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歳入

の決算が9月16、17日の2日間にわたり、定例町議会において次のよう
に決算認定されました。
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＜歳出の概要＞
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松代町教育委員会の
委員再任さる
去る九月の定例町議会は前記決
算を含めて各委員の任期満了に伴
う人選を協議︑二日間にわたる日
程を終了した︒これにより九月末
をもって任期満了である松代町教
育委員の五名中二名を再任するこ
とに満場一致可決し︑山積する松
代町の教育行政の万全をはかるこ
とになった︒

最近盛んに老人の福
祉間題が取り上げられ
ている︒国でもこのこ
とを間題にし︑昨年度
老人福祉法を設定︑老
人の健康管理を含めて
義務付けを制定した︒

松代町でもこの法令
にのっとり六十五才以
上の老人に毎年一回町
費にて健康診断を行な
うことになり三ケ年計
画で全町実施というこ
とにした︒ 本年度は第二年目とし
て左記の要領により実施すること
になった︒

田沢

︵県立松代病院で︶

△松代︑小荒戸︑太平︑菅刈︑

では要望している︒

△犬伏︑孟地︑滝沢︑片桐山︑
苧島︑中子︑東山︑海老
︵孟地小学校で︶
△清水︑会沢︑桐山︑蓬平
︵清水小学校で︶
尚町内での該当者は全員で千五
十名であるが︑本年度実施分は前
記地区として三百名を対象とした
ものである︒該当者は定められた
日程にす﹄んで受けられる様︑係

又老人福祉法は︑老人の福祉に
関する原則を明らかにしたもので
あり︑老人の心身の健康の保持及
び生活の安定のために必要な措置
を図かるために定められた法であ
り︑健康診査︑施設の充実などが

468

再び選任された委員は左記のと
十月中
六十五才以上
︵三百名︶

儀

おりである︒

L期 日
対象者
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︵小荒戸︶
︵室 野︶
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爾右の委員の任期は四年となっ

単
2，359，000

ている︒

町

⁝各地の農道工事進む⁝

231，000

4

選挙管理委員も再任

円

つ父いて同じく任期満了中の松
代町の選挙管理委員も︑選出認定
をうけ左記のとおり再任された︒
これも任期は四年である︒

久雄︵田之倉︶

正員柳善吉︵太平︶
柳与平次︵犬伏︶

単
538

明

斉藤

町

県 単

駿寧

新作︐︵室野︶

381，000
1，737，000

水

農業構造改善の一つの分野であ
る農道の確保か︑その必要性と地
域住民の強い要望とによって大き
な話題となっている︒当町におい
・ても早くから︑その問題を取上げ
町内各地の農道の充実を図って来
たが︑本年度も五本の農道工事の
完成を見るに至った︒音も高く耕
転機の通る農道の︑新しい土を見
ながら地域の人達が喜びに湧きか
える状況か随所に見受けられた︒
このことはた父今年だけの計画
に止まらず︑継続的に計画される
ことを望む声が大である︒

町 単

3

清

爾本年度完成された農道は下表
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健康診断はじまる

のとおりである︒
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完成された清水農道（上）と
砂利入れ作業（下）
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又︑右正員事故ある場合の補充
員も同じく審議され決定をみた︒
補充員 関谷徳一郎︵松代︶
小野島力三郎︵会沢︶
柳
徳雄︵小池︶
小堺 福平︵室野︶
﹄＝＝＝一＝鱒＝

昭和39年度完成農道明細

＝＝老人の福祉に＝：

2。
ρ

t戦傷病者︑戦没者遺族等

一
︸

援護法の一部が改正t ⁝

たい今年も又収穫時を終えて
や

・出稼の季節がやって来た︒
し︷年々変る農村状態と相まっ

ま哩て出稼者の数も増加の露
︵をたどっている︒最近とく
記
・にその中に秘む色々な間題

昭和
三十八年

行の日︵昭和二十一年二月一日︶

以後︑昭和二十七年四月二十九
日以前に離婚し︑再婚により年

しぶみ俳句会
歩

枯水

淡
鋤
︵

葛の蔓道に伸び出踏まれたる

風鈴や思いくの姿勢して

水

かい休めしばしボートは波まかせ
道崩れ徒歩の道路やほととぎす
六 花
南無薬師如来の額や蝉の宮
湯治客皆の所望の冷奴
悠 歩

汗しきり稲熱防除に一日終う
三十路過ぎて妻の水着の少し派手
徹 心
唐キビの四五株作り役場支所
淡 水

酒の座の饒舌悔ゆる夏の朝
風原し箆の音す藁屋かな
新緑下若き車掌はバス洗う

悠

その対策を協議した︒そしてなる
べく職業係を通しての就職が望ま
しいと話し合いがなされ︑組織を
利用して有利な条件を得る様にし
たいとの要望が出された︒いずれ
にせよ︑大きな間題だけに今後の
対策と方法が注視されている︒

金を受けることが出来なかった
︸
者にも支給する︒
去る十月一日より左記の通り戦二一︑死亡について公務性の立証が⁝
傷病者︑戦没者遺族等援護法の一皿 困難な軍人︑軍属の遺族に対し⁝ 尚恩給法の一部を改正する法律も
部が改正になりました︒心あたり⁝ 遺族︸時金を支給する︒
㎜ 十月一日より実施になり
の人はよくお読みになり不審の点⁝
公務に併発した傷病により退⁝ 一︑傷病年金受給者に対する妻の
加給
がありましたら役場厚生係までお︸ 職後二年以内に死亡した軍人軍⁝
越しくださいゆ
⁝ 属の遺族に対し一時金の支給︒ ⁝ 二︑加算恩給関係の変更
各地別︑外国特殊機関の在職
世話関係事務連絡
一 た父し︑故意若しくは重大な過一︑
年期間の算入などの変更
改正された主な事業は
︸ 失による負傷疾病又は当該在職一
又これを申請する場合は軍歴調
一︑軍人︑軍属に対する公務傷病︸ 期間経過後に発した負傷若しく︸
査票を提出
の範囲を拡大すること︒
︸ は疾病により死亡したことが明皿
日華事変及び大東亜戦争中の⁝ らかな場合は除く︒
⁝ 等である︒
又重度精神薄弱扶養手当法も施
戦地︑事変地勤務において︑疾コニ︑遺族年金の支給の特例
⁝
病又は死亡した軍人︑軍属と遺︸
軍人軍属準軍属の死亡当時の⁝ 行されることになり︑詳細は係に
族に対し年金を給すること︒ 一 配偶者のうち旧恩給法の特例施一 間い合せを希望してる︒

松代町主催

敬老会開かる
秋晴れの九月十四日︑松代町の
主催で高令者の敬老会が盛大に挙
ムロ〜そこで誰もが間題視し︑誰

ま蒜大きく浮び上がぞ来た
頑脇もがその対策を考えている
刀〜ことだろうが︑その具体性

ぎ魑を響ことが出来ない現状

稼脚鷲齢統計を昭和三＋三

三十三年

一二五九

τ四八二
九二三

一四二五

昭和

出岬年に比較してみると
L出稼者数

季節出稼

年間出稼

九六名

となり︑街その内訳は
名出稼先別職業順位
①土工 ③工員 ⑧酒造 ④雑
役 ⑤炭鉱 ⑥染色 その他

二万〜三万円

よ出稼収入状況

三万円以上
二二八七名
︵町職業係調べ︶
となっている︒

全国的にみても有数の出稼町村で
ある当町でも︑諸問題を多く持つ
このことを放置出来ないとし︑先
に出稼組合を結成し再三にわたり

閃

行され光︒

この日会場の松代部落事務所に
は開会十時三十分を待ちきれず︑
朝早くから姿を見せた老人もいる
程だった︒八十五才以上の人は町
内三十八名︑うち十七名の参加を
見︑県知事代理出席のもと町長初
め郡福祉事務所長︑町議会議長︑
教育長︑主催者側として助役︑収
入役︑社会課長各列席するうちに
町長挨拶︑知事祝辞及び祝品伝達
︵知事代理︶来賓祝辞︑町より祝
状贈呈が行なわれた︒
後昼食︑レクリエーシヨンの時
間に入り︑町役場女子職員の舞う
華麗なる数々の踊りに日頃の歳も
忘れがちで︑おもわず飛び入りも
出るという盛況で主催者を喜ばせ
た︒

又当日知事及び町より祝品を送
られた人は左の通りである︒
満九十才
︵県知事より︶
井上 コイ
︵寺田︶

寺崎 カヤ ︵桐山︶
満八十五才︵町より︶
古島 ソヨ
外七名
尚八十五才以上の該当者全員に
町から祝品が贈られた︒

、L

造座

農改

後は二町五反︵粗収入百万円︶くら
いが予想される︒ ︵粗収入とは総
売上金額のことで自家用も含む︶
それではたっ︑た夫婦二人でそれだ

けの作付が出来るかどうかと考え
られるわけですが︑そのために耕
地の交換分合や農道︑共同作業所
を作って作業の省力化する一方耕
転機や刈取の機械が必要なわけで
す︒

それではそういう二町五反を経
営出来る人は好いとしても︑それ
に達しない人達は一体どうすれば
好いのだろうか？という疑問が出
るが︑それらの人達は農業の収入
だけで自立経営に持って行くこと
が困難なのでその不足分を他から
得なければならない︒現在目本の
農家の人達は平均して農業収入が
全体の五一％である︒国では﹁幾
人かが共同で作業を行い農業労仇
力を減らして余った労彷力を他の
方へ持って行く﹂帥ち協業経営を
うたっている︒所が︑私達の町で
果して他に好い収入の道があるで
あろうか？︑これが松代町での農
業構造改善の一番むつかしい問題
かと思われます︒

ただ考えられることは︑この町
の中で消費するもの例えば牛乳︑
果物︑野菜等を二︑三人が専間で
作れば販路の心配もなく採算に乗
るのじやないか︒亦一部で行われ
ている十日町の出機︑これなども

営の

に近づけたい︒

要は自立経営も協業経営も家族
全員が豊かに暮せることが目標で
あってみれば人と人とのつながり
の濃さが一番大切かと思う︒話し
合い︑協力し合って身近かに出来
るものから一つ一つ軌道にのせて
一歩でも︑一年でも早くその目標

も出来ると思う︒

とする努力をしなかった︒
出稼の間題もそうである︒
年間千五百人を越す人達が出てい
るのだが六ケ月間離れ離れに暮す
出稼は縮命であるとあきらめて︑
就職先の確保︑就職者の身分の安
定に対しての特別の努力が足りな
いように思う︒半年間家族と別れ
て暮す職業はこの出稼に限らず︑
船乗ヶ︑行商︑単身赴任の勤人等
全国にその例は多い︒豪雪地帯の
．宿命は出稼であると︑その現実に
ばかり目を覆っていないで︑これ
を明るい方向に向ける努力も必要
である︒例えば会社︑事業所等と
契約して年間一ケ月交替で労彷者
を送るとか︑就職先の要請に応じ
て農作業のやりくりが出来ないも
のだろうか︒工夫の仕方で半年を
一ヶ月か二ヶ月づつに区切ること

（些）
．！﹃

道路上に

松代町運転者協会

松代町交通安全対策協議会

車．バイクを駐車しないこと

物をおかないこと

㈲連れて歩くとぎは必ず手を引いて歩くこと︒

㈲幼児をひとり歩ぎさせないこと︒

㈲歩行者は横断歩道を通ること︒

⑥横断歩道に注意すること︒

周横断の際は手を上げて合図をすること︒

ω歩行者は右側を歩くこと︒

交通事故を絶対になくしましよう
御協力をお願いします

交通安全モデル路線に県舵穫た

松代町松代が︵上町からド町まで︶

この間県から山間地農業構造調
査の方々が来られて
﹁交通が不便だから駄目だ︑雪が
降るから駄目だと︑地形や雪に
責任をなすりつけて自分でその
壁を打ち破ろうとする努力がな
されていない⁝⁝﹂
ときめつけられたが︑確かに関係
者が一応考えてはいるが自然条件
のため駄目だときめて実行しよう

以外方法がない︒

冬季の輸送に少し苦労があるけれ
ど農業の方が協業されNば年間を
通して作業が出来るのではなかろ
うか︒又︑松之山温泉で消費する
鯉も二︑三人位なら販路の心配は
なかろうと思う︒一人で掛り切り
になれるなら和牛の多頭飼育も可
能になる︒或は他の業者との労彷
契約による収入の路もあろう︒
これらはみな各農家が個々によっ
て違うのでその家︑その家で考え
指導者と相談して決めて行くより

仕くみについて

経

農業構造改善の目的は︑ほかの
産業從事者と同じ生活が営めるよ
うに経営の仕くみを変えて行くこ
とである︒そのためには︑自立経
営と協業経営の二つが考えられる
自立経営というのは︑夫婦と子
供を中心とした家族が年間通して
普通に彷けるような経営で都会な
みの生活が出来る状態をいうので
現在では大体一町五反︵粗収入六
十万円︶くらいと考えられるが︑
将来ほかの産業の収入が増して来
ることが予想されますので︑十年

其の2

