町政コーナー

が可能であるという点では恵まれ

いずれの時代においても︑また

ものがある︒この点について町は

ついて地元民の不安はなお根強い

が︑豪雪地帯として冬季の通学に

万全の措置

通学に

どこの市町村でも学校統合という

た条件であるということもできる

ことは難事業の最たるものとされ

スクールバスの購入も予定する等

すでにバス会社と委託契約を結び

万全の対策を立てており︑また冬

空校舎は

工場誘致に

・うとする折．から時宜に適した転用

〆切

会日

歴史を閉じる橘中学校
町政コーナー

ており︑往々にして首長の命取り

中の場合も決して担々と今日の結

となる場合すら珍らしくない︒橘

から十余年︑町全体の立場から︑

町となったその年であった︒それ

した道路無雪化の実態が一つの実

季対策としては最近における進歩

橘中学校がこの月限りで廃止さ
れて四月一日から川西中学校に統

論に達したわけではない︒時には
たことも一再ではなかった︒しか

統合後の空校舎については︑地

成否の見通し困難な事態に直面し

校統合の方針が打ち出されたのは

し︑この問題が本格的にスタート
してから約二年で円満に妥結した

元の要望等も尊重してこれを最も

減少と校舎老朽化の対策として学
いまからほぼ三年前︒この方針は

ということは︑予想以上の進展で

有効に利用する方法が検討されて

過疎化の進行に伴う児童生徒数の

四十四年に策定された総合開発計

あり︑関係者の努力と地区民の良

二十四年の歴史を閉じる閉校式が

昭和二十二年︑新制中学として

画にも教育施設整備の基本方針と

識に敬意を表したい︒

合される︒この二十七日には同校

橘小学校に併設の形で発足した同

して盛り込まれ︑教委を中心とし

物回答となるものであろう︒

校が︑村民の盛り上がる熱意によ

てその実現に真剣な努力が払われ

厳粛に行なわれる予定である︒

り︑待望の独立校舎として現位置

いる︒いまのところ︑地元の余剰

労力を吸収して地域の発展に寄与

方向にほぼ決定し︑目下その受け

するため︑工場を誘致するという

㎜ 入れ体制の整備が進められている

寄宿舎を必要とせず︑通年通学

に建設されたのが昭和三十一年︑
てきた︒

吹雪をついて

㎜ ことしから始まる県営ほ場整備事

異常気象の連続で︑時ならぬと

⁝方針というべきであろう︒
建設後十五年足らずの橘中校舎

アルペンスキー大会

もいえぬ強風下の七日︑十メート

は︑すべての面において驚くほど

よく整備され︑手入れが行き届い

とれは︑管理者︑職員︑生徒及び

ていて︑まだ真新しい感じである

・の真価をさらに高め︑今後の大き

．される川西中学校へ移されて︑そ

手

納

事

議雲蕎議牛

会評

委
校大委
町員 卒会員

町 審委
議
議員

あたかも橘村が合併によつて川西

き

醗

ル前方の視界も定まらぬような吹

けて過疎化がいっそう深刻化しよ

業や︑米の生産調整等の影響を受

雪をついて︑羽黒山スキi場で︑

町のアルペンスキー選手権大会が

参加したのは約四十人︑悪天候

開かれました︒

いとした気持も無理からぬものと

．地区民の愛校精神の成果であり︑
地元でこれを廃校とするに偲びな

をものともしないだけあって︑い

ずれも強豪ぞろい︒滑降と回転に

． この愛校精神は︑そのまま統合

感じるのである︒

日ごろの腕をきそっていました︒

ゴールインする選手たちは︑吹
丸のよう︑天侯が天候だけに︑そ

・な課題とされている仙田地区各校

きつける雪のため︑まるで白い弾

た︒

の男らしさが一段とさえていまし

りたい︒

嚇の統合によき先例となることを祈
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人ロの動き

（5月1日現在）

男5港95（」1）

女5。657（＋8）
計11．150（＋7）
世帯数2瀞82（＋1）

咽紅舞識四億六千万に落ち着く

皿

壱﹃19響︐﹃．9cじ9マ曾c曜e￠8 ︐一

◎川西町中仙田地区簡易水道

響oeサマ．oσ￠9ぐ●c・﹃Gooψじ909マeσe︐9﹃9︐σ︐e﹃．︐︑噸﹃

既成ドライパ墨に

交通教室﹂
新潟県警察本部

昭和四十六年度一般会計の予
いることによるものです︒いっ

改築や保育所の建設を予定して

◎川西町国民健康保険条例の

改正する条例
◎川西町母子健康センター使
用条例の一部を改正する条例

する条例
◎川西町火葬場条例の一部を

開設することになりました︒

県警では︑既成ドライバーの再
教育を目的とした﹁交通教室﹂を

事業特別会計条例
◎川西町税条例の一部を改正

算原案は︑規模で四億六千四百
ぼう︑減額の筆頭は災害復旧費

町議会三月定例会︵会期十五日間︶始まる

二十四万五千円となり︑四十五
で︑この款は︑前年度の六三・

年度一般会計の最終の補正を予

また︑会期の最後に︑四十五

を改正する条例

◎川西町農業共済条例の一部

◎川西町簡易水道事業給水条
例の一部を改正する条例

⁝

⁝

㎜

⁝

㎜
㎜

◎ 自動二輪課程︵自動二輪車

講習課程

とおりです︒

の運転者に対する講習課程︶

焦点になる新年度予算の編成

議を繰り広げます︒

㎜

％ 回提出されたおもな条例は次の

課程︶

自動車の運転者に対する講習

◎普通課程︵大型または普通

内容的には︑教育費が六七

⁝

予算のほか︑条例制定の多い

民生費が五四・六％と大きな伸

定しているほか︑特別会計の補

たように︑二十四日まで審

︸ は︑一般会計のほかに 特 別 会 計

◎川西町交通安全保持に関す

工

を大いに活用してください︒

転者になるため︑この﹁交通教室﹂

あなたも交通事故を起こさない運

実施要領は次のとおりですから

新予算の審議 が中心 と な る 第

年度の当初予算に比べると四・
二％にとどまりました︒

㎜

二回町議会定例会は︑会期十五

七％ゐ伸びとなりますが︑同じ
四十五年度の現計予算額五億八
のもこの議会の特色ですが︑今

︸が七件で︑この特別会計のなか

び︵前年度当初と比較し︶をみ

一部を改正する条例

日 間の予定で十日に招 集 さ れ ︑
一面の行事欄で日程の 一 部 を 紹

百万円には及びません︒

㎜には︑新しく仙田地区簡易水道

5

▽十七日・普通課程

▽

動二輪課程 ▽十日・自動二輪

課程

開設場所

二十四日・普通課程

長岡︑新潟︑上越の各試験場

受講者

各講習課程の車種について︑

運転免許を現に受けている者

受講者には﹁交通教室受講済

その他

時講習を受講したものと同⇒の

の証﹂を交付し︑免許証の更新

取り扱いをします︒

︵交通安全︶

昭和四十六年

い﹂

あぷない

勺キ該ヤ

ひょっこ

りとびだし うっかりおうだん

あぶない

︽こどもむけV

もう﹁危な

あの一瞬を

年間スローガン

︽運転者向けV

ヒャーとした
忘れるな

九時から十二時までの時間で実 ︽歩行者向けV

三︑四月の毎週土曜日︑午前

開設日

関係機関や父兄が一体となって運

施します︒

る条例

a

せました︒これらは︑危険校舎

ものの干し場まで︑おかあさんの

動に取り組みます︒

﹁まだ渡れる﹂は

三月二〇日︵土︶一六時二五分

腰にまつわりついていたお子さん

▽十三日・自動二輪課程

︹今月十三日以降の予定︺

から一七時二〇分まで

が︑新しいランドセルを背負って

十日・普通課程 ▽二十七日●

また︑後期は︑行楽期における

灘出席者

事故防止を主眼として︑飲酒運転

自動二輪課程

▽四月三日・自
に重点をおいて実施します︒

あフ
わす⑳
毛の

やスピード違反︑無謀運転の追放

▽二
学校へ出かけます︒

りで元気よく家を出るようになり

って聞かせたかいがあつて︑ひと

子どもたちも︑これまで幾日か言

とかく過保護になりがちだった

朝日・毎日・読売・産経・新潟
日報︵順不同︶各新聞社の記者

正も日程に上っています︒

一が加わって目を引きます︒

テレビ座談会
〃統繭地方選挙を
語る〃のご案内
明るく正しい選挙啓発事業の一

基本的なルール守って

ましたが︑そうなると︑こんどは
超）、

のテレビ座談会を開催します︒

四月は春の

学校の行き帰りが心配です︒

の交通安全運動﹂が始まります︒

四月にはいると︑五日から﹁春

全国交通安全運動
﹁いってまいりまあす⁝・・﹂︒

この運動は︑毎年行なわれてい

◎前期

期の二回にわけて実施されます︒

ますが︑ことしは︑特に︑前期後

ついこの間まで︑台所から洗たく

約四十畳の広間もあります︒使
用したいかたは︑総務課まで申し

四月五日から十日まで

◎後期
二十六日から五月一日まで

使用はご遠慮ねがいます︒

前期は︑新しく入学︵園︶する

通学訓練をしましょう

環として︑県選挙管理委員会で次

あなたも︑ぜひ︑ご覧になって

灘放映局

3。

4

「

イ

％ら

ください︒

新潟総合テレビ︵NST︶

瀞放映日時

〜妻ノー⁝
中央町に

，オ
『

㌣ 姦

44

ザ

え査

・尾ぴ

小ちば亙

力

込んでください︒ただし︑私的の
使用できる時間は︑午前八時三

役 場分 室・ 公民 館
ができました
中央町の旧坂井屋さんの建物を

用は無料です︒

十分から午後十時まで︑施設の使

児童や老人の事故防止を中心に︑

役場分室および公民館として使用

紅

マ篭
ね
．

〃

OOOO60

、

／

することになりました︒

（｝

もうすぐ一年生

介し

（2）
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﹇．赤程雛縫粛

十字に対する要請は︑いっそう大

この貴重な財源である皆さんか
らの社費について︑これまでの百

害救護活動︑血液事業︑青少年赤

順次︑三百円社費に切り替えをお

なづており︑昭和四十二年から︑

日赤新潟県支部においても︑災 ︐円社費では事業遂行がむずかしく

きくなるものと考えられます︒

十字運動︑新興国赤十字運動等を

ついては︑本年から︑全社員の

ただきたいと存じます︒

社費納入については︑例年のこ

とですが︑町政事務嘱託員を通じ

︵日赤川西町分区︶

どうかその節は︑よろしくお願

て手配する予定です︒

いします︒

いつでも赤十字〃

願いしてきました︒

かたがたから三百円社費に切り替

ーーー七一年赤十字国際標語ー

これら事業に必要な財源は︑社

えるようお願いするとともに︑全

中心に事業を続けています︒

られる期待というものは︑国内に

員である皆さんの社費および篤志

戸加入が達成できるようご協力い

おける各種事業はもちろん︑国外

日赤事業については︑日ごろ︑
皆さんの暖かいご理解とご協方に

でも新興国に対する援助をはじめ
れています︒

家からの寄付金によってまかなわ

〃どこへでも

よって︑円滑に推進されているこ
っています︒そして︑今後も︑赤

として︑年々︑幅の広いものとな

百六十七万円余という生産調整奨

以上も休耕または転作し︑三千二

って︑伝来の水田を百ヘクタール

川西町でも︑農家のご協力によ

とにきびしいものです︒

九百三十七トンと付された︑まこ

きなものであり︑しかも︑歯止め
策といわれる買い入れ制限が三千

新しい嘱託員

○小脇・斉

：・：：・③

○中仙田・小林正人

︿仙田地区﹀

○岩瀬・中条

○大白倉・高橋克義

O高倉・斉木金作

木誠一郎

○小白倉・江口初太郎
以上で︑新しい町政事務嘱託員

チエ

の皆さんのご紹介を終わります︒

550

520

礎になります︒

580

この格付けに基づいて基準収量

410

32，572

実施されました︒

たとえば︑十アールで基準単収

440

どうかを決めたり︑支払いする共

が五〇〇晦の場合︑共済歯金と共

470

済金がいくらになるかを決める基

を決定するわけですが︑その際︑

500

前向きの姿勢で

示された目標の達成は容易なこ

550

この補助金は︑よい田も悪い田

とではありません︒農家の皆さん

46．3．2

して十等級に分類し︑格付けをし

米の生産調整が行なわれるよう
等級ごとの面積に等級ごとの収量

済金は次のようになります︒
◎共済掛金︵第三階級の場合︶

そこで︑この水稲共済の基準単

も同額であっては不合理です︒

560

ます︒

になつてから︑水稲における﹁基
を乗じた平均が︑前記の県指示で

五〇〇×引受割合︵○・七︶×一

しかし︑下表のような奨励金も

にとっても︑耐え難いことです︒

9

十アール当たりの
平均的収量

準単収﹂ということばが関係者の
ある四五九晦に対し︑上下五％ゐ

晦当り共済金︵一〇〇円︶×掛金

収に比例して交付することになり
︶

十一円︑ことしは六十八円と決め

基準単収一晦について︑昨年は八

率︵一・一三五％

三九七円

交付される点︑この機会を利用す

◎共済金︵評価収量一二〇醇の

8

活用する

話題にのぼるようになりました︒
とになっています︒

許容範囲内になるよう設定するこ

なお︑等級間の収量差は︑三〇

こうして設定された一筆ごとの

晦を目標に設定しています︒

山間地のたな︵棚︶田とか︑や

る乙とで有利な場合もあります︒

ち︵谷地︶田等︑収量も低く︑不

ことしは単価は

られました︒

安定で手間のかかる所を休耕し︑

農家によって事情も異なるでし

7

励補助金が交付されています︒

そこで︑このことばについて若
干の解説をしながら︑あわせて︑
生産調整問題についてもご理解を
得たいと存じます︒

まず︑基準単収というのはどう
基準単収は︑町の
損害評価会︵和久

いうことかというと︑もともと基

ほかに︑一般転作

下がりましたが︑

その労力を有利に換金する︒

乾田では︑田畑輪作によって病

等には十アール当

と同時に転作補助金を受けるよう

気の発生を防止し︑増収をはかる

り五千円︑永年転
上積みすることになっています︒

養魚などの有利な作目に転作す

にする︒

作等には同じく一万円をそれぞれ

基準単収

米の生産調整と

準 反収 で あ っ た も の が ︑ 尺貫法の
井精一会長︶の議

また︑既定の等

されるわけです︒

を経て 正式に 決定

﹁反収﹂から﹁単

と改められたものであり︑十

廃止によつて︑

収﹂
ています︒

場合︶

五〇〇×○・七−一二〇×一〇〇

級について︑町では︑生産調整で

下位等級を休耕した場合︑奨励金

これは︑不足している作目への
転作に重点をおくということであ

一一三︑○○○円

単収に比例した

ょうが︑総合的によく判断してい

る︒植林して高額補助を得る︒休

生産調整奨励金

整理をするなども二例です︒

耕し︑補助金をもらいながら耕地

さる一日︑町に示された減産目

ただいて︑目標が達成できるよう

米の生産量は消費量を上回るこ

り︑それによって︑ピンチをチヤ
ンスに結びつけようとする意図が

が実情と比較して少なくならない
ようにすることなどを考慮して︑
目下︑再検討中です︒

水稲共済における

標は九百二十ニトン︵一万五千三

寄託休耕5，000円が上積みされる。

アール当りの平均的収量を意味し

全水田を
十等級に格付け
では︑基準単収はどのようにし
て決めるのでしょうか︒

四十五年度の場合︑川西町の平

うかがえます︒

ととなり︑乙のままでは︑食管会

百六十六俵︶で︑減反率において

ご協力をお願いします︒
︵産業課︶

単 収

ろ対策が協議された結果︑みずほ

計を維持できないとして︑いろい

一五％入約二百ヘクタール︶とい

準

水稲共済では︑基準単収は︑共

う︑昨年の二・五三倍にも及ぶ大

基

済甜金の算定基礎となるほか︑万

かってない減反施策が︑昨年から

の国といわれるわが国で︑いまだ

均基準単収は︑農林統計によつて

一︑災害を受けた場合︑その被害

四五九晦ということに県知事から

町は︑評価員を中心に部落の協

程度が支払いの対象になる被害か

通知されました︒

たは一枚ごとに平年収量を基準に

（46年度）水稲基準単収別米生産調整奨励補助金

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ご存じのように︑赤十字に寄せ

とを深く感謝します︒

G、

力を得て︑町内の全水田を一筆ま

上記のほかに10アール当り、永年転作には10，000円、普通転作には5，000円（特定法人10，000円）

（価F＝68円

45年度

6

191720

21，760

25，800

25，840

29920 2Z880

ろ1，960

乙6，040 54，000

58，080

金

助

補

適用単収

479

5

基準単収＠）

4

290

考

計

備

（平均）

3

10

2

等級

1

基準収量
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だ︒現金収入を目途にした出かせ

農業は︑米づくりだけでは不可能
あろうと確信し︑青少年教育の重

でき︑住みがいのある町になるで

主事や同行した学級生の足手まと

学級生に心から感謝し︑保坂社教

桐一君をはじめ︑田中清一君らの

・科目別コース︵希望科目のみ

・卒業コース

願書の受け付け期間

約三百人

四年間続いている
士口東京での移動青年学
要性を再認譜し︑︑全体学習を最後

・四月＋日まで

をはつた返信用の封筒を添え

・願書の請求は︑住所・氏名・
郵便番号を明記し二十円切手

若干人

ぎではあるけれども︑それだけで

県立新潟高校

を学習︶

一二級に参加し︑出かせ

千葉県市川市・山崎パン市川

通信制の

新潟市関屋下川原町二

次へ請求する︒

新潟高等学校通信制では︑いま

生徒募集
昭和四十六年度入学生を募集して

▽

いになったことをおわびして報告

都会から農村を見︑農業を考え

第一日︵二月十八日︶

なお︑日遅は次のとおりでした

に帰途についた次第です︒

つけて︑それを地域の中で生かし
ながら農業を続けてゆくんだ︒﹂

工場および東京都江東区・中央
第二臼︵十九日︶

社砂町作業所を訪問

たとき︑自分たちの積極性や実践

力を発揮すれば︑農村は︑けっし
て悪いところではない︒土に生き

県立新潟高等学校通信制

北区・十条製紙溝上工務店︑板

社︑中央区・入船H練製品工場

います︒

都内︑台東区・中央社蔵前本

橋区・西武運輸北支店︑千代田

高等学校通信制は働きながら勉

税の相談日は︑毎月五の日すな

等々︑くった

心に触れたような気がしました︒

くのない話し合いの中で︑真実の

区・神田運送西神田営業所︑練

の異なる人々が無理なく勉強でき

強したい人︑しかも︑年齢や職業
四年以上在学して規定の単位を修

きは︑その翌日になります︒
この日には︑全国どこの税務署

この日が日曜や祝日にあたると

税の相談日です

とかく批判されがちな若い人た

馬区・天竜運輸東京支店および

毎月〃五の日〃は

ちが︑将来に目標をもちながら力
強く生きようとする前向きな姿勢

る自信が できた︒﹂

とします︒

ない何かプラスになるものを身に

て保ぎで蘂の学級生

し久馨髭墓
口大とができたのは巨
力ごろ︑若い人に 接 す

参委員議藪盤
こ 議まず もつて ど の
審機会を与えてくれた

級難講霧離

学駿箋
年公二鷺髪鞭

得すれば︑高校卒の資格をとれる

でも相談ができます︒また︑自分

ださい︒

＋日町税務署

税の相談日を気軽に利用してく

することができ︑むろん無料です

の住所や名前をいわず自由に相談

制度です︒

・中学卒業と同等以上の学歴を

▽入学資格
有する者︵今月中学卒業見込

以上

て全体学習

みを含む︒︶

でとり︑自動車で案内するなどあ
・年齢制限なし︒
らゆる面で協力を寄せてくれた片 ▽募集人員

最後に︑四日間を通じて休暇ま

都内台東区・小泉旅館におい

第四日︵二十一日︶

同愛甲郡・煤ケ谷現場を訪問

神奈川県川崎市・岡島商店と

第三日︵二十日︶

わち五日・十五日・二十五日です

すが青年学級生だと喜ばしい限り

恥ずかしく感じられ︑同時に︑さ

文京区・高山工業を訪問

一日までの四日間で

でいることに︑かえって︑自分が

都内︑千葉︑神奈川

これら若い諸君が後継者として

でした︒

先の訪問には苦労が
活躍してくれるなら︑そこに︑新
しい川西町の芽ばえを望むことが

と広範囲な出かせぎ

伴いました︒しかし
会社の責任者との面

の開催等︑予定した日程は無事に

談︑近 況 を つ か む こ と ︑全体学 習
消化 で き た し ︑ 内 容 も 充実し ︑目

和久井みどり音作

宮 崎から

須藤征吾原田

森留 博子

＋日町から

五＋嵐富蔵

小林金︸郎

小根岸

仁田から
大分から

仁田

伊友

昇天1ごめい福を祈る

藤巻貞巳塩辛
上町︵◎新郎
中屋敷◎新婦 岡田志美子 北海道から

隊郎誌顯

×X×××××X×××××××××××××××××X×××××××××××××××××××××X××××××××××××××××××××××

縢の窓謝

長長長二

的は達せられたように考えます︒

青年学級について︑概念的にし
か知らなかった私にとっては︑せ

渡邊 誠幸治
野上義人忠義
一希三郎

肇譲洋畢暑難

つかくの機会にとまどいを感じな

長部

二田小小春春矢富
瓶村海海日口口井

たかさごーご円満に

繍鍮

が ら も︑この四日間の意 義 が 十 二

うぶ声1おすこやかに

男：男：男女

＋日町から

上野

仁室仁発仁室野中
電
屋
田島田所田島口敷
通
八八七七六六六五
八三四一九八一九

ひ継続していただきたいことを痛

栄一郎二女

島田倉田

鷺糠
驕顯

仁木霜霜室仁高原

分にあ っ た こ と ︑ こ れ からも︑ぜ

丸山佳代子

戸田亜佐子

戸高渡樋山川
田野邊口口崎
ケナ貞ミ廣豊
イミ作ヤ重吉

米の生産調整はさらにきびしく

青年学級生

二二二長三長長長
女1男女男女男女

納税メモ

町・県民税の申告期限は︑

ゲ俳凪

鷺かわじ

隠薩出してください．

︸今月＋吾です．忘れずに申

一

四月・七月・九月・十一月
．◎軽自動車税
五月・および随時

酊固養産税ー四期

六月〜翌年五月の十二回

六月・八月・十月・十二月
◎特別徴収︵給与所得者︶

◎一般腓四期

繭町・県民税

㎜の納期は次のとおりです︒

蘭四＋六年度のお薯町税

四月から納入していただく

｝｝一甲『｝1

片桐玉章

江口凡石

屋根の上人黙々と雪おろし

松風園南雲文峯

幸せの日日送りつつ雪に生く

小白倉

遠近に銃こだまして春浅し

安産の報あり桃の花盛り

小白倉

梅活けて水ぎは二三のふきのとう

雪眼鏡忘れて深く頬かむり

からすたつはんの木少し花粉たつ

元町金子鉄舟

療養を寒しと読書夜の灯

寒雪や病棟夜の名残りの茶

春の宵障子戸鳴らす南風

春の夕看護婦行く夜学道

．悠久荘 金子義夫

翫／喜南風選

，

「

↓グループ討議中の

健武一一友輝美勝
：男八二雄隆利

感しました︒

なり︑農村をとりまく情勢は容易
でないと察せられる中で︑青年の

皆さん が ︑ ど ん な 考 え 方で農村 を
見︑ 都 会 を 見 て い る の だろう かと
ましたが︑その答えは︑ ﹁今後の

大きな関心をもちながら接してみ

相大蔵米田高
馬海品山中橋
伸安貴和隆美
幸巨紀子幸加

移動青

（4）
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