ました︒
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躍されることと思います︒かねて
よりその手腕力量は定評あるとこ
ろですので︑町民の期待するとこ
ろ大なるものがあります︒

尚就任に当り町民各位に挨拶をよ
せられましたので掲載致します︒

も空論に終わります︒

町政については︑私は全くのし
ろうとでございますので︑過去の
経験から得た体験を十分活用いた
すことにより︑とりあえず町政の
責任者として︑速やかに︑あらゆ
る施策を検討いたし︑松代町の発
展をめざし︑地方自治の精神に基
づき︑より一層向上するよう︑全
力を尽したいと考えております︒
然しながら︑どのように理想を
となえましても︑財政の裏付けが
伴ないませぬと︑如何なる良施策
まず健全財政の上にたってすべ
ての方針をたてるべきものと︑考
えます︒それがためには︑消費的
経費の節減につとめ︑投資的事業
を推進し︑農業構造改善︑山村振
興︑辺地振興等の国︑県補助事業
に力を入れたいと考えております
町民福祉施設として︑教員住宅
町営プール︑総合グラソド︑保育
所などを充実することにょり︑過

東頸城郡松代町公民館
館長 富 沢 清 衣

第132号
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私の念願である﹁明るくゆたかで
清潔な町づくり﹂に一層ご指導︑
ご支援を重ねてお願い申上げ︑町
民各位のご健康を祈り︑就任のご
挨拶にさせていただきます︒

わゆる第一線であります︒

疎対策の一助としたい考えです︒
次に国の指導に基づき︑町税の
軽減や︑種般の町単独事業︑学校
教育関係の税外負担は順次軽減し
て将来は全廃したいと思います︒
いずれにいたしましても豪雪地
の悩みを脱却する為に︑国道二五
三号線の早期整備︑北越線の促進
など関係機関の協力を得て実現に
努力致したい所存でございます︒
町政は住民各位に直慰した︑い

昭和44年5月30日発行

十二年間の町行政の首長として
数多くの業績と功労を残こされま
した︑柳幡蔵氏は五月十七日︑任
期満了にともなう離任式を終えら
れ︑役場職員全員整列の中に役場
庁舎を去って行かれました︒
この日十一時より役場第一会議
室において︑全職員に最後の訓示
を行ない﹁地方公務員としての職
務を忠実にこれからも履行しても
らいたい﹂旨の要望を含めて︑静
かに話をつづけられ︑十一時三十
分︑玄関先に並んだ職員の最大な
拍手の中に︑静かに車に乗られ︑
去っていきました︒
昨年は病いの身をおかしてまで
町政の責任者として︑仕事を進め
ておられましたその責任感の強さ
に深い敬意を表すると共に︑離任
式にも病院より登庁されるという
現状の中で︑充分健康の回復に留
意され︑今後あらゆる面での御活
躍を心からお祈りするものです︒

役場私員の拍手の中で離庁

御苦労様でした柳町長さん

、い
新しく町長に就任されました秋
山氏は六二才で︑昭和二十二年よ
り二十余年間にわたり松代町の議
会議員として町政の決議機関で活
躍され︑この間議長職にもつかれ
現在も議長として町行政推進の為
に尽力されて来られたものです︒
今後執行の最高責任者として︑今
までの数多い経験を生かされて活

H議会生活二十余年のベテランU
任期満了にともなう松代町長選
挙は告示が五月四日︑〆切日を五
月七日としましたが︑〆切を終っ
て申込み者は町議会議長であった
秋山利作氏一名のため無選挙と決
定し︑十九日新町長が初登庁され

のぞまれました︒

挨

拶

午前八時三〇分出迎えの職員整
列の中を笑顔で登庁された︑秋山
新町長は︑早速各課長を初め役場
職員を集め︑就任の挨拶を行ない
今後の町政担当の責任者としての
決意と要望をのべられました︒引
続き︑柳前町長との事務引継ぎに

任

このたび︑町民各位の御支持に
よりまして︑町長に就任の栄に浴
し︑責務の重大さを痛感いたしま
すとともに︑新らたな覚悟をいた
す次第でございます︒
私は昭和二十二年自治法施行と
ともに議会議員として公職につき
町行政の一端に参画し︑微力乍ら
現在までつとめてまいりましたが
今度立場を異にして︑直接執行を
担当する首長としてご信託を受け
ましたことは偏えに町民各位のご
支援にょるものであることは申す
までもないことでございます︒

就
作

秋山利

電
（1）

松代町長

ました︒

議長

小堺盛一

当日は午前十時より開会し次の
議題につき議決を行いました︒
議第剛号 議長選挙について
選挙の結果は次の様に次定

副議長
石野勝以
議第二号 新潟県交通災害共済組
合を組織する地方公共団体の数

長はほとんどの郵便物がきちんと
入る寸法で鋼板を使用しておりメ

㎝差入口三︑五㎝×三〇㎝特

寸法 横三〇㎝縦二二㎝奥行一四

っせんをしています︒

郵政省では︑昭和四十四年度か
ら五力年計画で郵便受箱を全戸に
設置していただこうと︑受箱設置
を全面的に展開中です︒松代局の
話によると
郵便受箱がないと不在︑休業な
どの場合︑持ちもどりなど郵便
配達に支障があるほか︑雨天な
どの際には配達された郵便物の
保護にも問題があり︑また郵便
物の安全確保︑誤配達防止をは
かるためには︑どうしても受箱
が必要とのことである︒
なおこの運動を進めるにあたり松
代局の窓口に見本として︵郵政省
標準規格で一ケ六九〇円の全面均
一値段︶実物を展示中で販売のあ

五年以内に全戸に設置運動

〜」4『塾

ー9

11

− 1

l1
l

旨

毎週水曜日の午後七時より︑町

りました︒

前年十二月より準備を初め︑本
年二月十五日に発足しました︑松
代町卓球協会︵会長 万羽卓司㌧
では︑その年間事業計面の中に﹁
卓球教室﹂を設け︑卓球人口の増
加と技術の向上に資することにな

卓球教室が毎週水曜日に

ラケツトの音も快よく

昌．雇董190．0・豊藍匪08600ー巳15●●8■雇巴監

さい︒

くわしいことは︑松代郵便局の
関谷八郎さんへ連絡間合せてくだ

募いたしております︒

簡易保険の掛け金は︑保険金の
支払いのために積み立てられ︑県
や町村等へ融資されていますが︑
それを受け出きた施設の写眞を公

第一回〆切は十月末日

◎簡保の融資施設の写真募集

夫なものです︒

ラミン樹脂の焼付塗装で赤色の丈

ー5

を年所得三〇万円︵現行二八
万円︶に引き上げる︒
②専従者控除額の控除の限度額
を︑青色申告者については︑
専従者給与の限度額が廃止さ

は寡婦について非課税の範囲

議第三号 松代町税条例の一部を
改正する条例の制定について
く概要V個人の住民税等につい
て負担の軽減合理化を図ると共
に︑特別徴収の納期の数を増加
し︑負担の便易を図るため︑地
方税法の一部を改正するのであ
るが︑その概要は次のとおりで
ある︒
L市町村民税
ω障害者︑未成年者︑老年者又

︵当町には関係ありません︶

の増減及び規約変更について︒

議長に小堺︑盛一氏が
小堺盛一氏

五月二十七日︑松代町議会では
臨時議会を召集︑町長就任︵前議
長︶による議長の選挙等を決定し

議長に決まった

撒馨羅灘懸霞懇羅

、

も

とです︒

係ではどなたも誘い合せて参加
されることを希望しているとのこ

集めていました︒

爾五月二十一日の第一回では︑
年ぽいの方々も見えられ︑熱心に
ラケツトを握っておられる姿が︑
ほxえましい光景として︑注目を

えています︒﹂

﹁この町では永い冬期間と︑体育
施設がまだ完備とまではいつてい
ない現状の中で︑進めて行きたい
室内スポーツの一貫として︑協会
では卓球教室を開校することにな
りました︒どんな初心者にも︑そ
れぞれコ！チをつけ︑進んで楽し
いスポーツの中に参加していただ
ける様に配慮してあります︒ただ
卓球人口を増加させるだけの目的
ではなく︑どなたでも気軽に楽し
んでいただき︑自らの体力づくり
をはかっていただきたいものと考

ました︒

公民館のホールにおいて九時半ま
で行っております︒このことにつ
き︑万羽会長は次の様に語ってい

前副議長の要職にあり︑議会運営
にも参加されてこられた人です︒

︵五三才︶は町議三期のベテランで

尚議長に選らばれた小堺盛一氏

・扶養控除額
配偶者がない場合一人当り
九万五千円︵新設︶
配偶者控除を受けない場合
一人 八万円
扶養親族の二人目
六万円︵現行五万円︶
④障害者控除額 一人七万円
⑤基礎控除額
一二万円
⑥特別徴収納期 一二期
議第四号 昭和四三年度松代町農
業共済事業特別会計業務報告並
に決算の認定について

九万円︶

れ︑適正な專従者給与に改め
られ︑完全給与制となった︒
白色申告者については限度額
一五万円︵現行一一万円︶に
⑧所得控際額を
︒配偶者控除額一〇万円︵現行

（2）
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道路の横断は確認してから
ごらん下さい︑道路の飛び出し
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安全週間中の道路上での一こま
です︒年々交通事故による被害者
が増加しています︒道路の横断は
左右の確認と︑手をあげてを実行
する様にいたしましよう︒道路の
一列横歩きは︑ただ車との危険ば
かりでなく︑歩行者にも迷惑にな
りますので︑ぜったい止めましよ

ノ

田植はじまる

天候のぐらつぎやすい五月の下
旬︑町内ではあちこちに田植作業
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例年よりも早目で︑六月上旬には
ほとんど終るということです︒秋
の収穫の多いことを心から祈りま

に懸命な姿を見かけます︒今年は

eξ

雄左雄郎作行雄

開設されました︒猫の手もかりた
いと思うこの時期に母親は安心で

るが︑農繁期をむかえ︑犬伏︑田
沢の二部落に今年も季節保育所が

町内には三つの常設保育所があ

季簿保育所開設される

C

きると語っていました︒

（3）
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DO

木和田原

Z｛．よぞで『買わオしますと

猛．︐1；旨6︐ー．︐1︐◎臼

の一部が町の収入と

今年の町内各部落の嘱託員さん

雄訓栄孝平郎貢蔵郎郎臣

中牧佐中若柳西
沢田藤条山 潟
要
常忠静治新尭正
皆翫の綴醸ち蹴

F置●9ー︐95●9量：豊3L

いましょう

が左記のとおりきまりました︒
今後皆様と町役場との連絡等に
いろいろとお世話をおかけするこ

羽岡谷渕1川沢川賀沢

とになりますのでよろしくお願い

昭惣
甚四五正
正政清義軍敏

いたします︒

万室関宮市柳市相市山宮

〜鴨三⊆一一ξ︵一三巨⁝ξも三三鵠＝ξも．二巨＝ξ置邑．員ξ⁝三一．邑7曇⁝ぎ一ε．︹ξ⁝ξ・⁝一︹ξ⁝喜−邑督島風ぎ⁝ξ一轟三言⁝ξる︐亀ぎ⁝ξ毒三一毫書

会池千下池小田菅太小松
之屋
荒
沢尻年山畑丸沢刈平戸代

毒

松代町の南端にあるこの部落は
公教育としての公民館活動はまだ
軌道に乗ってはいないが︑部落作
りのために懸命な努力を重ねてい
る︒昨年度は部落民こぞっての健
康管理に取くみ︑大島保健所と提
携し︑移動保健所を開設︒レント

てきた︒

部落の中央に建つこの公民館は
一際目立つ木造二階建で︑活動部
屋数四室︑階上四十三畳︑階下十
八畳と大きな建物である︒
部落公民館の組織は四十二年にそ
の設置を見たが︑その前から部落
の集合所としてあらゆる面で利用
してきたもので︑文字通り部落の
文化セソター的な役割りをはたし

海老部落公民館の巻

っている︒

一︑社

殿

︻注︼

4
︵

犬伏城主小森沢政秀は天正七
年に主君上杉景勝と争ってい
た上杉景虎に味方して兵を挙
げた北条輔広を討つために主
君に命ぜられて刈羽方画に兵
を進めたので不在中であった︒
斎藤秀平氏著 新潟県史
小森沢文書

間口五間︑奥行八間︑木造茅葺
の建物で︑新大の教授をされた

故金原省吾氏は実地調査をされ
て﹁橡の高いところ等平安時代
の建物を思わせるものであるが

鎌倉末期か室町時代の建築であ
ろう︒何回か建直した形述があ

り︑最も古いところは○で︑次
ぎは0形の柱で︑外側の新しい
ところは普通の四角柱である︒

神社形式としては珍らしいもの

で︑山伏の道場を思わせる建物
である︒﹂と鑑定された︒
︵町公民館舞 富沢清次矯︶

稿

募

集

し出す日の遠くない事を信じつ﹄
この館にさよならする︒

原

をお願い申し上げます︒

など︑とかく殺風景な話の多い世
の中で︑町内に心温まるお話を聞
くことは大切な事になって来まし
た︒皆様の周囲で︑こんな人が︑
こんな事を⁝⁝とお書き下さって
松代町公民館﹁広報﹂係宛にお送
り下さい︒多くの人達から尊い灯
をとぽしていただける様︑ご協力

一︑心温まるお話︒
二︑紹介したい出来事︒
三︑建設的なお考え︒

さい︒

﹁広報まつだい﹂では︑この紙面
を皆様との心の結びつきにいたし
たいと考えています︒是非紹介し
たいこと︑隠れた善意をお寄せ下

び

血沈の検査︑食生活の相談室︑環
境衛生の相談室など︑積極的な動
きを示めした︒

を表したい︒

又学習活動では︑殆んど婦人学
級︑老人クラブなどに限られてい
るが︑この内容も人間形成への課
題を取上げそれに多くの時間が割
りふられている︒御多分にもれず
この部落も変動する世相の中での
青年層減少を余儀なくされ︑今後
の大きな問題点をかかえている様
であるが︑隣村東山地区の農業構
造改善事業を目のあたり見︑これ
からの部落作りのあり方に再検討
を加えるべくつとめる姿には敬意

ともあれ山積する部落の間題点
の一つ一つを着実に解決していく
には多くの日時を要することだが
部落公民館が中心となって︑一丸
となった部落作りを︑具体的に示

灯

ゲン︑検尿︵腎臓・肝臓など︶血圧
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として棟木に書かれている︒・

築させたことが棟札代用の銘文

兼豊や犬伏城の者に協力して改

勝が直峰城︵安塚︶主樋口伊予守

天正七年︵一五七九年︶上杉景

たものらしいが︑現在の建物は

後何回か移転されたり改築され

したものといわれている︒其の

が坂上田村麿の命を受けて創建

平城天皇の大同二年に飛騨工匠

ひだのたくみ

に登って祈願する慣習が今に残

日に七つ詣りと称して必ず山頂

れて七才に達すれば毎年五月八

総鎭守として信仰され︑男児生

城郡東部松之山郷六十六ケ村の

奈川姫命を祀る社で︑古来東頸

百六十メートルの松苧山頂に奴

連山︑県立自然公園の一角︑三

突兀とした岩山には五葉松の

こつ
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