一斉に族の任地へ
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ー−冬季出稼ぎ初まる3﹀

、

るだけの方策をたてています︒
正月帰省バスの申込み受付けも
既に始まり︑職場との連絡︑留守
家族への連絡等に︑明るい出稼が
行われるべく計画していますので
御家庭の皆様方も御協力下さい︒
尚今年度の出稼者数は役場窓口
を通じた人たちが十一月十五日現
在で一〇四五名を数え︑主に東京
を初め関東一円︑大阪︑名古屋方
面が多く︑貸切バスなどで出かけ
る姿も見られ︑車中では︑早くも
正月帰省の事を語り合うなど︑元
気一ばいの姿が見かけられました

一一︑︑︑われ幕る松溝振︑各マむ懸馨の傾向箪純霧より技術労

たて進めて来ました︒

兎角マスコミを賑わせる出稼問
題ですが︑その対策に他の模範と

務へ大きく移行し︑今後の出稼ぎ
のあり方を示めしています︒

十一月に入ると町内のあちこち
で出稼者が一斉に旅立っていきま
した︒出稼ぎの町として知られて
いる松代町ですが︑これからの長
い期間︑家族と別れて︑遠い空で
の生活が初まるのだと思うとコ兀
気でいっていらっしやい凶と祈ら
ずにはおられない近頃です︒町の
職業係は今冬も出稼地との連絡や
ら出発時のバス時間表なども用意
して効果ある出稼にすべぐ計画を

十一月八目
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移動保健所
海老部落で行われる

昭和43年11月25日廃行

この結果はまだ保健所より発表
ありませんが相当の効果があった
ものと思われます︒当日積極的に
協力下さった区長さんや地元の人
に当局は感謝していますQ

です︒

レントゲン︑検尿︵腎臓肝臓︑脾
臓︶︑血圧︑血沈︑血液比重の検
査︑身長体重の計測を終り︑診察
室にて身体の診察を行い︑食生活
の相談室︑現境衛生︵蚊︑はい︑
ねずみ︑ごみ︶の相談室も設けら
れ︑当日の受診者八三名があり︑
午後二時より一般患者の診察も行
ない四時に終了しました︒
当日は保健所長︑横尾郡医師会
長以下︑保健所技師︑保健婦等九
名︑役場側四名で実施されたもの

保健所では︑どの様な型態でこれ
を開設するかが悩みの種であった
ようですが︑準備対策として国保
の診療点数請求書により疾病の調
査が行なわれ︑循還器系統による
死因が第一位を占めることが判明
したので十月二八日保健所普及課
長︑役場衛生係が海老部落にゆき
区長さんを初め︑地区の重だった
方々に集っていただき︑地区の要
望等聴取の上︑開設の準備が進め
られたものです︒十一月八日午前
八時に役場を出発︑九時受付開始

開設されました︒

辺地医療対策の一環として去る
十一月八日海老公民館において海
老・東山の三十才以上六十四才ま
での方を対象として移動保健所が

、、
□

、

コミ機関が訪れ 報道やら調査を
進めていますが︑町としては出来

し5︐
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踊文化祭行事終るn
恒例の総合文化祭が今年も十一
月二日︑三日の両日にわたり盛大
に行なわれました︒晴 天 続 き の 二
日間に参観者は約三千名︑第一会
場の松代中学校では︑町内児童生
徒作品展︑町政写真展︑生活展︑
農協展︑個展︑書道展などが行な
われ︑第二会場の町公民館では︑
生花展︑古書籍展︑自然愛護展︑
全国名所手拭展等がそれぞれ参観
者の目をうばいました︒又第四銀
行前では名物になった菊花展が道
行く人の足をとめさせ︑町役場前
や三又路附近では錦鯉の即売会も
開かれるなど終日賑わいをみせて
いました︒

中でも公民館で行なわれた︑江
戸時代の書籍展は︑数少ない貴重
な書籍ばかかで︑延喜式︑和算の
本などは絶品といわれ︑漢書の多
くは今日見ることのできない物ば
かりなので︑多くの人達の熱心に
読む姿がみられました︒
尚町公民館では十一日この文化
祭の反省会をもち︑早くも来年度
の構想をねるなど︑この行事が年
々盛んになっていくことを関係者
は喜びあっています︒

四十三年度

米多収競作会に
小貫の

柳徳一さん金杯を
本年度の町米多収競作会は九月
九日より二十四日までに坪刈を終
り︑この程町産業課よりその成績
が発表になりました︒
出品者は十一名でしたが内二名棄
権のため九名の坪刈が行なわれた
もので︑結果として小貫部落の柳
徳一さんが個人部門で︑品種フジ
ミノリで一〇アール当り七二一キ
ログラムをあげ︑見事一位を獲得
されました︒

史上最高の豊作といわれる今年
度︑松代町でも昨年初の五万俵突
破をはたし︑関係者が喜びあった
ものですが︑今年は十一月十日現
在で既に五六九七一俵と昨年度全
体の五三四六三俵を三五〇〇俵も
上廻り︑その後も出荷が続いてい
ます︒

爾柳さんには近く県知事より金
杯がおくられることになっていま
また二位は松代の高橋徳さん︵

す︒

シキ隔でした︒

七〇ニキβグラム・米品種生四五
号︶三位は池尻の若非一男さん︵
六八九キログラム．米品種フクニ

＜写真は菊花展より＞

のです︒

一体となって今日の竣工をみたも

町としても取付道路の完備など

大きいことでしよう︒

前からこの事を熱望していた地元
は勿論のこと︑進んでこの工事の
手伝いに出︑協力してきた喜びは

らしいものです︒

十一月十日︑工事期間一三五日
間の期間をもって架換が行なわれ
ていました福島地内の林道改良事
業の一部である福島橋が新しい姿
に生れかわってお目見えしました
これはかねてより老朽化し︑そ
の交通にも橋巾も狭く︑車の運行
も充分でなかった木橋でしたが︑
事業推進の為にも︑どうしても新
しい橋が必要とされ︑此度︑鉄骨
鉄筋コンクリ1トの永久橋に架換
えられたものです︒
出来上った橋は総予算四四〇万
円で請負者の松之山町高橋組の手
で着工されてきたもので︑橋長が
一八・四米︑橋巾四・○米のすば

部落の内に永久橋が⁝．．．

福島橋架換工事終る

（2）

今年は反当約十万円か⁝

葉たばこ収納始まる

i五

米単作地帯の松代町農業の一つの
方向付けを示めしています︒
各字別の収納高は別表の通りで
すが︑旧松代地区のうち︑ー伊沢方

ところです︒

面がもっとも多く︑三分〇一以上
を示めしていることは注目される

先に農業構造改善事業の計画発
表を行なった松代町では養蚕︑た
ばこ栽培︑和牛飼育等を取上げて

いますが︑今後の成績に大いに期
待するものですが︑町民の皆さん
のそれへの取くみも真険であるこ
とを示めすものとして関係者を喜
ばせています︒
尚反当収入は︑まだはっきりは
しませんが︑大体十万円位になる
ものと予想されています︒

L．

5
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L
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年凌その成績を挙げている︑松
代町の葉たばこ栽培は今年も順調
な収穫をあげ︑十一月二十二目よ
り二十九日まで︑収納を行なうこ
とになりました◎今年の収穫高は
三九︑五二〇キログラムであり溝

（3》
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下

生産量

部落名

力
↑安全施設がつぎました︐
大字松代の舗道に交通安全施設
が設けられました︒町から交通事
故を無くすべく︑その筋へ彷きか
けてきましたが十月一ばいに国道
の片側に歩道柱が設けられ道行く
人たちの安全と︑車に対する対策
に大きく役立っています︒

＼鱗

︑︑︑︒じ

導

工質．外急ビツヂで

松代小学校の建築

冬空をむかえ︑

ケ急ピツチで
進む
松代小工事

しましよう︒

なるべく歩道を歩
くようにとの関係
者の要望ですので
道路は歩道の設け
られているところ
は守るようにいた

︵写真は蒲生部落にて︶

笑顔で出かける人︑笑顔で見送
る人︑松代町の朝は出稼ラツシユ
の感があります︒これから長い期
間の別れをおしむ人達に︑元気い
っばいの笑顔を見せてお父さん方
はバ入に乗りこんでいました︒

お父さん

ぐいっていらっしやい

に進められています︒

進められています︒既に外側コン
クリートは全部出来上り︑窓わく
も取付けられ内部工事に取か〜っ
ている工事は降雪期をむかえ懸命

邑崔目匡匿膨目⁝目巨召巳ε⁝巨陰巨■態⁝⁝8EEC§ヨ⁝5⁝ヨ≡⁝⁝⁝一⁝⁝一＝置⁝≡一⁝一5毒≡旨置碧願匿萱旨＝⁝冒ヨ一匡5⁝⁝⁝⁝一頓⁝⁝⁝⁝⁝⁝齢⁝6

収納成績表

戸

賄︐

言色申告のおすすめ
◎みなさん青色申告についてご存
じですか︒

個人で事業を経営したり不動産の
貸付けをしている方は青色申告を
することができますから︑次の事
柄をお読みになって青色申告をす
るようおすすめいたします︒
◎青色申告は申告納税制度の基幹
です︒

申告納税制度は自主的次記帳によ
る申告および納税を基幹としてお
りますが︑それは青色申告をする
ことによってはじめて達成される
わけです︒

◎青色申告は事業経営の指針です

申告会︑税理士会のご協力を得て
青色申告の普及育成運動を実施中
でありますが︑申請者の方々にば
記帳の指導︑記帳代行のあっせん
等も行ないご指導いたしておりま
す︒十一月を青色申告普及月間と
してまだ青色申告になっていない
方々に︑おすすめしておりますか
ら︑この機会に是非青色申告の申
262重026262698馨825882墓

請をして下さい︒
ヨ

m

ロ8魂

なんで壱気軽に相談を⁝⁝㎜

60

︐

髄
ロ
ロ
行政相談委員である松代小林寺㎜
住職佐藤秀雄さんは︑生活の中で㎜
困まっておられる点の相談役とし㎜
ロ
て毎日忙しく彷いておられますが㎜
ロ

難晦群纈奮駿蒲嘱忽

よう

年近くになります︒

に呼ばれている法律
が施行されてから一

・と危険です︒

接続部分を石けん水を筆につけ
てぬってみて泡がふくれるよう
だったら洩れています︒
⑦調整器は絶対にいじらないこと
これはガスの圧力を常に使用に
適した高さに保つため專問家が
正しく調節してあるからいじる

0温度は四〇度以下に保つ︒
④転倒転落防止をしておく︒
⑤ホースの接続部は必ずホースバ
ンドで締めておく︒
⑥ガス洩れはしていないか︒

は．火気をさえぎる措置をとる︒

②火気が近くにないか︒
2メートル以上離しておくか又

ロ

⑭
十五日から始ります︒十二月二十
二日ごろまでに出せるよう︑スケ

ジユルをたておきましょ穆︒
L住所が変わっていないかどうか
調べ︑住所録を整理しましよう
新住居表示制度を実施したとこ
ろは特に注意しましょう︒
乞ことしの七月一日から﹁郵便番
号制﹂を実施し︑区分けのスピ
ードアツブを図っていますo
郵便番号を前もって調べておく
と便利です︑なお自分の住所に
も郵便番号を忘れずに書いて下
︑さい︒相手の人が返事を出すと
きなど︑大変助かります︒
版画など︑工夫をこらした賀状
はたいへん楽しいものです︒
4転居届けは旧住所の配達受け持
ち郵便局へも出して下さいo
与ことし中に新住居制度を実施し
た地域に住んでいるかたは︑そ
の旨を付記して出しましょう︒

便物︑年末贈答小包などが多くな
り︑郵便局はたいへん混雑してき
ます︒この混雑がもとで郵便物の
停滞などが起こると︑年賀状の元
旦配達にも悪影響をおよぼします
小包や大量の郵便物をお出しにな
る方は︑郵便番号の記載などを忘
れずにご協力をお願いします︒

十一月の中旬から︑株式関係郵

ご協力を／

挙年末の郵便局に

3。

す︒

変多くおきておりますのでくれぐ
れもご注意下さるようお願いしま

LPガスによる事故が全国で大

して下さい︒

日常の使用などでは以上のこと
に注意していたyければ事故は防
げるごとと思いますが︑ もし器
具の故障や容器︑ホースなどに異
常が認められたときは︑販売店に
連絡して点検を受けられるように

確かめる︒

⑨点火するときは︑まずマッチを
すってから器具のコックを開︒
⑩寝るときや︑長時間留守にする
ときは︑元栓︑ホースのコツク
を締めたか︑念のためもう一度

れがないか確める︒

甚ーー﹃1♂−

ほ
をお待ちしているとの事でした︒㎜
ロ
行政を初めあらゆる分野にわたっ㎜
じ
ての問題点やお困りの事の相談は㎜
ヨ
無料で秘密は厳守ですのでお出か㎜
ロ
け下さい︒
㎜
ロ
教育︑道路河川のこと︑登記︑失㎜
業労災保険︑健康保険︑生活保護㎜
ロ
恩給年金︑税金︑農地︑電話︑鉄㎜
道︑郵便等ですが︑町村の固有事㎜
ロ
務はその限りではありません︒ ㎜
ヨ
ロコ
きロ

し

差出人の郵便番号も忘れずに

年賀状の特別取扱いは︑十二月

き︷

この法律は︑LPガ
ち
ス及び器具の販売等
を規制して︑LPガ
スによる災害の防止
と取引の適正をはか
ることを目的として
いますが︑とりあえ
ずLPガスにょる事
故防止のために皆さ
んから注意していた
だきたいことがらを
掲げてご参考に供し

⑧マッチをする前に︑まずガス洩

屋外におく︒

ます︒

LPガス法と一般

①容器は原則として

係＝＝
防
＝＝消

のの むら の
の らり
のの り
ロ
いの
ら らのの
ゆのの
り
ののらいものの うい
ら じののコら
ヨリのレロらロののむ レららりのらロも
ロ

年賀状は早目に準備

1

青色申告は税金関係はもちろん︑
記帳を通じて経営方針の決定のた
め重要な資料を提供し事業発展の
ため欠くことのできない制度です
◎青色申告には有利な税法上の特
典がたくさんあります︒
青色申告は白色申告者には利用で
きないいろいろの特典があって税
金が安くなります︒特に四三年分
からは︑家族の事業専従者に適正
な給与を支払っている場合は︑全
額必要経費に認められることにな
りました︒

セ『垂』

◎青色申告の普及育成について指
導を実施中です︒
各地の商工会議所︑商工会︑青色

液化石油ガス（卑Pガス）の保安
について

