①．

菱壷
ロ︵いル妙︶に

支庁とタイアツプして栽培

一

〜︑

場番所

諜一．⊂幽池δ︑下

秋の保育所はじ

耕作申込者は本年度中に ．ないのではないだろうか︒

集会しタバコ耕作組合を設

位置まで約千四百米で︑給 来春雪消えをまつて着工さ

ている︒

Tるが︑そのうち・︑Lなものは

四六万円︶九月末日完了
予定︒

六万円︶八月三十一日完

るもの︒

⑥松之山農道格子原線二〇

中学校統合状況
視察

による融資事業である︒

以上④〜⑧は農林漁業資金

了︒

一八万円︑八月三日完

⑨黒倉農道地付線六六〇米

日古兀了Q

﹁注﹂町営簡易水道に対
〇米︑六四万円︑八月二
しては総工費の二五％国
十七日ウ兀了︒
庫補助︑起債五〇％︵二 ⑦湯の島農道離山線一八O
十五年償還︶が認められ
米︑八四万円︑八月二十

園児数二百九十人で︑保 水人口約千人︑松之山部落⁝ れる予定である︒

設される︒

得十三名は高校生がほとん 全世帯と学校︑官公舎など

今春以来町内全地域で︑

町道︑農道つぎつぎと完工

地一兀部落の苦労実る

町営松之山簡易水道として︑

総工費は約九百万円で︑

まる
どであるが︑既に九月二日 ・約百ヵ所に配水されること
秋の季節保育所は町内六 保母講羽口を受講し︑開園を になる︒

養蚕モデル地区大荒戸て

高沢利正さんほか五名の

す．

．る︒
ロ一

この日婦人消防隊員︐五十

学校で行われた︒

一練及び分列行

労がしのばれるし

万円︵県補助二一万円︶

九月上旬完了予定︒

τ況を視察し夕方帰町した︒

綴龍鋳中学校の統合状

木医師着任

∩町道中尾部落内二．六米 以上ω〜⑤ほ県単骸業によ

四〇万円︑九月二十目完
工．．・r定い

ので︑本町では松之山小学

当分高校寄宿舎で

校区域を除く全地域が対象

となり︑町道整備︑簡易水
道︑学校寄宿舎︑通学バス
診療施設事業など︑町費負
担分に対する起債を五力年
かねてから医師一名増員 問に亘つて認めようという

いるQ

も附加されることになつて

ものであり︑又この事業に
日︑鈴木繁先生︵棄︶閥家 対しては若干の地方交付税

計画中であつたが︑九月一

へん地振興法にもとづく町

は一般会計追加予算︑及び

頃開会されるが︑主な議題

九月の町定例議会は月末

九月定例議△試

︵写真は鈴木医師︶

て開設する︒

校の寄宿舎を仮診療所とし

の間︑診療所改造のため高

が︑．九月十五日頃から当分

勤務されていた︒産婦人科
外科ほか一般を診療される

後長野県の富士里診療所で

京大学附属．医学専門部卒業

先生は宮城県の出身で東

・族三人韮が着任された︒

一八万円へ県補助四十七．
万円︶八月八日完．ー︒

米︑壬一二万円︵県補助

・③天水越提道金畑線七〇三．

防隊︶

︵写真は行進する婦人消

田辺一夫ほか百八十二名︒

合演習は九月二日松之山小 和男︑十年以上勤続松之山

松之山町消防団の秋季連 中尾高橋平八郎︑湯本高橋

婦人消防隊初出動

この水道は水源から配水

すすめられている︒

施設しようという計画が本
決まりとなり︑関係調査が

松之山部落で簡易水道を ②天水越前田用水頭首．i．二

松之川部落で
簡易水道を

一銭面でのなみなみならぬ苫

この事業費は百︑五十四万
九月七日松之山町教育委
五千円で︑県補助は四〇％ つぎのとおり一である︒い．︑つ 了︒
一員会︑各学校PTA役員約
の六十万九千円が変付され ︸れも地．兀部落の労η面︑金 ︑ω湯本索道七五〇米︑三九 ．五十名は︑貸切バスで西頸
うず

るo

七百五十グラムを飼育でき 農道整備工事は︑大︑小併 ①黒倉農道小屋場線四〇〇
せて百五十件にのぽつてい
米︑八一万円︵県補助一

よる組立ハウスで︑年三圓 着．1︑されてきた︑町道及び

画栽培でないとうまくゆか 農家が︑協業で二・ニヘク ︑蚕から行われるが︑鉄骨に

は︑労力配分を勘案した計

養蚕近代化のモデル地区．タールの桑園を造成して行
労力不足に悩む昨今の状況
うものである︒
下で稲作と両立させうる道一 が大荒戸にでぎた︒
掃立は昭和三十九年の春

をやつてくれるかどうか︑

そのまま欠けずに来春作付

問題は︑現在の申込者が ヵ所で九月二十三日から開 まつているQ

ことになろうっ

役1
1り 立し役員の選任︑出荷価格
の
などについて事前協議する

所町n

行歯印

︑発︾

松騨

ンパーが訪れ︑将来は観光 十頭が県から松単．臨辰協 へ送

大嚴寺原牧場十繍
草地造成改良

たもので四十頭の．平均価格

は六万七予八百円︑十一日

糖腱協へ盃した・

栽培希望さかん

寒冷地営農改善貸付牛四

松里へ

貸 付牛四十頭

事業として着手 地としても大いに期待でき られた︒
された大厳寺原 ると山小屋で滝沢兼松さん この和牛は鳥︑取県東伯郡
︵憂︶は張切つているQ
倉古家畜市場から導入され
開拓は僻地東頸

として脚光をあ

城の 新しい指標
びているが︑第・

二年次︵昭和三

ノ

十七年︶は去る
タ︑バコ
七月二十五日か
山間地の産業にタバコを 一Q︑湯本二五 天水越一〇
ら九 月五日までに七町歩の
抜根整理を終え九月中に種 と専売公社は春以来︑L越 一天水島一三〇︑藤倉一〇〇
まきを終える︒

倉二〇．五︑合計一︑一四五

崩田二〇︑北浦田四〇︑黒

これで昨年の開拓面積五 ﹇普及につとめてきたが︑九 ﹇鯛池一〇︑．五十チ平説○︑
町歩と併せて牧野面積は十 ．月十日︑町役場産業経済係 一坪野九五︑赤倉一．一〇︑藤原
で申込の集計を発表した部 八○︑曾根三〇︑新田五〇
二町歩となつた︒

標高六百五十メートル︑ 藷別内窪つぎのとおり．
︵単位アール︶
すぐ 近くに水面五ヘクター ﹃

冊されて指導を行なうQ

一三五芙荒戸四q下川手 私代と松之嵩町に茗配

ルの温水溜池があり︑見は ㎜兎口四五︑光問四〇︑新 栽培技術は明俸︑新井専
らしもよく格恰のキヤンブ ㎜山四〇︑水梨二〇︑小谷一 ・売公社出張所から技術員が
地 でもある︒

今夏は毎日のようにキヤ二︒〜川圭○蕩豊

お答え

ようね︒是非実現できるよ いうことを知りましたが︑ 地域又は売主︑買主のそれ
一名が初出動︑紺の制服籍
うお願いしたいものです︒ 物価高の昨今︑売冗実例価 ぞれの状態によりますので
一姿で︑規律訓・
格をもとに評価することは それを即に適正な時価とす
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丘ハ衛

進に参加︑精
一彩を添えた︒

貯水地の都
合で放水演習
ず午前

席上︑つぎの

十一時に終了
方々に・氷年勤

て表彰状と記

続功労者とし
念品が贈られ︑

の振興計．画を審議する予定

へん地振興法とは昭和三

である︒

一43一

小

り

か

稲

鈴

十七年八月に施行されたも

松之山町消防団

・旨マ 壱ムY含⁝リマ︐ヤ

高沢治郎

一雛融薪鞍

三十年以上

た︒

勤続︑新山山
岸長佐久︑二

いよいよ農繁期です火の元には
充分御注意願います

秋祭りを全町同じ日に
湯本

ρ・ご9

一一

』

成一 君 写

十年以上勤続︑

火の用心

［

、

第17号

本紙別項の記事によつて 一結果的に税額が上るのでは る喜は出来ないわけで︑検
本年 は時期的に間に合い
秋祭りが各部落毎にバラ
討を要する問題と思います
ご承知下さい︒何分のご協 ないか︒
バラに行われているようで かねますのでご了承ドさい
力をお願いします︒
お答え
これら評価の事について
︵公民舘︑新生活運動協議
す︒
︵
観
光
係
︶
評価がえで税額が上がら 九月中旬頃区長さんからお
農休日と同じいように全 会︶
ρ2F ないかと一ムう警ですが︑改
集り頂き御相談申し上げる
へ
×
町同じ日にきめ たらどうで
︶ 正．の主目的は前回も述べま 考えです︒
しよう︒私は九月の十．五日 雪中のバスを必ず
したが︑資産問の価格の均 尚参考迄に申し添えます
猪⁝の名 琉磁沢和．弔︐
がよいと田心つています︑か︑
﹃衡を保つためのものである と現在の町の税収のうち︑
この頃私は︑明年一月の．
お答え
︵．ので︑評価額が上がつても
固定資産税は五四・九％︑
以前新生活運動の話し合 山ハ日凶ハ士びでバスら乞冒麹⁝す・の潔κ．
〜 税額は評価がえで上がると 町民税二七・八％で固定資
いの席Lで話しましたとき という話を聞きましたe
一 云う事はないと思います︒
かりに一月のはじめまで
には異論もありましたが︑
農休日の一本化と共に検討 であるとしても雪の中を通︑ 固定資産の評価がえで ただしご質問にもありまし
たが︑物価の上昇と共に税 も再評価について特段の協
税額は上らないか
の必．川ズがあろうかと思いま し抜くとすれば松之山発展
も年々多くなつて行く事は 力と関心をもたれるように
38才 農
すので︑つぎの部落総代会 への極めて音心義ある什⁝骸だ
お願いします︒
芯隅号の﹁︐松之山﹂で︑ 樋 事実だろうと思います︒
に提案して協議していただ と思います︒
︵税務課︶
ハツタリではないのでし 定資産の評価力えを行うと 売買実例価格についても
くことにします︒

業

＾一1尾
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題字は佐藤町長

1町脚場i
！
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到
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山
の

松
昭和37年9月15日

取り入れそして出稼へ
松之山の人から是非と手紙も

固定資産評価
がえの説明会
固定資産の評価がえのた

11〜4月

16〜25

M〜托千円

ll〜4月

16〜30

15〜18千円

11〜4月

16〜30

15〜19千円

11〜4月

18〜45

3万円以上

↑績場織場鉱所所鉱刷 刷 販鉱
鉱鉱 本︒イ

紡工毛酔黛炭印獅
田 鮎

松之山温泉を中心に︑大
八月十七日開かれた観光 いかと当局は．張り切つてい 松山︑鏡力池附近は県立自
協会理事会では無雪道路実 るQ
然公園に指定されているが
しかし資金も相当必要な 更に同地域内における施
ので︑商工会はじめ町民各 設重点地区を定めるた繊︑
議した︒

現の具体策などについて協

査のため︑技師二名が来町

ことに無雪道路のことに 位の理解ある援助をお願い 十二日県観光課から実地調

尚当局では大厳寺原牧場

する︒

一帯も県立自然公園に追加

の若令肥育で

を仰いで万全を期したい τことになつている．

雪機械は各方面のご協力 指定するよう県に働きかけ

の仕事なので︑必要な除

﹁なにぶんにもはじめて

ついては来年一月七目︵第 することになつた︒
一週︶までは必ずバスの交 佐藤会長は
一通を確保するという前提で

も相当誘致できるのではな

帰省も可能になり︑温泉客

千人を超える出稼者の正月

ことにこれが実現すれば

から強く期待されている︒

松之山町だけでなく各方面

ことになるわけで︑ひとり

しい夢がいよいよ実現する

バスを通すという町民の久

日本一の豪雪地の正月に︑

﹃具体策を検討した︒

和炭

日興

教

クジ引きできめた出稼の居残り
﹁入植してか 戸平均は九万円である︒
ら生まれた子 浦田地区平均十三万六千円
供が来年中学 に比べればまだまだ低い︒

自信のもてる
経営に

いと思う︒これは一つの段

るが︑経済状態をよくする

のはやはり牛だと思う︒そ
してこのためには﹁農繁期

−にはどうしても手不足とな

〃三三年 一四四円
〃三五年 二八七円

手がはぶけるし︑牛をヤセ 業経営の実情では︑ そのこ

になる﹂

出稼ぎとクジ
引き

妻島さんは深刻な表状で

まだまだ広い
可耕地

中原は標高五六〇3八○

メ！トルであるが︑可耕地

一はまだまだ広い︒やりよう

一によつてはいくらでも発展

一できる土地だと筒の意気

小見さんは﹁ここまでき

﹁出稼ぎは籔引きで二人だ 一は盛んである︒

け部落に残ることになつて

いたが︑それが昨年にして

マず旨︑全員出稼ぎと

いう声も聞く
が︑現在の農

共同してと

かQ

は困る︑子供達にはいつも

て自分だけの開拓で終るの

い︒
誰が保障してくれるでしよ 落はなだらかな傾斜いつば
しかし経営
う﹂
の改善のため 単にこの部落だけの問題蘭水禦作付真いま
・出揃つた穂波は︑ここに生
にほかになに
でなく︑広く共通した社会 ﹃活する九戸四十人の人々を
があるだろう 的な問題であろう︒
一つつんで静かであるQ

トンが輸入さ けて行くか︑このことは借 キを共同出荷したいと話し
れている︒資 一入金を返済するなどの問題 合つているというQ
本主義経済制
より大切なのである︒一家 中原部落はいろいろな意
度の中で︑牛 の主が年間収入の大半をし 味でまだまだ若い︒憂慮し
だけが特異に
める出稼ぎ︑それを単に籔熱しなが匙着実髪
いいという条
いてゆくだろうQ
蓼かたずけてしまつて
件は持続しま 河
残つた二世帯の生活を一体 深坂峠からのぞむこの部

この期間に与えるサイレー 以上でおわかりのように消 いう事になつた︒それには 離農してプラスになる事は
ないのだからと聞かせてい
ジで︑ これが出来れば大変費量︑ 価格ともに着実な上
問題がある︑何故残らなく
昇を続けてい
τす﹂
てはならなかつたのか︑そ
餐．
るわけで︑昨
の問題から先に解決し︑こ 昨年全国開拓婦人部の支
年は四千八百
の立場をいかにしてきりぬ 部ができた︒来年はアサズ

とどかず今考えているのが

るので家畜までは手が行き

農村キロ当り価格
昭和三一年 コニ四円

牛
豚
階であると私は思つている
まだ飼料問題も残つてい■ 昭和三一年七・六三・三
〃三三年七・五四・二
〃三五年七・八三・五

と思っています︒資拳の・がて緬羊が安くなり経済状 では許されないのだろう︒ 写真は深糎峠から中原部落
一
つぎは消費と価格である を写す︵樋ロ哲男君提供︶
ことについては︑町最各 勢で牛もヒンがボとなつた
都市世帯当り消費量は
しかし牛では損していな
︵単位百グラム︶ れが計画を後退させること

願いします﹂

位から特段のご協力奄お

ら着手されるが︑これに先

めの現地調査は九月の末か

出稼季を控えて七日職業係へ宛てて﹁お隣りの工場で実に良く働く青年がいた

土木委員会の巡親

ので問い合せたところ越後の松之山から︑という話でした︒私の店へも松之山

立つて十二日から三日間各
町議会土木委員会の府道
農協区域毎に︑部落長なら 補修出来高調査は十二詠か
びに農家組合長合同会議を ら三日間に亘り行われ涛Q
開き︑評価作業の大要説明

25〜34千円

1男20
女15
男50
採炭夫 男50

一月七日まで無雪道路を

の人を是非ほしい︑ご心配願えないか﹂という手紙が舞いこんだ︒こんなこと
は珍しくないという︒嬉しい話題である︒
つぎに大所の求人第一報をお知らせします︒出稼は出来るだけ安定所を通して
と協力方を要請する︒

1〜4月半
18〜45

工員劉

県立自然公園
調査に来町

やつて下さい︒約束不履行でも泣寝入りのないよ5に

〃

1〜4月末
月収21千円

〃

〃

月収？8千円

18〜45

皿州噸栄輸森峨谷本誰タ
尾東共日萩若古関牧東

供達が農業の

を出るが︑家
自体が将来子

おりますか︒

皆さん自分の財産は常に公簿と現況と一致して

現況と公簿とが一致しておりますと︑財産管理
上大変便利な上︑いろいろ面倒な土地や家屋の
争いも生ずることがないでしよう︒
土地や家屋に異動が生じましたら忘れずに登記
所へ申告して下さい︒手続きなど不明のことに
ついてはいつでも登記所へ相談して下さい︒

一44一

18〜40

男30
男50
男30

一3亀﹃33監＝3；一一二3二＝9﹃亀；3＝一32＝一＝一字亀＝3＝一曹．＝＝監二2乙＝3﹃＝一﹄﹃轟＝3＝＝二一＝9雪一一＝＝二3．3＝2．薗一＝3●；7＝＝＝二胸＝一雪33＝＝一τ

り中原だけではない︒

させないで済む︒叉草の枯 とが一層利益を上げうると
﹁昭和三十二年に上越支
れ始める十月頃に青刈りキ いうことでなくて︑そうし
庁からこられて色々ご調
ビを作つておいて与えられ て没落をのがれようという
査され理想的な計画をさ
のではないだろうか︑ひと
れたが︑現在では実た狂困

安塚警察署
松之山巡査部長派出所

1〜4月末

きない③創設地は貸付を月 者を公募して適格者に貸付
け又は売渡しますω適格者
的とする信託はできない

出来るような
希望のもてる
経営規模でな

いつでも受けられます。
手数料は30円です。

月収25千円

一

新潟地方法務局松之山出張所

登録は最寄の自転車店で

18〜50

農地あらましの信託制度

一

盗難予防、乗り違いの発見
に非常に役立つています。

15〜？5

採炭夫i男30
④貸付信託の期間は六年以 の選定は希望者の経営規模
経営状況︑経営能力等を総

防犯登録促進月間』です

土地家屋の異動は

9月1日〜30日は『自転車

女30

日給385円
日給410円

（その2）

肋

〜4月

16〜50

上でなければならない︒

﹄−とにかく若令和牛の肥

また小見さんは

育と稲作が今行なうこと
のできる計画ではなかろ
うか﹂

しかし何を始めるにも先に

考えられるのが資金である

長期低利資金
をほしい

﹁融資には三年︑五年︑

長期とあるが︑サイロの設
置は五ケ年間に返済しなく

てはならないので︑ややも

ぎない状態となり︑結局こ

すると生活に追われ返金で

、＝

伊馬＿，．げ、＾｛一馬．9、．9、，、．・、｛．〜・、．｛

牛

0〜4月末

15〜25

女10

1万5百円

問
老
人

蟄縁そこまで噸る
合勘案して選定しますが具 いといやがると思うし︑ そ
二︑信託財産について
難な状況です︒玉葱がま
信託財産は組合地区内に所 体的には農業委員会の意見 れまでに早く充実した自信
牛のことについて農林省
いから玉葱を︑ニンニク
在する田︑畑︑採草地およ を充分聞いて理事会におい の持てる農業経営にしなく
発行の﹁農業観測﹂から拾
をコンニヤクをと︑どれ
び農業用施設とする︒
て決定いたします①貸付契 てはならないと思つていま
つてみれば︑
一つとして実を結ばなか
三︑信託契約と費用につ 約の内容は一般小作契約の ．す﹂と中原開拓組合長の小
和牛の飼育率は︵二五〜
つた﹂
二七年を百︶
いて
指導方針に従つていただき． 見さんは地道な口調で話す
という︒あれをやりこれを
全国
町
①信託約款によつて一筆毎 ます④売渡信託は委托者の
昭和二三年の九月に十戸
やり結局未償還金が累積し
昭和一三年二九一四二
に締結するが︑同種︑同目 指値を認めるが適正の価額 が入植した︒苦労と貧困の
戸
当
り
二
十
万
か
ら
三
十
万
円
〃三三年一〇八一四六
的︑同条件のものは包括契 でなければなりません︒
連続の中で二戸は転出し一
となつているというQ
■瓢
〃三六年一〇三一五四
約することができる②組合
五︑信託契約の変更及び 戸が入植していた︒
農地等信託規定の概要を
﹁︐自信のない農業経営が
で全国的には減つて町では
は受益者から実費として公
昭和三十年に耕地を個人︐
解除について
一番困りますね﹂
お知らせいたします︒
増えている︒島根県でもそ
租公課︑修繕費等に要する 貸付信託にあつては委托者 ・毎に分配し現在では一戸当
一︑信託目的と期間につ
やはり牛︑夏の
金額を小作料又は売渡代金 がその目的を売渡に変更し り田五反八畝︑畑一反九畝
うであるように山間の僻地
いて
サイロを
で部分的に増加しているの
又は信託期間を延長するこ でやや松之山町平均面積を
①貸付叉は売渡しの相手方 から差引きます︒
妻島さんは
である︒高度の成長政策は
所有する農家となつた︒
四︑信託財産の貸付又は とができます︒
を指定することはできない
最初ここに入つた時牛を 牛を肥育するなどという原
︵次号は﹁農業法人﹂につ 一九六〇年の農業センサ
売渡について
②小作地の信託は自作地と
あわせてする場合以外はで ①公告して組合員より希望 いて御知らせいたします︶ スによると農産物販売額の 入れ次に緬羊を入れた︒や 始的な手段はこの地帯以外

、のρ、汽

qヅ亀●
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｝齢、，口》v、の7「働ゆ一働・7、。g》『舶9、ノー噂の

［中原開拓部落】

0〜4月半
0〜3月末
女15

月15才で

0〜3月末

紡績工i女5h6〜251日 日給450円
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