額の百万

とともに全文を改正したものであ

﹂といわれていたものであるが
今度地方税法の改正に伴い︑名称

例して引き締めたかたち︒

医師一茗で︑収支ともにこれに比

が見積もられていたが︑ことしは

差し引き増減なしの累計千二十八

れ金で診療収入の減をうずめて︑

師三名とこれに伴う︑収入︒支出 ︸備費三十万を充用している︒

＋円といろ予算である︒昨年は医 ㎜は保険給付費の七十万減のほか予

万少ない八百二十六万九千六百四

前年度より二百 ︸診療所へ二百万の計二百八十万の
◎川西町税条例

これまで﹁川西町税賦課徴収条

万を繰り延べ減とした6﹃

△国民健康保険

算は次のとおりである︒

度国保ならぴに診療所特別会計予

国保診療所関係

行なうこととなったので廃止し
たものであ奄

この条例に規定した事項は︑咋

一日四百円

議長四万円︑副議長 ・だいたい前年度並の予算である︒

らの機構いっさいを通じて︑むだ

のだということがあった︒町長

なお投資的経費においても若午

︵一一ぺージ六段から︶

のない︑納得のいぐ人事行政を行
は上野農協に対して相当の発言力

の問題はあるが︑昨日の答弁によ．

以上の要望を十分聞いていただ

もりをしがちであるが︑この点ま

る条夙

なっていただきたい︒たとえぱ元
きで︑ただ無為無能に金だけ出す

をもって役員陣の革新をはかるべ
ってだいたい了承した︒

つまでも支所長という閑職につけ

ということは厳にやめていただき

村長というような有能な士を・い

ておぐことが果たbて適材適所と
たい︒

けるなる私はこの予算の全体に

ことに確実な財源をもととして予

このように才出に苦労するとド

いえるかどうか︒その他にもなま

とは川西町の世論にもなっている
対して賛成申しあげる︒

算を編成された︒

けていると見られる職員がいるこ
しかも︑そういう者を包含してお

予算審議を横割りに

成立した条例

の当初予算に対して賛成する︒

このような点において︑本年度

りながる同じようにその都度給
与引き上げを要求している職員組

合の諸君もまた反省自省していた

ついては︑合併以来予算審査の方

川西町の予算に

だきたい︒機構改革については︑

法が縦割り的にやってきた︒その

︵高橋信吾氏︶

職員組合をはじめ︒みんなが協力

レ

次のとおりでいずれも原案どお れは咋年度橘診療所改築のための

な調和のとれない場面が出てくる

ために斉藤議員も指摘されたよう

また︑機構改革の時期について

して速かに断行すべ費である︒

と思う︒特に財政がひっ・ぱくして

り可決された︒

乙の予算案に

百八十八万の大幅減であるが︑こ

町長の任期中にはやれないだ

くるとそれが目立ってくる︒今後

◎川西町財産及び営造物条例

制定ならぴに改廃された条例は

年間手をつけなかった人事の問題

ろうという答弁があったが︑四

どうか︒追加更正等においてはこ

の点を考慮に入れて︑調和のある

は横割り的の考え方も加味しては

らず︑手腕家の町長が満期まで見

精一氏︶

健全な歳入見積もり

以上を希望して原案に賛成する

予算にしていただきたい︒

終わって一段落したならぱ︑速か
にこの問題を検討していただきた
い︒そろすることによって人件費

の問題も上げても惜しくはない

この予算編成においては︑非常

る︒しかし内容については︑手続

経費を押さ柔苦心のあとが見ら

その他については人件費︑医療器

弁償に関する条例の一部改正条例 である︒これは︑いうまでもなく 国庫補助の増五十三万及び薬晶費
議員の報酬︵才費︶ならびに費 昨年度の本舘改築費及びこれに伴 ︸の支出減四十三万をもって改築費
用弁償額を次のとおり改正したも う支出四百万余りが減ったためで 一の増二百九十六万に充てたもので

次に︑統合中学校の敷地の問題

に苦心されたが︑︑川西町の財政の

千手診療所は右八十万の繰り入

については︑坪当たり単価につい

将来について長期見通しは非常に

最後に︑上野農協の問題につい

に不平が現われているが︑たとえ

れ袴それがためいろいろな面

具などに若午の増があった程度で

橘診療所は︑国保会計からの二

これも前年度に比 万五柔声．

一べて四百九万という大幅減の千三

ては︑再建の見込みがない場合は

のであるが︑なお県下の水準に比

したい︒

て町長の見解が示されていないの

れた程度で︑税率その他について

予算を支出しないんだということ

較して低い額である．

累計千五百九十八万四千円となっ

ぱ季節保育所等の小さい施設の経
一方においては常設

であったが︑きのうの答弁の中に

0

費を押えて︑

き

金を出してやっても六年目からま

ね

的な事項について条文が整理さ

で︑賛否を申しあげる段階ではな

暗い︒かような財政の状況にあっ

◎川西町報酬費用弁償並ぴに実費 一十五万七千み百八十円がその総額 ．百万の繰り入れ金と︑建築に伴う

実質的の変更はない︒

△橘診療所

いが︑これはいろいろ関係もある

たが︑この点において相当消費的

て︑年々赤字繰り越しをやってき

対して︑まずもって賛成の意を表

一

ちよくきめていただきたい︒

考える︒

（和久井

ので︑十分検討を加えた上で気持

例

送るという手はない︒予算議会が

を︑ホウハイたる世論にもかかわ

は、

と

たわけである・

｝
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（予

岬●般会計のあらましー

総額九千四百万円
庶務係長甲口一男
昭和三十五年度町普通会計予算は︑ 一般会計九千三百七十九万一千

九百四十円︑臨時費会計として橘小学校建築費六百五十万円を加え︑

合計一億二＋九万一千九百四十円という巨額に達した︒三十四年度予
しているので︑これに比較すればなお八百五十万円ほど少ないことに

算は︑数次の追加によって総額一億八百七十九万六千九百三十円に達

子とその他の雑収入の集計である

⑤教育費は若干の減額を余儀な

⑫公債費は︑そのほとんどが連

金の︑短期起債元利の六十二万余

債︶に見込まれている産業育成資

年の学校建築による長期起債の償

学校の改築工事費︑千手グランド

色のものである︒また︑昨年度の

円の増加となっている︒国土調査

買収︑千手上野統合中学建設準備

されているほか︑商工振興費︑土

災害復旧費として二百万円が計上

増は二十七万円ほどである︒なお

円も含まれているので︑実質的の

⑱諸支出金は︑今までの科目に

一時借入金利子もこの款に見込ま

も積極意欲がうかがわれる︒

地改良事業費︑養蚕︑畜産︑林業
振興費等の建設的な経費において

⑨財産費は︑四百九十二万余円

れている︒

業倉庫建築補助金の百万円等が出・ 還元利金である︒本年度歳入︵町

資金として県から借り入れ︑需要

金等の支出も大きく︑経常費の縮

費に百七十三万円︑F千手農協の農

者に転貸するしくみのものであつ

減もまたやむを得なかった措置で

⑪町債の六十万円は︑産業育成 くされたが︑臨時経費として橘小

以上を合計して︑九千三百七十

あろう︒なおみなさんと親しみ

て︑年度内償還の短期起債である

七万余円の収入が予定された︒

歳出響触羅難謹耀喋瀕

①議会費はわずかの増を示した・らに大きな役割りを果たしてくれ

上され︑徴税に要する費用︑納税

計上されないもろもろの費用が計

ることが約東されている︒

という飛躍的な増である︒主因と

容は議員の報酬︑費用弁償︑旅

建設のための準備金として三百万

するところは︑千手上野統合中学

なる︒本年度の歳入は︑確実な財源捕そくの上に立って歳出全般の規

⑥社会労働施設費は三十六万余

報償金等を合わせて百四十万円が

円増加した︒これは︑本年度新た

予定されているが︑繰出金として

運営に必要とする経費である︒

円︑国鉄用地買収費として百五＋

建築会計へ一二百六十六万二千円等

費等が主であり︑そのほかは議会

に計上された拠出制国民年金事務

万円の支出である︒このほか︑町
有財産管理費︑維持修繕費等の費

よう︑慎重に検討の上編成がなされた︒とくに︑建設的経費確保のた

②役場費は主として人件費︑歳

費用が主なるものである︒季節保

に要する諸経費と︑千手保育園の

がある︒なお︑咋年度不足金を生

模を定めた通年予算であ砂︑当年度仁おいて赤字を生ずることのない

本年は百四十一万余円の増となっ

出中の大きな金額を要しているが

用が組み込まれている︒

万円充用︑そのほか当年度各種団

じた高倉分校建築費に二百四十六

国保会計へ百九十万円︑橘小学校

加えられた︒以下︑別揚の予算資料に基づいて内容のあらましをお伝

た︒これは︑人件費の自然増備 育所設置にともなう児童福祉費も

め消耗的経費の縮減をはかり︑法令外の各種負担金についても規制が
えいたしたい︒

⑩統計調査費も倍額以上の増加

十万円の支出となっている︒昨年

体への納付金交付金等が二百八

を示している︒これは︑本年十月

度に比べて四百八十九万余円減少

八万ほど増額された︒このほか︑
一般社会福祉に要する経費と︑高

も今回は大規模な謡査が施行され

品費︑営繕費などのふくらみで︑
本年度の新規採用職員六名分の経

るの柔このほか特殊な統計調査

あって︑このほか火葬炉使用料等

策事業費等も︑前年度相当の金額

籍関係から入る手数料︑代書料で

・入

が計上されている︒

した内容は︑ほかの会計への繰り

p歳

ある︒本年度はとくに備品︵ホー

にあてられるのが理由である︒ほ

一臼に行なわれる国勢調査︑しか

④国庫支出金は二百三十三万余

⑦保険衛生費は︑環境衛生の指

出し減と︑事業施行による不足金

倉地区において継続施行の失業対

円の増である︒主とするところは

がわれる︒約九十五万円の増加は

費も含まれている︒

首幹であり︑本年度は二

ス等︶の整備︑防火水槽その他の

④土木費は二十四万余円の減少

導に重点が指向されたことがろか

が含まれている︒

百三十四万余円の増収となってい

本年度新たに交付を予定される国

施設工事費に重点がおかれ㌃

①町税 は 歳 入 の 七 ＋ ％ を 占める

る・これは︑主として固定資産税

土調査費︑拠出制国民年金費馬国

⑤消防費はわずかに減の予算で

と市町村民税の増であるが︑固定

⑪選挙費は若午の減である︒本

かに︑農村︑工業統計調査として
例年行なわれる経費が計上された

⑭予備費として百四十八万余円

が減った結果である︒

部落簡易水道布設事業等の補助金

1．5

1，517，000

をみた︒主要なものに栄橋架設工

0．5

出金に計上したもののうち︑科目

5．2

4，857，640

勢調査委託費のほか︑昨年度県支

6．7

の収入である︒

の予備金として︑予算外の支出や

計上されているが︑これは︑年間

0．3

資産税はそのほとんどが国鉄関係

あり︑その必要経費として約

（391）・

×

×

万円を予定し︑今秋完成を期して
諸般の準備がすすめられてい蚤

三百六十穴万二千円︑起債百九十

万八千円を見込み︑町費の繰入金

しては︑国庫負担金として九十三

の予算が決定されている︒財源と

ついては︑別に総額六百五＋万円

の他の付属建物︶工事の事業費に

．にある橘小学校建築︵六教室︑そ

しであるが︑これと不可分の関係

さて︑以上が一般会計のあらま

×

臨時的支出にあてる経費である︒

年は町長︑農業委員等を選挙する

（9．2／

（2，932，000）

事の負担金七十五万円︑仙田橋か である︒伝染病︑結核︑寄生虫予

（8，654，300）

工・センター・国土調査費

けかえ工事負担金七十万円があり 防対策費も若手の増を示し︑手堅

四十万円が見込まれている︒その

2．9

⑦県支出金は総額三十七万余円

（5．5）

他は管理委員会の経常経費である
13．4

替えとなったのが主因である・

（5．3）

（5，147，370）

②地方交付税も二百万円の増収

377，070

が見込まれているが︑昭和三十七

438，200

⑧産業経済費は二百七十三万余

5．1

く組み込まれている︒

6．7

16．1

見合った配慮がなされている︒

4．6

道路改良︑防災︑河川事業等にも

4，296，280

査費に対する県補助金と︑県税徴

⑧寄付金は百十五万円の大幅な

6，273，000

15，121，520

であって︑この主なものは国土調

減額を示していろが︑これは咋年

比率％

⑤財産収入の百五十万円増は︑

払い下げ用地のうち︑町有を適当

1，000

年度に なると 激減が 予想さ れる︒

と認めた以外の土地は部落の道路

度特定事業に対する地元寄付金の

・．農業振興費

ハ．商

・2，、世帯数2，758世帯

100．0

93，791，940

18．7
17，500，000

収取り扱い交付金である︒

等に払い下げる︶が組み込まれた

あった結果であり︑本年は科目を

（0．2）

町 有 地 売り払い残 金︵国鉄 か ら の

のが主因であり︑その他は積立金

⑨繰越金は︐いちおう二十万円

設定したていどに止めてある︒

イ．農業委員会費

（1．1）

7．保健衛生費 2，700，350
8．産業経済費（12，5駿，780
966，480）

（5．9〉

隻ρ、

（1．0）

ホ．定高青年学級費 （ 973，040）
4，740，060
6．社△及労働施設費

13．1

12，253，630

費
費
金
費
計

利子等の収入である︒

と見つもり計上されてある︒

（1，389，920）

（2．0）

（1，837，460）

内保育所費

337，780
500，800

10・統計調査費

11．選
挙
12。公
償
13．諸 支 出
14．予
備
歳 出 合

④分担金︑負担金の二百三万余

公民舘費

（1．5）

（2，666，420）

（一）
（一）
へ．木

出
歳

（2．81

費
校

（4，944，770）

イ．教育 貝会費
ロ． 小学校 費

1．6

22．2

費
費
費
費
場
防
木
育

6，312，630

費

産

9．財

。

20，789，890

エ

100．0

債
11．町

1，538，580

2．役
3．1
4．土
5．教

⑩雑収入五十五万余円の増は︑

二．市

4，178，700

出

0．6

93，791，940

計

0．7

入

円は︑消防施設︑土木工事およ

産業育成資金︑育英事業の返還金

等が予定されているほか︑預金利

6．国庫支出金

支

本年度予算額

目
科
1．『

一
0．2

200，000
651，900
600，000

歳

ぴ保育園運営に要する地元負担金

⑤使用料季数料は︑主として戸

の収入見込みである︒

1．6

2．2

金
金
金
附
越

4．5

1，544，800

2，037，880

7．県
8．寄
9．繰

入
収
10。雑

0．4

3．財 産 収 入
4．分担金及負担金
5．使用料及手数料

2．地方交付税

（1．8〉

1，715，880）

ホ．電気ガス

5，000）
（

卜，旧法による

（ 30，000）

材引取税

（47．1）

（

197，420）

（60．5）

56，737，590）

（2。2）

（2，094，000）

町村たばこ消費税

（44，131。910）

内国鉄関係
動車見

昭和35．3．1現在

1．人口14，637人

備考

目
見
科
1．町

（5，482，500）

イ．市町村民税
ロ．固定資産見

比率％
70．6
凸度予算額
66，262，390

広■
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ー四月 一日から発足監

土調査係を新設

人事や配置に若干の異動
四月一日付で国土調査係 ︵丸山敬一係長ほか三名︶が新設され︑庁
﹁なるべ

内の人事に一部の異動があったほか︑ 六名の臨時職員が採用された︒

これに伴って庁舎︸階の禽庫は事務室にあてられ︑ ま些

った︒

依頼退職・小見可江︵土木係︶

土調査係・税務係︐◎二階︵電話
千手一〇番︑有線放送三二回線の

ることなぐ︑村の指導者は村で養
成する必要があったわけである︒

の期間中に毎年サマースクールを

開設してくれた︒せめてものご恩

育英資金は︑①大学に進学した

につくして村の衆から感謝された

庁内の配置
出納係・議会事務局・庶務係・国

ものだ︒︐この制度によって恩恵を

がえし︑というつもりだったのだ
ろう︒毎日を小中学生の予習復習

これまで町長室を使用していた

者のうちから成積優秀な学生を選

受けた学生はいずれもまじめな秀

育英資金を貸与

議会事務局が二階へ︑税務係は一

保衛生係・戸籍係 ◎三階︵電話
千手四番︑有線放送三二回線の二

才型︑すでに医師として活躍する

・助役︵未定︶︒収入役・

階へ引っ越した︒建築当初の計画

番︶ ・教育委員会・公民舘・農林

ぶ︒②毎年三人以内を限度とする

一番︶

どおりに︑町長釜としてはじめて

係・土地改良区・農業委員会・土

をはじめ・会社員︑インターン︑

高橋弘信君︵赤谷・日大医学部︶

た全員が︑社会的にも高いポスト

公務員など︑本春の卒業者を含め

舗馳携鋤喫髪躍讐蘇

与する︒⑤貸与金は︑借りた期間

⑤仙田村の出身者にかぎる︒④在
学期間中︑月三千円を無利子で貸

電話千手四四番︶

の二倍の年限内に返還する︒とい

・町長・社会係

言をはばかる来訪者が多いからで

◎四階︵従前どおり︶大小会議室

◎町長室9一階︑

ある︒各階ごとの係は次のとおり

木係・商工係

町村もあるが︑こうなれぱぱく大

かなりの希望があったが︑その後

㎜昭和三十五年三月五日をもっ㎜

⁝．川西選管告示第四号

したい︒

たことや︑ 経済事情の好転などか

されて現在にいたったものである

︸て確定した川西町農業委員会皿

丸山寛治㎜

㎜

委員長

一

．：

；；；：：ξ；︐ー；；；u；：：；ー：：；；：3；：9乱

⁝総数の⊥2象三ニハ︒添

⁝総 数六⁝o人⁝

︸

一の数は次のとおりであるっ

㎜委員選挙人名簿に︑登録され㎜
㎜た者の総数及ぴ総数の二分の㎜

低月一万円はかかった︵金子幸尤

君︑横浜大︶というから︑三千円

の資金がいかにありがたいもので

あったかはいうまでもない︒

これからに期待を

貸与金を受けた学生は夏休み

川西町選挙管理委員会

どんなにアルバイトをしても最

㎜

ら︑合併前の既得権者にだけ貸与

人材が容易に得られるようになっ

を占めている︒今後の活躍を期待

う条件で貸与された︒

へき地が育てた大学生
本春で九人が実社会へ
旧仙田村の育英事業が三月いっぱいで終わった︒町村合併によって
学生が︑晴れて実社会への第一歩をふみだしたわけである︒

川西町に引き継がれ︑毎月三千円の奨学資金を受けて学んだ九人の大

いつかきっと︑と報恩を誓ったこれらの学徒は︑遠からず町のため

いてもらおろということになった

をほどこし︑将来は村のために働

プラスをもたらしてくれることであろら︒仙田の育英事業とは：：

人材の不足が動機

もの︒有能な人材を村外に依存す

合併当初にはほかの地区からも

・夜間の専用電話は千手一二二番

国土調査係に嬬いずれも地籍

のあゆみー

◎一階︵電話千手一二二番︶・国

それよりも町の技術陣が実際に調
通することが将来にプラスされる

だろう︒ということになったわけ

であ喬

調査の長期講習を終了した三氏と

−育英事業︵仙田︶

な調査費を支払わなけれぱならず

く民主的に：：﹂と入竃をきらった中村町長が三階の町長室にお貞ま

全町を七年間で調査
れたもの︶は︑これまで農委・

町の国土調査事務︵国から委託萎をしあわせて毒の藩に精
税務・農林の土地に関係のある係
が分担して︑図面や調査表の作成

を整え新たに国土調査係として
発足しな国土調査法︵昭 和 二 十
一名の臨時職員が配属され農業

・係長に丸山敬一．氏

六年︶の施行以来︑県下でこの調

委員会には旧仙田のベテランが起

を急いできたが︑本年度から陣容

蒲︶だけであるが︑中魚︒十日町

査を開始しているのは分水町︵西

退職した小見可江さん︵永久公舎

用された︒なお三月いっぱいで

小出が第二陣として︑四月一日か
ら 調査に 着 手 し た わ け で あ 奄

仙田村で育英事業をはじめたの

南雲悦子

畏長長長三長二三二長二長長長
女女女女男女男女男女男女女女

未年治三男

米一長女︐

和美坪

益代︐高原田

弘子木落 秀二長女
紀子伊友 作一長女

康浩高原田

山 源司 長女

歳信上野 良平長男

XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX蓑X又文XXXXXXXXX菱XXXX箋XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

美幸

平野久美子

人作貼蔵芳吉書利義雄平平

︶は︑三十二年十月以来まじめに

村長登坂久平氏が提案し︑村議会

は昭和二十八年四月からのこζ

員籍の窓から一二月分山家

江口ち▽ほ

霜条

清水．利哉

高橋正敏
上野から

星名道隆・
和田真理子

戸田理枝子

五＋川充

野口
野口

野口から
鹿沼市から

北村光代

藤巻千加子

押木靖江

元坪山塩沖仁伊仁永木田小上中
野
久
臼
屋
町山田辛立田友田公島中倉野敷
舎
正森日富幸徳梅博 政信則和藤

調査の必要性はすでに本紙で述

庁内人事は次のとおり︒

は指導者が極度に不足し︑とくに

決したものである︒これには次の
ような理由があった︒当時の仙田 ゆたかさごー御円一満に

︵川崎勝平議長﹀が満場一致で可

勤務してくれた人であった︒

◎国土調査係長・丸山敬一︵農業

べたが︑全町を一筆ごとに．図面
してゆくのだからたいへんな仕事

委員会主任書記︶◎国土調査係へ

とニ ラメツ己 ながら現 地測馨
だ︒このためには正確な航空写真

・高橋英雄︐︵税務係から︶・高橋

村外から教員・農業技術員・医師

が必要で︑川西の空を飛行機が飛

ぴまわる︵八月ごろから︶という 功︵農林係から︶・宮 信一︵発
大がかりなものである︒ことしの ︐電所通・︐臨時職員︶◎農業委員会

はへき地だ㎝といろことでなかな

新郎︑滋野

﹁あの村

などを招こうとしても︑

︶◎国保衛生係へ︑・白井敏夫︵

もう一つ︑解放後の地主クラスが

か人材が得られなかった︒それに

ゆうぶ轡ー御す二やか仁
たことにもよる︒そこで︑村に育

二男

三男 高橋政子
領 哲也

聡田中博
高橋 克也 三

南雲

地玉順久ス天紀弘康益和歳
区蔵平治進ミ 1子子浩代美信

昇

予定面積は三百ヘクタール︑雪消 ．へ︑・高橋重英︵国保衛生係から

えと向時に千手の信濃川ぞいから

・

新郎蔵品
新婦上村
新郎野沢
新婦野沢
水品幸一︵三領・臨時職員︶◎税

寺尾・臨時職員︶◎農林係へ︑

新婦佐野

町 の調査 を 終 わ る ︑ と い う 目 標 で

子弟に大学教育を︑と思っても︑

窺地調査を開始し︑七力年間で全

務係へ︑小海正隆︵小根岸・臨時
上野・臨時職員︶◎庶務係へ︑・

太田真代︵中央町・臨時職員﹀◎

◎
った前途有為な青年に十分な教育

職員︶◎土木係へ︑・高橋アキ︵ 経済面で断念する人がかなりあつ

すすめられる．

調査事業費は国が六分ノ四︑県
と町がそれぞれ六分ノ一を負担す
る︒業者︵測量会社︶に委託する

徊習出翻螺ゆ蘇翻購

田

キ正君由政一
イ久江篤子男

国

◎

◎

さ
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1長谷川さん︵千手︶の善行篭
×

﹂と語っている︒
×

×

には子どもの遊ぴ場がないので

のように夢見ています︒高原田

反で作りました︒前身頃にキリコ

この作業衣は︑カスリのモメン一

ても授乳できるようにしてありま

ミを入れて︑ボタンをはずさなぐ

わたしはこの年になって︑も

作ってやりたいと思いました︒

す︒これからも農村の暮らしに

おばあちゃんは次のように話し

らこれ以上にほしいものもあり

役立つものを作りたいと話し合っ

てくれた︒

年よりがつまらない出すぎた

ません︒そこで︑むすこ夫婦か

宅地を投げて遊園地に
ことをしたようで︑みなさんを

虎の子の小使い一万円も
：：：むかし住んでいた宅地を﹃児童遊園地にしてください﹂といっ

に感謝状

児童会︵千手小︶

ています︒

さんに頼みました︒先祖様の屋

らもらった小使いを足して総代
敷が︑村の衆から喜んでもらえ

おさわがせしてすみません︒年

話になったことや︑何かとご親

をとるにつれて︑村の衆のお世

るなら満足ですゆ

近ごろ草魚︵ソーギヨ︶

る︒なまえのように草を

という魚が注目されてい

食う珍しい魚であるが︑

ラパゴスの話ではない︒

それも遠いアフリカやガ

現に郡内中里村にある県

営養魚場で飼育中で︑ 郡漁業組合・

でも本年度一万尾を郡内漁場に放

陸の原産で︑日本内地では繁殖し

流の計画がある▲この魚は中国大

ないといわれていたところ︑二年

村女子作業衣︑ふだん着全国コンクールで三位に入選︑三月十八日に

霜条女子胃年会︵星名貞子会長ほか十三名︶の作った作業衣が︑農

る三月二十五日︑千手小学校卒業

た友だちに感謝状が贈られた︒さ

が贈られ同君に愛の奉仕を続け

学校を終えた金山直樹君に努力賞

りはめざましぐ︑七：八年もする

という盛んな食欲で︑その成育ぶ

めサクラやブナの葉でもたべる

は毒草以外のあらゆる雑草をはじ

光を浴びることとなった▲この魚

：：：・．友情にはげまされて六 ほど前に埼玉県水産試験場で人工
年間︑肢体の不自由を克服して小 フ化と増殖に成功してから一躍脚

行なわれた表彰式︵都市センタ1・東京都千代田区平河町︶で日本四

式当日のことである：：：：

なぐ︑②経費が安ぐて簡単にでき

ネサたちが授乳のときに見苦しぐ

かされて右足の自由を失った︒に

男︶は二才のとき︑小児マヒにお

直樹君︵霜条・金山良晃氏の四

池で飼育すると一年で四キロ近く

りで︑

したがってエサ代が非常に安上が

の怪魚になるものもあるといろ▲

孫の健一君︵千手小二年︶と敦子

ていた矢先でした︒長谷川貞んは

り︑子どもの遊び場がなくて困っ

後半には作業衣の問題をとりあげ

るが︑昨年度は前半に食生活を︑

月から三月まで︶に分けて実施す

西月から九月まで︶と後半︵十

﹂とすすめられた︒そこで︑ ﹁参

シクールがあるから参加したら：

普及員の目にとまって︑

自転車に乗せ︑手を引き︑オンブ

友情があったからである︒ソリや

折れる田の草取りの手間も省けて

まけに雑草を食うから︑一番骨の

ちをはじめ︑千手小学校児童会︵ に成長レ四i五百円になるから
四年生以上で組織︶のあたたかい 最も有利な農家の副業となる︒お

いたわってきなこうした環境の

したりして長い六年間をはげまし

たといわれている米作り一辺到の

当割り引きしても︑曲がり角に来

一石二鳥の﹁水中牧畜﹂であると
▲これでは話がうますぎるが︑相

﹁全国コ

ちゃん︵七才︶を相手に︑毎日楽

たようです︒こ厚意を無にするこ

これらの事情をよく知っていられ

中で学んだ直樹君には︑不自由児

セイさんは旧中条村に生まれ︑

みよう﹂ということになり︑高橋
さんから参考書を借り︑さらに改

．加することにしてもっと研究して
一月のこと㍉身近な問題に目を向

られず︑ガンバリ屋でよぐ勉強す

にありがちなイジケタ点が全然見

作業衣にとりくんだのは昨年十

町にもよく相談して︑できれば農

もかかって作りあげたむの︒これ

良を加えたりして︑全員が二＋日

二＋七才のとき長谷川朗さん︵ となぐ︑雪消えと同時に村中が総
昭和十一年死亡︶にとついζ長 出でとりかかることにしました︒
谷川家は代々高原田︵語源はタカ

けて話し合った︒この結果︑①ア

農業経営に対する一つのヒントに

繁期までに完成したいと思います

コイと同じ方法で百パーセソト成

はなりそうだ︒心配された越冬も

功したというし︑販路も心配ない

る明るい子に成長してくれた︵担

直樹君は努力賞倉酬永勇校長か

が県の代表に選ばれ︑晴れて全国
︵写真は入選した作業衣︶

てよいのではないかと思う︵M︶

もカバーする意味からも検討され

北洋サケ・マス漁の制限を多少で

体障害者互助会含同橋喜栄会．長︶

と養魚場では太鼓判を押している

から感謝状が贈られたもの︒

ら︶をもらい︑児童会︵高橋幹雄

任した宮田先生の話︶という︒

喬

星名貞子さんの話
入選するなんて︑思いもよらな
かっただけにうれしいことです︒

君ほか三七五名︶には︑川西町身

三位の栄冠をかちとったわけであ

マガ ハラ︶ に 神 官 を 勤 め て き た 古

い家柄で︑現住所に移ったのは昭

主人に早く死別したセイさんは

和九年のこと︑それまではずっと
高原田の十二社ワキに住んでいた
よく働き︑苦労してふたりの子ど

もをりっぱに育てあげ︑今では何
一つ不自由なく暮らす身になった

が︑当時の 苦 し み を 深 く か みしめ

て研究したという︒

しい生活を送っている人だ︒

一尾十円の稚魚を田んぼや

キロに達し︑中には四〇キロ以上

高原田の人たちはみんな大喜び
の親睦融和をはかりながら話し合

④和服だちで洋服式の︑④型紙な

のは︑同級生や霜条・坪山の友だ

もかかわらずりっぱに卒業できた

と長さ丁五メートル︑重さ一二〇

に住 み︑敬 神 の 念 に あ つ い 一 家︵
きる日を待ちわびている︒総代の

だ︒そして︑りっぱな遊園地ので

い︑みんなが協力して地域の課題

しにできる便利な作業衣︒を作る

×

五人家族︶で知られている︒長男

高橋英治さんは雷心いもよらなか

活動している︒毎年の事業を前半

を解決してゆこう﹂という目標で

×

の正己さんは仙田小学校に奉職︵
っただけにありがたいことです︒

×

高倉分校主任︶し︑久子夫人は栄

狭い道路に交通が年々はげしぐな

﹃会員間

るすをあずかるおぱあちゃんは︑

霜条の女子青年会は︑

H協会︵松下幸之助会長︶から賞状と賞金を贈られた︒

作業衣全国コンクールで

霜条青年会が三位に

切にしていただいたことを毎晩

て投げ出し︑さらに施設費として︑虎の子の一万円をそっくり部落に
寄付したおばあちゃんがいる・：⁝
名を長谷川セイ︵七二才︶さんといい︑ふだんは質素な生活に甘ん

て何事もつつましぐ生活している

﹃子ど

のだという︒そのおぱあちゃんが
あのころ住んでいた宅地七百平方
メートル︵二百十坪︶を︑

もの遊ぴ場に：﹂といって金まで
そえて申し出たのである︒

ふるさと

養士︵千手保育園勤務︶である︒

大喜びの高原田

＼

ことに決めた︒こうして幾つかの
作業衣が作られ︑それが高橋光子

セイさん︵写真︶はいま学校町

じている人だといろ︒おぱあちゃんの願いが実を結ぶ日も近い︒

第18号
（7）

ノ

1町の声特集ー②
本紙に強い住民の支持
広報の性格は貫きたい

あたりの指導をわずらわしたぐ︑

ください︒役場の保坂君︑小川君

てみんなで歌い踊れるようにして

になるのです︒︵千手・注意子︶

為で︑職員全体が批判されること

たでしよう︒心ない人の軽卒な行

ら︑あんなしゆう態は演じなかっ

部数不足の広報

当局のご配慮を切望しています︒

︵岩瀬・金子湖月︶

ご意見ありがたく拝見

囎町の掲示板

ラジオ農業学校

仁子

萱屑をもやし屋根替えおわりけ

越ケ沢

岩瀬

玉章

辰治

喜美子

○山門の囲いそのまま梅咲けり

小白倉

北泉

O残雪につきささりおる枯木かな

町広報の性格は貫かせてほ

のようにいわれようとも︑川西新聞でないかきり活字にできないもの
がある︒野党的な立場からの批判がそれ

元町

・成人式が五月一日にきまった︒

り

せん︒総代さんに﹁これじゃ困る

午前十時から千手中学校で行なう

せせらぎのここにはじまる蕗の

O橋かかるまでの渡舟や春の川

下原

・鯵辮・

・一日から農業教育振興事業がは

大きな部落で組長をしています

◎四月＋五日︑種子の予措︒なわ

◎お答え

毎月の広報をたのしみにしている

本紙は︑住民の強い支持によって支えられている︒かりに発行を停
いたしました︒何とかご希望にこ

のですが︑ときどき部数がたりま

﹂といったら︑﹁余分がない﹂と
いわれました︒わたしの手に渡る

墓

郷土新聞的な編集方針でのぞめ︒というご意見もいただぐ︒が︑ど
︵公民舘主事・保坂国夫︶

までにだれかが抜き取るのか︒税

が簡素な服装で参加してほしい︒

全町の該当者は約三百名︑みんな

成人式は五月一日

花見のシーズンとなりました︒

ぐれ6ものはいいかげんにしてい

金だけはまちがいなぐ取る役場が

行なわれる︒会場は農業センター

止するようなことがあったら︑世論が許さないであろう・⁝︒よせら
おります︒その節はご協力くださ

たえるべぐ︑目下計画をすすめて

じまった︒次の日程で集合研修が

れた投書を︑くりかえし拝読した編集子の実感である︒

しろ作り︒◎五月六日︑水稲元肥
の施用︒なわしろの手入む

服を着た人が三・四人酔ってフラ

咋年感じたことを書きます︒学生

い︒

わたしどもが今なおこんな状態で

定高生の願い

は今後の学校統合もむずかしい

し い︒ま す ま す 努 力 す る こ と を お 誓 い し て 第 二 集 を お く る ︒

学校統合に理解を

5

6

■

0

9 ■

暑

口

小白倉

元町

巳

5

■

■

香坊

鉄平

・花村ゆき先生が転任された︒好

ごうごうと風鳴る山や春浅し
りません︒気をつけてちょうだい

るのか︒とにかく不満この上もあ

花村先生サヨナラ

フラ歩いていました︒目撃してい

のではないでしようか︒きようは

他人の身︑あすはわが身︒というー た四・五人の女性が︑ コ疋校の生

学校統合の前進を喜ぶ︒という

風邪声にして押売りのよぐしゃ

お説 を読 み ︑ 日 ご ろ の 考 え を 書 ぐ

評だった﹁ある女教師の手紙﹂は
第十五号をもって終わらねばなら

昌7巳

べる

︵橘・権利を主張する男︶
各部落の世帯数よりも

◎お答え

とはできません︒

徒が酔っぱらってりεと話し合
っていました︒わたしは残念に思

なればと思ったがらであります︒

気になりました︒各位のご参考に． ことばを︑決してあざけり笑うこ

置

●

雪やけのせし顔並ぴ卒業歌

0

なかった︒先生ごきげんよう︒

◎縮減あいついで成立した新予算

■

一部だけ余分に︑毎月嘱託員さん

・町の指導技術陣が協力して︑総

増額され︑前年度の不足分もまた

でしたが︑本紙の発行費は八万円

︵教育委員会・上村啓子︶

五日から一ヵ月おき︶する︒規格

合的な農業機関紙を発行︵五月十

巳

いました︒この酔っぱらいはす

あてに郵送しています︒

入手が遅れる広報

巳

世は歯軍のごとくに回っていま

です︒そこで︑定高生でもないの

でに学校を終えた成人だったから
にそう決めてしまうなんて︑勝手

五万円追加していただきました︒

口

わたしもあの当時の役員として村

えて︑時代の進運に遅れないよう

玄子弟の教育と町の将来とを考

と︑識者の善処を切望してやみま

にしてゆきましよ．？町民の自覚

はタブロイド版二ぺージ︑編集長

億

ギメの第一線に立たされ︑統一反
ムシロバタを立てて村会に押しか

な女たちだとにぐみました︒

は農業委員会書記の高橋重英氏︒

農業機関紙を発行

対を叫んだひとりでありました︒

け︑政党を動かして大さわきした

つの考えがあるかと思われます喰

わたしは歌い踊れる日を待ってお

一年間に

ださったことを感謝いた

後に深い感銘をあたえてく

わたって︑わたくしたち

うございます︒

◎花村ゆき先生︑ご栄転おめでと

さまに厚くお礼を申しあけます︒

﹁かわにしじの発行を待ちわび

落とし主ヤーイ

卒業生のみなさん︑酒を飲むと

・せん︒

送されるときいていますが︑第十

ているひとりで玄毎月九日に郵

・役場の窓口で現金を落とした人

︵仙田S・K生︶

こ と を いまさら残念に思い︑ 反 省

町のみなさん︑たとえ学生服を着

きは学生服を着ないでください︒

七号をいまだ入手︵十六日現在︶

一時から午後一時までの間だ石心

がある︒二月五日のごと︑午前十

◎中村町長はじめ︑町議会のみな

川西小うたの普及を

て酒を飲んだからといって︑定高

しておりません︒総代さんのとこ

つまり．︑①温室で育てる草花のよ

子どもの か わ い が り か た には二

の情を新たにする者であります︒

川西小うたができてから三年︑

生ときめつけないでください︒

あたりの方は出納係までどうぞ︒

︵夜間高校生・N︶

町民税の．申告

ろでねむっているのでしようか︒

が盛んに踊られるのに︑川西小う

りました︒盆踊りには各地の民踊

のでしよ・つか︒わたしの部落は六

それとも組長さんのところにある

をさせ︑進学や成人の暁に入後に

うに︑昔ながらの村の学校で教育

酔いどれた職員

しております︒幾久しく

︵子規︶

芽の︑釘やはらかに春雨．の降る

くれなゐの二尺のびたる薔薇の

おすこやかに：：︒

集

たが出てこないのは心外です︒郷

・いま本年度の町民税申告中︒ま

落ちる教育をさせたがよいか︒の

組ありますが︑急ぎの回覧板など

○月○日夕がたのこと︑酔いど

◎視界のいたるところ木

土の民踊として誇りをもって歌い

編

多少の苦労 をさせても完備 し た

ちがいなぐ記入して四月二十日ま

れた人がバスに乗りました︒酒く

が遅れることもしばしばです︒

学校でよりよい教育をさせたがよ． 踊るにふさわしい味をもっている

々が芽をふき︑野に山に若草のも

このみちに勤

でに提出のこと︒薗定資産税の一

さくてロレッもよくまわらず︑全

かわにし郷︵文化財調査報告書

お願いとおわび

︵上野・大むぐれ︶
のは︑その作風からいっても町の

富井ヒサの両氏は

いか︒ という ことで ありま す︒

く顔をそむけたぐなるほどいやな

続すること実に十年︒十三日に国

える季節です︒生肖ることの喜び

人の作詩によるからです︒ラジオ

感じでした︒しかも役場の人だっ

︶の出版は︑印刷のつごうで本月

保県連合会長から表彰される︒

期分は月宋までに納入されたい︒

先生も教材も不十分な分校に今

の民踊めぐりに放送されて資決

下旬ごろになる見込みです︒いま

星名︑富井氏を表彰

なお満足している人たち︑小学校

れません︒たとえ時間外に自

たのです︒宴会がえりだったのか

しぱらくお待ちください︒

をかみしめてみましよう︒

して他におとるものではないでし

務員であることを自覚していたな

分の金で飲んだのだとしても公

記

・国保衛生係の星名憲三・保健婦

ならまだし資中学の分校をまだ
捨てがたい宝物として進学や就

で配布し︑わたしたちの民踊とし

ずもってレコードなどに吹きこん

よ．？民踊は郷土の道しるべ︒ま

い人が多いようです︒あのころの

職にさしつかえてもなお目ざめな

．︑凄μ

」

一矩一

もし
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