九月二十四日︑二十五目の両日
にわたり第三回定例議会が召集さ
れ次の議題が議決されました︒

いて
関谷清栄議員が一身上の都
合により辞職を願い出︑こ
れを許可
乞松代中学校々舎改築請願審議
報告
よ︵町長専決︶による四十五年度

一般会計補正予算
災害復旧費の国庫負担金の
増額
請願陳情
L松代︑犬伏︑横川︑長岡線に
関する陳情
議第聞号 教育委員会委員の任命
について
委員柳達太郎さんの任期満了に
ともなう事項ですが︑再任とい
うことになりましたQ
議第二号 新潟県町村退職手当組
合規約の変更について
議第三号 高田︑直江津地域市町
村圏協議会の設置に関する協議
について
議第四号 証人等の実費弁償に関
する条例の制定について
町議会︑町選管などに出頭を依
頼され証言を行なう人に対する
実費弁償の条例
議第五号 松代町職員の休日休暇
に関する条例の一部を改正する
条例の制定について
議第六号 松代町職員の勤務時間
に関する条例の一部改正する条
例の制定について
議第七号 昭和四十五年度松代町
一般会計補正予算︵才入才出に
それぞれ一〇︑三三五千円を追

加︶
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二︑○○○千円
一︑二五八千円
五︑一六八千円
一︑四〇〇千円

︑
力主なるものです︒

◎収 入
市町村税
県支出金
繰越金
町債

−04

45

◎支 出
総務費
六二五千円
総務管理費
二〇五千円
選挙費
二
三〇千円
統計調査費
一九〇千円
民生費
八八七千円
これは児童福祉費
衛生費
六六〇千円
清掃費
六二〇千円
保健衛生費
四〇千円
農林業費
一︑五九八千円
土木費
一
︑
九四二千円
土木管理費
七
七〇千円
道路橋梁費
九一六千円
住宅費
二五六千円
消防費
六二二千円
教育費
二︑四九九千円
小学校費
六一三千円
中学校費
二七〇千円
保健体育費
一︑四八八千円
︑ 主なるもの
力
災害復旧費
一︑五〇二千円
議第八号 昭和四十五年度松代町
農業共済事業特別会計補正予算
才入才出とも四二千円の補正
議第九号 昭和四十四年度松代町
一般会計︑特別会計才入才出決
算認定について︵一般会計は別
面に掲載︶
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報告事項

L松代町議会議員辞職許可につ

、、

町の過疎地域振興計
画が決る
兼ねてより過疎地域として︑過
疎地域対策緊急措置法の適用を受
けるべく︑その計画が種々検討さ
れておりましたが︑この程出来上
がりました︒

この計画はむこう五ケ年計画と
して立案されたもので︑年次を追
って実施を見るわけですが︑その
計画によりますと︑産業経済はも
とより︑交通︑教育︑社会福祉︑
厚生の全般にわたって巾広い総合
的 なものです︒

その根本的な考え方は︑現在の
町がこうもしたい︑あ﹄も考えた
いという希望の早期実現にあるわ
けですが︑将来像をえがいて︑そ
こから考えを進めるべくしたもの
です︒
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育施設等の整備を実施すると共
に老人福祉のため︑老人集会の
場を図り︑消防防災施設を強化
して住みよい環境づくりを図る
④農林水産業︑その他の産業の振
興
基幹産業である米作農業を中心
に︑農業の企業的経営への移行
を促進するため︑農業基盤整備
旨8
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農道の開発整備の促進︑省力化
機械化の基礎固め︑家内工業の
・ 導入と出稼者の就業先の固定化
をはかる︒
等のものが挙げられています︒
これは今後の町政に大きく取上げ
られ︑住みよい町づくりが早期に
なされる事を期待いたします︒
ー

三億五千五百拾四万円に

︑難簸 ︐蕪馨懇．警
総額
昭和四十四年度の一般会計は︑
予算現額が三七︑二二六万円でし
たが調定額が三七︑五四四万円と
なりました︒これに対し決算額は
才入 三七︑三六七三チ円
才出 三五︑五一四六千円

飼厳罐

となります︒

繰献金
分拠金

その款別才出は図表の通りです
が︑決算における支出済額は次の

促生磁
靖防彪
起聖艇
公嶺喪
鋤車滝交付盆

通りです︒

痕林業発

小学校費 五三︑六八五千円
中学校費 一二︑六八五千円
社会教育費 三︑一〇六千円
保健体育費 六︑八九一千円
教材センター・教員独立寮
管理費
三〇八千円
⑪災害復旧費 二二︑一〇一千円
土木施設災害費 一五︑九七
一千円
農林施設災害費 六︑一二八
千円
災害救助費
一千円
⑫公債費
二〇︑一七五千円

：ヒホ夷

となっています︒

誠・褒礎
書耐金

松代町をとりまく︑自然的︑社
会的︑経済的諸条件の劣勢が地域
開発を阻害する要因であることは
周知の事であるが︑特に交通施設
の不備が最大の原因と考えられる
将来はこの間題も交 通 通 信 整 備 が
進むと︑青少年層は近接都市への
通勤労働者として定着することと
なり︑農業の技術革新も行なわれ
ることになろうということです︒
基本的施策は
①交通通信体系の整備
道路網の整備に力点をおき︑特
に中心集落と部落間の無雪化が
促進される様︑巾員の拡張︑舗
装等を実施するよう︑国︑県道
の整備が無雪化の鍵となるので
県に対してこれが促進方を強く

①議会費
七︑三〇六千円
②総務費 五八︑七七六千円
総務管理費四︑二六五〇千円
徴税費
七八〇七千円
戸籍住民登録費三〇六六千円
選挙費
二七五三千円
統計調査費
二四三五千円
監査委員費
六二千円
③民生費 一四︑七八三千円
社会福祉費 六︑八六〇千円
児童福祉費 七︑九二三千円
④衛生費 八一︑四八千円
保健衛生費 七︑五二六千円
清掃費
六二二千円
⑤労働費 五〇︑三七千円
失業対策費 二︑八八四千円
労働諸費
二︑一五三千円
⑥農林業費 六八︑八六〇千円
農林費
六六︑二五〇千円
林業費
二︑六一〇千円
四七二千円
⑦商工費
⑧土木費
五三︑八四六千円
土木管理費一二︑ 一五八千円
道路橋梁費四〇︑ 四七四千円
住宅費
一︑二一二千円
⑨消防費
一一︑八九〇千円
⑩教育費
八三︑七四七千円
教育総務費 六︑七九八千円
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要請する︒

②教育文化施設の整備
将来学校の統合が考えられるの
で校地の取得︑スクールバスの
購入︑雪上車の運行等を考える
社会教育施設については︑中心
︐部に総合センター魎建設を図り

る︒

体育振興のために町民プール及
び総合グランドの建設を促進す
③生活環境施設等厚生施設の整備
住民の生活水準向上のため︑環
境施設の整備に重点をおき︑簡
．易水道の普及︑生活廃棄物︑保
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町の文化財第一号に

松苧神社々殿が内定
予てお知せしてありました︑町
の文化財調査審議委員会が︑八月
七日開かれました︒

今後町にうもれた文化財の発堀
とその保護のため︑どの様な方針
で進んだらよいか︑など町条件の
説明を兼ねた審議が行なわれ︑指
定を受けるべく申請書が提出され
ていたものについて慎重に検討さ
れ︑次のものを松代町有形文化財
に指定すぺく教育委員会に答申い
たしました︒

松苧神社々殿︵建築様式及歴史的
な価値によるもの︶
馬頭観音像︵応永二年 室町初期
の 作︶
の︶

小太刀︑軍配︵上杉謙信奉献のも
唐獅子︵室町時代の作︶
尚指定を受けられるものは︑松
代町にとって︑歴史上︑芸術上の
価値の高いものとなっております
のですが︑松代町にも数多くの文
化財が人に知られずに︑ねむって
いることでしよう︒これらの保存
こそ︑大切な仕事の一つであるこ
とを町民の皆様からも知っていた
だき︑ただ先人の遺産として称え
るだけでなく︑後世に伝承してい
くことに協力願いたいとの委員の
方々のお話でした︒

清水︑孟地に教員住宅が．−．．．

この程新しく清水と孟地に教員
住宅が出来ました︒両方とも木造
二階建で︑内部仕上げもすっかり
終り︑先生方が早くも移つられて
います︒

清水の住宅は︑総工費三四一万円
で四月二〇日入札を終え︑八月二
四日に出来上ったもので︑中村工
務店が︑孟地は三三八万円で鈴木︑
組が四月二〇日に入札︑九月三日︑
に落成したものです︒

あなたの自転車の
乗り方は？
町運転者協会が自転車教室
九月の十六・十七日の両日にわ
たり︑町の運転者協会が︑安塚警
察署の協力のもと︑安全教育の一
環として︑町内小・中学校を対象
に︑自転車教室を開催いたしまし
た︒

十六日は雨の中を午前中︑奴奈
川中学校で︑午後は蒲生小学校を
会場に︑翌十七目は松代中学で︑
それぞれ︑正しい道路歩行や︑自
転車の乗り方︑やさしい道路交通
法などを熱心に指導︑両日参加の
児童・生徒は七百名以上にものぼ
り︑兎角危険を叫ばれている子ど
もの交通事故対策に大きな効果を
あげました︒

尚︑交通事故皆無を目ざし︑町
交通安全母の会も各戸にチラシを
対策協議会も印刷物を配布するな
ど︑町ぐるみの運動を展開しまし
た︒

たQ

清

水教員住宅

町は交通安全宣言町として︑町
民の皆さん方で一人の事故者も無
い様にと毎月何等かの型で︑この
運動を行っていますが︑これも一
人一人の心掛けと︑協力のない限
り︑その効果が望めないのですか
ら︑今後も皆さん方も充分配慮い
ただきたいとの関係者のお話でし

↓

暑さの中で力強く叫ぶ

根性を語る大松博文氏
八月も終りの二十九日︑町の青
少年間題協議会主僅の﹁家庭の日﹂

京より来町︑﹁根性を語る﹂と題し

大会が松代小学校で行なわれまし
た︒この日の特別講演は︑前東京
オリンピツク︑女子バレーボール
監督の大松博文氏が︑はるばる東
て︑豊富な人生経験から︑自分の
考え方︑若者の望ましい考え方等
約一時間半にわたり熱辞をふるわ
れました︒

孟地教員住宅

ったことを係も喜んでいました︒

この日聴衆は広い小学校体育館
を埋めつくし︑真険なまなざしで
聞入る姿がみられ︑その内容のあ

↑
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両方ともほぽ同じ 位 の 大 き さ で
環境も良い所に建てられています
ので︑今後教職員の宿問題に一役
かうことと思います︒
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真黒になった子供達
利用者は延一万三千五百名
七月十九日から皆様に利用いた
だいた町民第一プールも︑秋風が
吹き通る九月八日︑その利用期間
を終り︑今人影のないプール・サ
イドもひっそりと静まりかえって
います︒

竣工式を十八日に終え︑翌日よ
りただちに利用に入ったこのプー
ルは延五〇目間の日数で終了した
ものですが︑この間の利用者は延
二一蓋〇四名という︑当初の予想
を上廻った数となりました︒
今年は最も利用が多いと思われ
るお盆休みや土曜・日曜に雨が多
く︑一般者の利用が少なかったの
ですが︑それでも朝九時頃からプ
ール通いの軽装が町を行く姿も見
られ︑待ち望んでいたこのプール
の必要性を大きく感じさせられま
した︒比較的暑さが強かった七月
末から八月の初めにかけては︑連
日多数の方々がつめかけ︑一日に
五百名を越える日も 出 ︑ 管 理 者 も
声がかれるという有様でしたが︑

力
◎松代保育所増築なる
入所希望者の増加と︑その必要
性から増築を望まれていた︑町立
松代保育所がこの様に九月十日竣
工しました︒この増築は三九一万
円で出来上ったものですが︑これ

大きな故もなく︑プール使用の

ていました︒

規則を守ってもらったので︑大変
運営しやすかったと関係者が語っ

︵一三日間︶

月別の利用者数は次の通りです

九四八名

︵

七日間︶

七︑二四六名ハ三〇日間︶

七月 四︑三一〇名

八月
九月

尚係りでは︑︐町民の皆様の体力

づくりの一環としてお役に立った
ことを喜び合っていました︒

あなたの体力年令はソ
十月十日に肚年スポーツ・テスト

昨年一回行ないました︑壮年︵
三十才以上六十才まで︶のスポ1
ッ・テストを今年も行うことにな
りました︒これは自分の体力がど
の位あるのかを知るもので︑反復
横とび︑垂直とび︑握力︑ジグザ
グドリブル︑急歩等の種目です︒

NHK青年の主張
新潟県コンクール応募規定
青年が何を感じ︑何を考えてい
により一学級増になります︒

◎国道十日町〜犬伏間
拡張工事初まる
ブルトーザ：の音も高く︑夫伏
橋から山に向って︑今懸命の道路
拡張工事が行なわれています︒
その為犬伏・名ケ山間は九月五日
から十一月十五日まで交通止めに
なっていますが︑バスは工事箇所
を徒歩連絡でで折り返し運転して

上げます︒

とかく話題をにぎわした今年の
米作は︑それでも収穫の秋をむか
え︑農家の皆さんは大忙しという
ところです︒ 一部では減収も伝
えられる作柄ですが︑農家の皆さ
ん︑ご苦労様でしたと心から申し

◎今年も収穫の秋が⁝⁝⁝

います︒

こみ下さい︒

くわしい応募規定と応募票があり
ますから︑ご希望の方は︑お申し

ください︒

〒九五〇 新潟市弁天町一
NHK新潟放送局
青年の主張係 へお送り

でに

詰三枚くらい︶十一月九日︵月︶ま

出場希望の方は︑このうち一題
を選んで︑五分以内で発表を終る
よう意見をまとめ原稿を︵四百字

A青年として訴えたいこと
Bこんな仕事にうちこみたい
Cわたしの青春
D職場︵学園︶で考えること
E余暇を生かす

課題は︑

問いません︒

るかを︑一般の人々に強く訴え︑
青年が︑自分の意見を人々にはっ
きり伝える技術をみがくことを目
的として︑ことしも︑青年の主張
全国コンクールを行います︒
参加資格は昭和二〇年一月一六日
から︑昭和三〇年四月一日までに
生れた方で︑性別︑学歴︑職業を
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