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このとき︑収支状況からして︑

あります︒

政府の施策も︑漸く人間尊重の
上に立った社会開発の推進︑社会
資本の整備を重視するにいたりつ
つありますが︑本年こそは︑まさ
に施策充実の年であることに期待
するものであります︒要は施策に
ともなう財源措置がどのように講
じられるかであります︒
生活水準の向上︑情報︑交通網
の発達による生沽の都市化傾向は
質的︑量的に行政需饗の高度増大
化をきたしております︒これに対
応する町村の行財政は︑まことに
容易ならざるものがあります︒
自動車の激増に伴う道路橋梁︑交
通安全施設の整備︑消防団員の減
少による消防体制の近代化︑救急
体制の整備︑農 林 業 の 近 代 化 ︑ 生
活様式の変化による︑し尿ごみ処
理︑保険医療対策︑離村︑核家族
化にともなう老人対策︑保育所等
の社会福祉施設︑過疎地の校舎︑
環境衛生等の応急対策︑過疎地域
振興のための特別対策等々︑多く
の問題を擁し︑これに要する経費
は︑まことに容易ならざるものが

いものがあります︒

世界に類例をみない我が国の経
済成長は︑本年も持続伸張の見通
しでありますが︑この経済発展に
比して国民生産面︑すなわち社会
資本整備の立遅れはまことに著し

ります︒

本年はまさに︑過疎振興施策充
実の年でもあってき新しい飛躍へ
の第一歩を進めようといたしてお

慶びを申上げます︒

昭和四十六年の新春を迎えるに
あたり︑謹んで皆様方に心からお

施策充実の年に

繍︑︑．

艶

ると思います︒

地方財政は好転してい為との見方
にもとずき︑地方財源圧縮の声を
きくことは︑日常町政に直結する
私どもにとっては︑まことに思い
も及ばざるところであり︑心外と
するところであります︒
冒頭に申しましたように︑最近
の経済の発展は︑目ざましいもの
があります︒が然し︑これに比べ
て道路の舗装だとか︑環境衛生施
設整備だとか︑社会福祉施設整備
といった公共施設面をみると︑非
常に立遅れています︒住民の身近
かにあって︑住民の日常生活に必
要な行政サービスを提供すること
を任務とする私達は︑公共施設の
整備の急務の必要にせまられてい

秋山利作

今は住民の日常生活上の行動範
囲が拡大し︑市町村の区域をこえ
て住民の日常生活圏といったもの
が形造くられています︒この日常
社会生活圏を一体とした行政を行
うためには︑市町村は共同して鶴
力体制を整えねばならない︒これ
を広域市町村圏といっています︒
そして︑当面している間題を解決
しようとするもので︑この広域市
町村圏の設定によって︑市町村の
広域行政が推進され︑公共施設の
整備が図られることにょり︑住民
ヤ
サ；ビスが向上することになりま
す︒同時に過疎密問題の解決にも
資することにもなります︒
当町は昨年十月︑高田・直江津
地域広域市町村圏として︑こみ生
活圏行政を展開しようとするもの
であります︒なお︑本年は四月下
旬︑統一選挙である松代町の議会
議員選挙が執行される予定になっ
ております︒皆さんによって選ば
れた新議会の発足とともに︑絶大
なる議会のご協賛と︑格段の皆さ
ま方のご理解︑ご指導を仰いで︑
広域市町村團による事業︑過疎対
策による計画事業の着手と履行に
ついて将来のあるべき松代町の姿
を画き︑建設的なご協力を切にお
願いしまして年頭に当りごあいさ
つを申述べさせていただきます︒
松代町長

町長専決事項承認につ

写真は新しく副議長に
選ばれた 柳 氏

尚一般質問も各議員より行なわれ
町長初め担当課長から細かい説明
がなされ︑両日問にわたり熱心な
審議がくりひろげられました︒

を追加︒︑

才入才出にそれぞれ七〇千円

算︒

議第九号 昭和四五年度松代町建
設機械施設事業特別会計補正予

千円を追加︑︶

議第八号 昭和四五年度松代町国
民健康保険特別会計補正予算︒
才入才出にそれぞれ一四四三

九三千円を減額︒

才入才出をそれぞれ一二︑〇

議第七号 昭和四五年度松代町一
般会計補正予算︒

ていただきます︒

議第二号 新潟県交通災害共済組
合規約変更について︒
松代町には関係ありません︒
議第三号より議第六号までは松代
町に関係ありませんので省略させ

いて︒

︒第三号

告︒

◎報告事項
︒第一号 総務文教常任委員会調
査報告︑町内の各学校の営繕状
況を視察し︑四六年度の教育予
算の参考に資するため︒
︒第二号 建設常任委員会調査報

柳喜三次氏に決定しました

副議長の石野勝以氏の死亡に
伴い︑副議長の選出を行った結
果

挙について︒

議第剛号 松代町議会副議長の選

案は次の通りです︒

十二月十八・十九の両日にわた
り第四回松代町議会定例会が開か
れました︒提上議決されました議

副議長に柳喜三次氏が決定

定例町議会開かる
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こまっています

①できるだけ屋号をかく︒
②世帯主の名前をかく︒
番地をかく︒

どうか宛名には

ので区別がつきません︒

郵便局では同じ部落内に同姓同
名の人が多く非常に困っています
例えば大字松代には鈴木幸子︵
敬称略︶という人は四人もおり︑
しかも皆同じ年頃です︒ その他
関谷和子︑関谷京子︑関谷トミ子
なども三人もおり︑二人などは数
え切れない程あるのです︒
又まぎらわしいのには︑関谷敏
子︑利子︑トシ子︑トシや︑鈴木
ヨシ︑よし子︑芳子︑好子とあり
ます︒最近は全部カナ印刷も多い

松代郵便局鐸

合

雪上車活躍する

水稲被害状況

成熟期の異常高温たたる

88，450

ドカ雪の中を十数日間
四五年度の水稲の被害状況が町
の農業共済係より発表になりまし
た︒
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十二月当初のドカ雪は町内の運
輸機関を止め︑冬越し用の物資の
運搬に多くの支障をきたしました
その中を連日町内各地にエンジ
ンの音も高く︑終日物資輸送にあ
たっていた二台の雪上車を皆さん

1

同姓同名が多くて

被害三割以上

それによりますと被害共済金は
八三二︑五九〇円となり十一月四
日付で︑松代町農協を通じ︑被害
農家に支払われました︒
四五年度の稲作は盛熟期の異常
高温にたたられ︑予想された収穫
量とはならず︑農家に大きな影響
を与えましたが︑被害三割に達し
ないものが多く︑該当筆数が思っ
たより少ないものと考えられます
尚その内訳は次の通りです︒
面積 共済金
被害名1筆数
！耐 枚 ㎝−『デ＝ノレ
円
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今年は一台が新らたにふえ︑現
在二台が町にあり︑バタリと止っ
た輸送機関にかわって︑雪の中を
各部落にむかって出動︑多くの物
資輸送にあたったものです︒
このことは各方面から大きく感
謝されましたが︑深雪地帯の町に
とっては︑無くてはならないもの
として︑その価値を認められまし
た︒尚二台の雪上車は今後も緊急
の場合はいつでも出動できる体制
をとるため︑その計画を進めてい
ますが︑町内各地の無雪化が︑ま
だ完全でない今日︑ただ物資輸送
ということでなく︑人員輸送に︑
病人輸送にと︑多くの分野での活
躍が期待されで︑いますので︑その

働きはきっと大きたものがあるに
違いありません︒

難

共済金支払内訳表

というふうに必ず記入して下さい
正しいあて名︑わかりやすいあ
て名は︑まず郵便を差し出すとき
に自分の住所をはっきり書くのが

大切です︒

日田代部落宛郵便はお早目にノ

高柳局より配達捻鳶〜4・％

いたします︒

田代部落宛郵便物は今まで松代
局より配達しておりましたが︑秋
から始った工事で交通不能となり
高柳局より配達することになりま
した︒松代で差し出された郵便は
高柳局へ廻してから配達になりま
すので日数がか玉ることを承知し
て御利用下さいますようおねがい

室野︑松代に駐車禁止区間が
冬期道路の確保に

お願い申し上げます︒

冬期間の無雪道路確保には︑関
係機関が県命の努力を重ねている
ことは皆さんのご存知のことです
が︑切角道路確保を図っても︑狭
い道路上に多くの駐車があっては
なんにもならない場合があります
このたび次の区域が冬期間駐車
禁止区間に定められましたのでお
知らせをすると同時に︑ご協力を
◎大字松代
役場附近から町営
第一号プール入口附近まで︒
◎大字室野
県道で奴奈川中学
から松代への道路全域︒
これは単に一般交通の問題だけ
でなく緊急時にも支障をきたさな
い為にぜひ協力ください︒

◎町内スキ；大会は二月六日に大
谷地スキ：場で行なわれること
になりました︒一般リレーチー
ムは三名が一組ですので一月二
十日までに役場内スキ：協会事
務局へ申込み下さいコ

◎冬期のスポーツに卓球をどうぞ
町卓球協会では毎週水曜日の夜
松代小学校で卓球教室を開いて
おります︒どなたも御参加くだ
さって︑体力づくりの一環にし
て下さい︒

◎今期のスキi協会行事は次の通
りに役員会で決定しました◎
ムスキー講習会 二月
△城山滑降大会 三月第一日曜日
ムスキ：ッアー 時期を見て行う
（3）
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亥年に思う
関谷達治
︵室野︶

今年は私の生れ年亥年である︒
亥年は︑十二支の最後であり︑易
学的に云っても亥の年は極まり宜
敷︑大望も貫く程の強き気性で︑
後前見ずの気早にて人に檜まれ損
もするなり⁝等云われています︒
年頭に当り決意︑希望等と聞かれ
ると︑三十路過ぎた自分としては
平凡であるがまず生活の基礎を作
り自分の職業に精進しなければな
らないと思うが︑現実の農村は過
疎が激しくなり米が余り減反を飴
儀無くされれば越の峡に生きてゆ
ぐ私共はどうすれば良いか全くわ
からないと云うのが現実ではない
でしようか︒しかしこの峡に松代
町民一万人弱の人が住んでいるの
です︒国︑県はこの町民を見すて
る事なく町当局︑町議会が住み良
い町にすべく無雪道路︑国道︑北
越北線の早期完成そして住み良い
町の環境衛生等町民の総意の結集
により町議会が動く過程を町民一
人一人がじっくりみまもらねばな
らない年であろうかと思います︒
近年は町役場職業係のお骨折によ
り集団で出稼ぎされた人々が正月
帰省される事となり暗い新年が明
るくなった事は士暑びにたえません

帰省バス村明るして年迎う︒こ
んな句を詠みました︒出稼ぎなく

駆撒一 長い間農家の皆さんから
熱望されていました﹁農業
者年金法﹂がこの前の国会
一μ削で成立しました︒農業者年

脳

鰻㎜金は︑農業者の老後生活の
師安定と後継者移譲による優

鞭漁

鰻舗
繊帽

四に轍拡大という︑社会保障と農
蝸業近代化の両面をねらいと
て作られたもので︑国民
鳳年金に上のせして仕くまれ
岬ています︒そのため︑他の

場淵経営の若返り︑経営規模の

骨髄・h

脚剛秀な農業経営者の確保ー

…膨

脚竪

農業者年金を取扱う﹁農業者年

な制度になっています︒

臨腿縄担がなされ︑きわめて有利

雑喘公的年金より高率の国庫負

幽業 陶者 酬謙し

して此の大消費生活を乗切る事は
出来ないかと思いますが少しでも
明るい町にすべく一人一人が考え
意見を発表し為政者は真剣に取上
げて実行してもらいたいと思いま
す︒町民一人一人に為政者の手の
ゆきとどいた気楽に生活出来る住
みよい松代町に遙進する様今年の
亥に望む次第です︒
五十嵐千恵子︵松代︶

でいろくと計画をたてます︒最

今年は︑わたしの年のいのしし
です︒今年こそは一年間の目標を
たてたいと思います︒去年は︑目
標をたてましたが実行できなかっ
たように思います︒せっかく作っ
た目標も忘れてしまいました︒自
分の年ということも考えて︑実行
できる目標にしたいと思います︒
L ながら勉強はしない︒
乞 計画どうり仕事をする︒
このような目標をたてました︒
﹁ながら勉強はしない四というの
は︑いつもテレビを見ながら勉強
をしていました︑それではあまり
頭にはいりませんでしたし︑今年
は中学生になり勉強の量が多くな
ると思い︑それで決めました︒
﹁計画どうり仕事をす﹄める凶で
は︑冬休み︑夏休みなどに宿題を
出され︑それに︑月日を書き込ん
初はその計画どうり進んでいきま
すが︑三日くらいたつと︑あした
きようの分をやればよい⁝⁝と思
い計画どうりに進まなくなり︑休
みの終りごろになると急いでやる
ことが多くあります︒

のでお問い合せください︒

金基金﹂は一〇月一日に設立され
四六年一月一日から保険料徴収等
の業務を開始します︒叉この基金
は年金と同時に離農給付金の交付
や離農者からの農地の買入れ︑売
渡し︑融資等もあわせて行います
農業者年金基金は農業委員会に
その具体的事務を委託しています
㊧どういう人が加入するか⁝⁝
①当然加入⁝経営面積が五〇アー
ル以上の農家の経営主で︑国民
年金に加入している人はこの年
金に加入することになります︒
しかし将来︑農業を続ける見
込みのない地域の人や体が悪い
等で農業を続けられない人は︑
基金に申し出て加入を免除して

られます︒ ︵五五才をこえる人は
加入できません︶

なお加入者は︑昭和四六年一月一
日現在で五五才をこえない人に限

してきたもの︒

の五〇アール以上の農家の後継
者で引続き三年以上農業に従事

する者︒

＠農業生産法人の常時従事者で
ある構成員で一定の要件に適合

ω経営面積が当然加入の規模以
下であっても︑三〇アール以上
あって温室やビニールハウスを
やったり又その経営に投下する
労働力が年問七〇〇時間以上で
あるような農業経営の経営主︒

入できます︒

②任意加入⁝次の人たちは任意加

もらえます︒

私達は大正十二年の亥年生れです
日本の動乱期に生長し昭和十八年
兵役に服し戦地に派遣され終戦を
迎えてそれぞれ復員してまいりま
した︒戦後の混乱した世の中に力
強く生き抜こうと昭和二十二年同
年者が相つどい話し合いの機会を
作ることにしました︒そしてその
会の名が誰がつけたともなく何回
か集っているうちに亥年生れにち
なんで﹁猪会﹂と名づけ信頼と友
愛を基とした話し合いの会を結成
いたしました︒この問転出した人
もありますが他町村や他郡市から
転入された人も仲間に入り現在十
七名の会員で組織しております︒
二十四年前から毎月貯金も始め松
代農協を通して集金をして貰って
おります︒一年に一回は必ず集る
こと又慰安旅行や災害や病気の時
の見舞等会員相互の福祉活動も続
けております︒兎角高度成長のひ
ずみとも言われる変動の激しい現
代の世相︑や﹄もすれば人間疎外
の世の中に同じ地域に住む同年輩
の者がすぎし日の想い出や仕事や
事業︑子供や家族の様子又将来の
事などなんでも話し合い和気蕩々
の裡にすごす一日はお互に切磋琢
磨し猪の如く勇猛にして果敢な行
動をもってこれからの人生を過し
て行けるものと確信しております

猪会々長樋口政栄︵松代︶

ます︒

いろく目標をたてましたが︑
実行するように努力したいと思い
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