−山

菱亟
浦田中学嘱塀新築
大嚴寺原の牧野作り

ことしの町の予算額は六︑六六〇万円で一世帯当りにすると三万二千九

町予算はなお百万余円の財源難

発行所

十日町市本町3丁目

印刷所

行事予定

凌雲閣で︒

◇七月一︑二日

山キヤンブ場︒

郡青
チのの

㎜㎜一

町等・粥錫
津−

南輔8
41分塾

14

較町聖﹈甥唖

塵

・稲甥塾

算町3

蟹

68

醗灘揃説綴

交の税税資
民民
算町ヲ 寸寸

項 プ嚇嚇定一
予市地そ市市固﹇
学習．項目は一般教養︑技

五六九

成

一一〇

二五

一一八

していく︒﹂

︸幹部だけの青
年団を反省

グループ活動に

町連合青年団は五月二十

﹁幹部の青年団﹂

﹁常

一日町役場で代議員会を行

．い︒

連の事業﹂を反省して︑グ
ル㌧フ活動をとり入れた︒

多方面にわたつて青年一人

松里地区

下布川地区
上布川地区

室橋 信義
小野塚嘉男
佐藤俊一郎

浦田地区 丸山 定一
の七氏が選出された︒

五月十九日町連合婦人会﹃ ない子供の教育について︑ なお役員になり手がないこ
は松之山公会堂で代議員会
とが婦人会︑青年団で大き
この町の先生方と一緒にな
をおこない
な悩みとなつている︒
つてみんなで研究しよう︒
﹁子供を立派にそだてるた
心配していること︑考えて 浦田申学屋体の入札
めに︑日頃︑かまつてやれ
いること︑わからないこと
をみんなで︑じつくり話し 浦田中学の新築請負入札
あおう︒﹂ ﹁人の話をきく は六月中旬︑競争入札によ
ばかりでなく︑自分たちで らてきまる予定である︒
発言し自分たちで考え研究 浦川原へ火災見舞

一

牧野造成 八二︑動力撒粉機七台 二
七︑ミスト機三台 一六︑小規模農道
水路助成 五〇
兎口i大松山−湯本間の道路改修第一
年度分

町有林︑植林人夫賃など
︵単位万円︶

三省支部

松之山支部
下布川支部
上布川支部

浦田支部 保坂 ヒサ
の六氏が選出されたo

松里支部 島田 節子

若井キヌェ
滝沢 トキ
福原 キチ
小野塚ノブ

します︒

﹁失業保険

について﹂などを掲載

行します︒

次号は八月一日付で発

次号予告

内
容
ことを先生方に協力を申入 町婦人会で一万八千七百
光間部落へ
れた︒田畑や店その他の家 円︑青年団五百円︑有志に
町道維持砂利など 二四四︑ 三枚田橋 業に追いまわされている主 よる衣類など十一梱包を送
改修
一五︑県道巾員拡張 ︵松之山部
婦と毎日子供達と一諸に遊 つた︒
落︶北原橋架替負担金 三一〇
び︑勉強している一般の先
盛
大だつたメーデー
一〇間×一二⁝間 一二〇坪︑ 昇降口三
生方との話し合いは大いに
閥 六〇坪
郡内統一メーデーは松之
期待される︒
山小学校で行われ約四百人
役員は会長︑副会長は留
が参集し盛大であつた︒
任︒支部長は
労務者三〇人分 二五八︑原材料

新たに大松山観光道路を
道路︑橋維持改修

七八八

四五

予算額

浦田中学校屋体新築

五〇

造

町婦人会事業計画︑役員選出

共通の悩み励まし合つて

々々の能力が発揮されるこ
予代給34423分分
とが期葎されている︒
その主なものとなつている
役員は
が︑浦田中学の屋内体操場
円
団 長
の建築にはなお約百万円が 市万％％％円01
副団長
必要であり︑紀債などによ
副団長
る財源の見通しが立ち次第
地区団．長は
予算追加されるものである
マ
三省地区 福原 利義
結局乏しい財源の三三％ 和
理
額税税他割割害
松之山地区 村山 英治
を教育費にさかねばならず 昭−
等得
として一万円の補助金が出．から三万五千円︑県からの
他の部門については経常費
E総村付 均所産 たが︑二年目の本年度は予二万円の補助を見込んでい 川手地区 佐賀 佐一
一の範理とどまり・新規事
算四万五千円を計上し︑町一る︒

水梨青年学級開講︵騨麺触︶

目

坪野小学校土台がえ

有林

一七五

三八六

町

観光道路整備

産業振興関係

失業対策事業

消防小型ボンプ設置

項

土木︑産業ば昨年なみ

術︑町づくり︑家事︑レク
水梨青年学級の開講式は﹁おやじ﹂を一般公開し︑ そ リエーシヨソ等からなつて
五月六日夜九時すぎから三 のご一ケ年の学習計画を検 いる︒昨年は浦田の青年学
討し十一時すぎに解散した 級と共に県の指定青年学級

に盛大に行われた︒

最初の映写会は教育映画
贋り．噛璽︶●7︐．●1

﹁百人の陽気な女房たち﹂
馳︐﹄一γ︐イワ．■噌一︸Dρ◎．﹄︑り甲一ワト穿監U．︑﹃︐︐

大厳寺原のなぎ
払いはじまる

大厳寺原のなぎ払いは五
︑月上旬から残︑雪をわけなが

らはじまつている︒

ブルトーザーがはいり本
格的な施業がはじまるのは
六月下旬頃の予定である︒
大厳寺原の放牧場として
の見込面積は二〇町歩でこ
の造成事業に対して国︑県
を合せて七割の補助金が交
付されることになつた︒

昭和36年度予算（単位万円）

活動研究会︑凌雲閣で︒
比塚＆心3 919 分分
の安
0
000
◇七月十七︑十八日 青年
源
11
の野外活動指導会︑大松 財
60

上越女子

年問題研究会・探鳥会︑

◇六月十七︑十八日

中央印刷所

消防団︑農家組合︑部落総
代︑公民舘三省分舘︑教育
委員会など多数の参加の下

・十余名の学級生と婦人会︑

一村山正氏写す一
く見えるのは苗場山である。

ヨー一一

松之山町役場
電話（松之山）110・111番

百円である︒昨年度に比べ予算総額では九百八十七万円の増となる︒

大松山から大巖寺原（0印の地点）を写す6左に遠

リ恵定

号

10
第
この財．源として町税二千・万円及び町債三百万円など 又歳出では浦田中学校屋 ．業としては大厳寺原の牧野
﹃
内体操場の新築︑失業対策 ．造成八十二万円が主たるも
万円︑地方交付税二千六百でこれに充当する︒
・事業︑町道維持補修などが 6である︒

鐡灘灘

・雛
難難饗

難

獺

一27一

36年度町の
新しい事業

灘

大小丸
見口山

魅

．魯18
5幅
，．、嘔●
■㌧一
鴨亀．8
，・』．1
5働

巳r．』61 齢㌔
し一
。6い暫 ，
睡一〇亀．吻，、一1
、■

（第10号）

の

松

昭和36年6月1日
①

餐︑︑農休日に町 一本でーー・︑講

る婦人の立場§凱⁝

レビ利用大人の学習会

10

刎

日まで︒

第一期四月十六日〜三十

一万五千八百円︒

のとおり︒

︸年税額

一第二期以降

三千九百五十

七月十六日〜三十 一第一期分三千九百五十円

一日までρ

第二期

開一一一聴ロ一一胴一一一一一一一ロ一畦

の希望をお出し下さい︒

映写会一回の経費は大体
五百円︵フイルムの借用料
と電気料︶映写機の運搬料
は公民舘もちです︒映写会

二千五百名である︒

公民舘は婦人会︑青年団
農協青年部︑同婦人会︑部
落と協力して教育映画で各
部落まわりをやつた︒つと
めてどの部落にも行かなけ
ればならないのだが︑映写
機と費用と職員の都合で全
町三十七部落のうち十九部
落しか行けなかつた︒延ぺ
回数は五十二回︑聴視者は
大人約四千七百名︑児童約

嶋騨一一一一6畠一一一一一一聞ー口−慶8

湯山での話し合いで若い
人達が百姓をきらつて皆ん
な都会に出て行つてしまう
が出ていかない方法として
どんな方法があるかと話し
合つた結果︑兄夫婦に財布

一で納税者の納期前の納付を

×

×

一松之山のお．やじになれるか

だ︒私はこの土地を守つて

年とこの．雪と闘つて来たの

私達の先祖が何十年何百

当のことがでぎるのに︒

この雪さえなかつたら相

一

こんな間題が話し合いで
解決できるだろうか︒
私はできそうにも考える
できそうでないとも考える

之山のようだ︒

冬の旅をして私はつくづ
く考える︒どこをどう廻つ
つても一番雪の多い所は松

私はこの冬新潟市へ出張
した︒新聞などではあんな
に騒いだ割に雪はすくなく
露路裏のあちこちに少しし
か残つていなかつた◎この
位でよく鉄骨の中学校がつ
ぶれたものと思う◎高田で
も大きな工場が倒れていた
のを見たが︑みな雪に対す
る考えが甘いからであろう

昨日静岡県の視察から帰つ
た人の話でフキ︵ホ！キ︶
を栽培しているどの事で反
当り三〇〇万円の粗収入が
あるとか坪当り一万円の収
入とは実に驚く他はない︒

うだ︒

隣りの長野県ではリンゴ
の樹を金の生る樹と云うそ

希望部落は申込みを

社会教育映画に七千二百名が

甲野太郎の固定資産税は次 一おすすめいたし享・

末日まで︒

第三期 十二月十六日〜二 円︒
前表の計算となり︑報奨金
十五日まで︒
第四期 翌年二月十六日〜 薦八百三＋円となり享の

「

を早く渡すなど話しが色々 又なれないか考える︒
でたそうだが︑どれだけの そしていくら考えてもわ
期間引止めておけるか︒
﹃からない◎一

一28一

松之山季節保育所

こえている︒

市町村民税や固定資産税
は年間を四期にわけて徴収
していますが︑これを前納
にするとその納仕税額の百
分の一相当額が報奨金とし
て交付されることになつて
います︒つぎにこの報奨金

ことになつた︒
計画やおヤツのこと︑遊び
一回とし︑あと月に何回作ろ
ー百姓を楽しくー
うが各部落にまかすがよい・ 園児は松之山四十九︑兎口 道具のことなどを心配する
﹂という線が出たが︑先ず 十︑光間八︑新山十一︑湯 園長田辺実三さんや高校三
この線なら大ていのところ 山十五︑△・計九十三人で︑ 年生の学生保母さんの毎日
で受け入れられそうで︑あ 昨年の五十三名にくらべ飛 は忙殺そのもの︒
保育料は一人四首五十円
ちこちで賛成の声をきく︒ 躍的な大世帯である︒
托児する親達の心配もさ である◎
町内の各団体0代表
即ぎ§§︑︑§h§嚢︑§切望す
ることながら︑毎日の保育
昨年秋︑全町にわたつてつて忙しい﹂と多くの婦人 一れて全く自分の思いどおり 一者会議でとりきめ
に過しているかどうかを心 いろいろ各地域各部落の
農休日について調べたのがが訴えている︒
ブ
配することが︑どちらかと 様子をきいてみると︑町一
公報にのつたが︑ようやく
．婦人．展燭ぱ︐衷づて
ー松之山小学校でー
言えば大切なことのようだ ．本の農休日をつくる運．動は
農休日の関心も高まり墨いう
大
体
も
は
や
ど
の
部
落
で
も
ど
休日を部落ごとにきめるの︸
農
休
日
は
丸
一
日
文部省が計画したテレピ れた︒
の地域でも︑あまり反対な
でなく・町一本にした方が﹇農休日︑は若いもんの要求
これは三月下旬で一応終
利用の社会教育をNHKと
だといわれているが﹁農休 ﹁半日一はだめ
いい﹂﹁町一本になれば︑
く進みそうである︒
日なんかあつたつて︑何に 松之山農協での農家組合 部落総代会︑農家組合長 協力して松之山小学校の先 つたが﹁こういう話し合い
おらんとこにも農休日がで
生達は冬を利用して去る一 の会をもつとやりたい﹂と
もならない﹂ということを
会議︑婦人会︑青年団︑農
きて︑いやんぺだ﹂という
需う青年達のいる部落もあ 一長会議では﹁農休日は町一
月から三月にかけて毎週一 いう声が出ており︑今後の
一本がいいだろう︒半日じや 協青・婦人部などの各代表
声があちこちできかれるよ
運び方について公民舘で研
る︒然し﹁農休日なんかな
回部落まわりをした︒
﹇休めない．丸百でなけれ 短譲で打合婁行えば・
・山 うになり︑出稼先の青年か
究されている︒
・くてもいい﹂という婦人は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
に
よ
つ
て
ら﹁⁝⁝自分の部落にはま一
一ばだめだ︒毎月同じ日がい ︸そこで具体的にきめられる
一あまりいないのは確である い︒町一本は今年は月に一 簿ろう・
フンイキが違うが︑副業の
だ農休日がないのだが︑こ
税
金ごぞんじ
してみると農休日を最も要
研究︑綜合病院建設の件︑
んなことでいいのだろうか
でしよ・つか
求しているのは婦人であり
共同経営︑雪害対策︑税金
﹂と訴 えて来た︒
しかも相当の年令になつて
子供の教育︑農政問題︑浅
饒鷲濠顯読飲蹄薯量求が根強いもので
−喜々として溢れるわらべうたー
沼事件︑嶋中事件︑道徳教
あるのは︑そこに何か問題
猫の手もかりたいこの頃 加して五月二十八日から六 育︑家族関係︑嫁姑など多
松之山公民舘から喜々とし 月二十六日まで開設される ︸くのことについて話し合わ
た笑いや遊戯のうた声がき

きなように出来る日がほし
がありそうだ︒
い﹂という至極当り前のこ

とが実施されないでいる︒ 農休日は自分の
何だかんだと遊び日が大て 日に

︵例︶

の算定を例示してみます︒

おり︒

8

II

固定資産税の納期は次のと．

3

昭36

雪とオヤジ

②

（第10号）

慕糖昌裂譜謂譲籍楕齢隷矯響

い月に一日くらいあるから 農休日に何をするかとい 昨年︑松之山部落ではじ
農休日なんかいらないということを心配するよりも︑ あて実施された季節保育所
は非常に好評だつたので︑
ことしは最寄り五部落が参

助産料は二︑五

一されることに芳享．

となりますのでご了承願い一

︻

し︑七月分から確定保険税

ます︒

〇〇円に
五月八日開かれた町内助
産婦会では︑県︑郡助産婦

二一

納年

100

Ill18

llロ

ロ

1

二重加入はできません
被保険者の異動はその

①分娩︑取扱い料一件当

会の値上げに従い︑五月一
日から助産料をつぎの通り
改定することになつたQ

百五十円

千五百円︵双生児一・五

沐浴一回

倍︶

3，950

一；＝﹁＝＝ず＝＝﹁剛曹＝一＝＝−﹁．ニニ＝＝騨一二＝﹂＝＝亀曙一＝一ず＝一＝国一＝＝ρ＝＝﹄一曹＝＝＝一一一甲＝＝一﹄二＝︑一＝＝一＝一＝㌃＝＝﹂＝＝﹁曙帽＝1＝＝電＝．＝＝︒＝一＝＝．﹂＝＝冒︑一．＝﹂一騨＝へ＝●

助産葬祭給付を

都度届出を
一︑五〇〇 円 に
四月一日現在︑届は提出
助産︑葬祭給付をつぎの
されておりますが︑以後人
ように改めました︒
員の異動は︵転入︑転出︑
①助産費一件当 千五百円
出生︑死亡︑社会保険の加
︵旧千円︶出生届の際支 入︶その都度被保険者証︑
給︒
認印携帯の上届け出られる
②葬祭費一件当 千五百円
よう願います︒なお事業所
︵ 旧 千 円 ︶ 死亡届の際 支

第3期

829．50

1，850

計

︵土建業︑建築業︑会社︑

給︒
工場︑商店など︶に勤めて ②往診料片道ニキロにつき
﹃
国保税につい て
いる人で︑職場の健康保険▼ 百円︒但し夜間暴風雨雪
今年の保険税は町民税の 共済組合に加入された本人 の場合は倍額︒
所得額が確定しないため︑ 及び被扶養者は四月一日か ⑧診察料 百五十円︒再診
六月まで暫定保険税を徴収 ら町の国保からは全く除外噛 料百円︒

第2期

36．4．16
3，950

1

326．00

■0σ

395．00
」．．

第4期

「00

円銭
1

和
円

36．4．16

の合計

月日の月数

118．50
．4．16

3，950

付の納期まで 交付率 報奨金

税額
別
期

一滝沢常雄氏写す一
松の山季節保育所で

「

餐

の

松
昭和36年6月1自

