良︶︑県貸付事業︵アミダ・

ます︒
付税で一千百万円︑繰越金

町税て約三百万円︑地方交

所
刷
印

長き

あ

ていましたが︑同委員会で

検討してもらうことになっ

社会厚生委員会に附託し︑

常設保育所で懇談会
季節保育所は︑どこでも
設の保育所にしてほしいと
は二月の下旬に︑請願者側

藤か︑好評だが︑これを更に︑常

と懇

に
め

とみられています︒

き上げも止むを得ないもの

ました︒

談会を開き︑具体的な

る一月二十五日の議会に請

松之山四部落母の会から去
意見交換をすることになり

議会ではこれを採択し︑

願が出されていました︒

診療所建設に約二千万円を

上記のとおり決議する︒

新年度の予算編成の町議

毎一月二五日

をつ

二町流た

なののす
と根上写
晴屋根ら
快に屋か
にうの上
りよ場根
振た役屋
しせ日舎
久合の庁
はしこ場
日申︒役
三がた︵
月中し︒

つ除積︶

た雪雪

︒には

汗あ
︐で
み㎝
組5
り
取2

られています︒

ッチですすめ

案の準備が急ピ㎜

頃になる見込みで︑目下議

会は︑三月の七日八日九日

昭和昭

松之山町議会

保険税に大きくひびく

医療費の値上げ

一月の・

半頃から

晴れた日
はゑえる

ほどしか

なく︑二
月の十五
日現在な

む

む

面は︑なんとしても︑松之︑㎝〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
む

山〜大島〜直江津間の交通一2907486065
重要であり︑ブル 4皿弓−弓44／2弓一
トーザー一台を借り上げて﹃日

毎日三台でこの間の除雪に⁝月〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

りの多い松之山湯本間︑松

を得て︑応〃︐心対策の除雪を

︵宥之具はなだ

和男氏は﹁訓練生が非常にい

はりきる
職業訓練生

対象に昭和三十八年に開所

かかるところを三ヵ月でた

一たき込むわけですか旨垂

一あり享．普通なら蕎

期訓練所は︑中高年令層を 三生欝なのでやり甲いが一

上越職業訓練所松之山短
3333333
4444

ハ
一年

二月五日現在における累一34567890123

あたっています︒

年積雪状況はつぎのとおり

馨子校調査によヌ一︶

以来ことしで五回目︑去る

ことしは︑二月五

日現在で既に︑昭和二十年

ですが

く様相で⁝

お降り続

︷月八日以来十五名の訓練

消防団の出動で

て事故防止につとめなけれ

なところは早期に除雪をし させると共に一般人の協力
おこなった︒

町消防団では︑各分団に れヵ所の除雪︑上川手分団︶

ばならない︒

対しあらかじめ文書による

まった︒

之山上川平間︑松之山黒倉r

をおこなった︒

の土俵入は金銀に輝やくド

一講師の大武

一復の肇害は2月
5日までの
日から3月1

ヶ月の間に行うことになっ
わなければならない方は︑

︸ています︒確定由出・を行な

税務署から確定申告をする
一ように通知の有った方は勿

一をいえば訓練所の設備をも

つと驚てほしいと思って
います﹂と語っています︒

戸高沢儀平

道つけやらで

想参ツミ5

螺蓼

もらいたいものですが︒

ります︒先日︑この近所に 一こで町村が中心となりもっ
死にごったくがありました ﹄と強く国や県に呼びかけて

が︑女衆や年よりが集って

雪堀りやら

−大さわぎになりました︒

家の中にひっこんでいる

一もんだから何もわかりませ

ます︒

んが︑よろしくおねがいし

四米の雪に閉ざされた生

㎜変

一

？ざまといます︒そんなと

ったら︑という不宏か常に

活−︒もし病気にでもな

松之山は農業それも米作

し︑二週問交代の短期ては

れしい出来事てした︒しか

さるようになったのは︑う

y松缶の中悉お磐
雷小覆晃信30丁 さまが出張診療に当ってド

による増収を図るには︑枝

何かまだ将来性に不安が残

がキ産業の町です︒二の米

術向上は勿論︑人権費︑労

います︒そわには︑私は農

期開業に発展させてほしい

医療施設の完備と医者の長

ます︒こわを足場にして

ηの軽減が問題になると思一

・てれからもう一つ︑水梨

と念願しています︒

道の整備をあげます︒農繁

動車て荷運ぴをしますか︑

期になるとべに頼まれ︑自

にとジ︑唯お通学道路︑

と新山を結ぶ道路は中芦杢

続く農道を作ることを︑

いr︑しようか︒Lかし︑

長く切開く裏が大切ては・︑生

定申告を行なった人は︑個

こどもにも︑大人にもラ

婦人ムムチ︑いつも壬咽題︸に

極的に進めてほしいと︑部

︑除唾ー ρ車が通せる紘杁能心

のぼります︒また︑時々ブ

にまてしなくても︸しても

ル

のではないで．しようか︒

らうだげても通学に助かる

次号は四月十日付て発行

広報第三十・嘉行ま疋

します︒新隼度事業の概︑要

コーナー﹂か流収一げましお﹂︒

またご・家庭向きの8承庭

を中心にお知らせします︒

こ希望︑．こ意見ありました

ら︑編集部まてお知ら︑せ下

さい︒お待ちします︒
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ます︒

やることをちやんとやつ

まいます︒親から見れば︑

はかえってひどくなってし

をするとこどものテレビ熱

はいけません︒そんなこと

をいったり︑叱ったりして

脚

え秀いだ函に脚
ついて夏だを要乱

露よりV

︹ズボソク博Lの育児

しなければいけません︒

わずに︑きっばりと禁止

ましくない番組はためら

なじことてす︒しかし好

にっいて話しあうのとお

いろいろなニュースなど

灘雛灘慧

ているのに︑いちいち小︑．．・

せん．

羅麗壊慧㌶認

ノオを聞きながら仕賢や勉

強のでぎる人もいます︒

ナタレ防止L事をもっと積

．〜二時間も立貧ヒするこ

ます︒若衆かいなぐなβ﹄

に︑

実現下吋能な夢と料っ庁す

とかある︒山のhの田畑ま

狭い農道てぬかるみに入り

のて老人クフフでお宮きん

さんと一諸になコ．仕事を

人町県民税︑個人事業税の

ては無理かと思いまず︒ヴて

の問題呂＼部落︑町の財わ

個人町県民税と個人事業

若い者がいなくな秀て困

口に農道レ一いっても費用他

をのんだりーますか︑駄な

のが

したり︑話k巳たりする

番楽しみてす︒

こえる人並びに︑給与所得

5日で
税の由止・期限は3月1

史・の記載などについて︑

申告を要しません︒

また短期の出稼者の給料や

個人町県民税につ

いては例年のように

︑こ不明の点はいつでも役場

す︒

された税金がある人は確定

上旬に部落の総代さんを通

3月
申告をすることによって︑

税務署︵電話二二番㌧に

て下さい︒尚︑所得税の確

さもないと︑ こどもがテ

ことてす︒

レヒの前に座っ ているのを

お尋ね下さい︒

じて︑用紙をお配りいたし

ッドに連られていくまで

とです︒こうなると時間

そこをはなれなくなるこ

がおしくて︑夕食も︑宿
ることさえもおしくなり

題も︑家の人に声をかけ

﹂と︑つい口やかましくい

の？﹂ ﹁これはすんだの？

うことになり︑こともも︑

見るたびに﹁あれはやつた

日のうち何時間はそとで

親の目をぬすんてテレビを

よく話し合った上で︑一

る︑食事の時間は何分︑

．紅耗舞熱霧碁葬鉾F黙糞繍耗碁蕪柵糞篭亀きミ⁝きき鉱

遊ぶ︑何時間は宿題をす

こんなときは︑こどもと

ます︒

テレビに夢中になる子

裳磨7匿︐1

になって夜︑無理やりベ

り︑テレビの前に釘っけ

学校から帰ってくるな

にとって悩みのたねです︒が︑こどもにも親にもいい

一蒐義禽笥嘘一︐嚇3︑ゑ﹃ヨ

麟糞繋舘鷲

一けるようにして下さい︒

多いので申告して還付を受． ますから期限までに申告し

皿税金の還付を受けることが

闇酬の支払いを受け源・泉徴収

株式の配当︑原稿などの報

円を超える人などです︒

者で給与以外の所得が5万

一本ても多く少しでも

の掃除をし岬＼あとてお茶

釆イ︑仲問にしてもら︑イ︑い

昨年から老人ク フフが出

で何もわからないのてす︒

べて若看にまかせ︷あるの

家のことも山の二ともす

大荒

論︑2
4年中の所得か基礎控
除と扶養控除を加えた額を

所得税︑個人町県
民税などの申告

﹁務聖告

す︒

り切りようで

汗ばむ程の張

じっとりと︑

で寒さの中も

ら夕方四時ま

課もきびしく
午前八時半か

う即製技術だけに毎日の日

本をひと通り修得するとい

三ヵ月の間に大工科の基

んでいます︒

生は泊り込みで習練にはげ 一もなかなか大変です︒よく⁝

につぐ豪雪となっています︒

嚢耀賜

す︒

町では
二月五日

豪雪対策

置して急

本部を設

の発生に

や災虫辱

患の搬送

備えてい

るが︑当

涌井福一氏受賞
昨年十一月末︑五卜子．平
出身の涌井福一氏︵四一オ︶

いぶりの優秀さで︑雇い主の

．は︑出稼歴十五年と︑勤務

山口県若山産業KKから表
．彰をうけました︒

これを

なだれ危険ヵ所の除雪
豪雪となだれは︑

切り離すことができな㌧

二月二日︑午前一時半︑

湯本の温泉街では︑突如表
層なだれに襲われ︑診療所

幸い窓ガラスをこわした

浦田間など︑数ヵ所につい．

警告を出すとともに︑人通

程度で終ったが︑今後この

て二月六日から団員を出動

﹇など六戸が大量の雪に埋づ

ような事故に備えて︑可能

昨年から再発足された︑旧
浦田口の職場 商店を中心
とする相撲協会は︑一月三

〇日︑盛大に千秋楽の納会
冬期間で娯楽のないとこも

当日一ばんのよびもの︑東

ました︒

あって︑百数テ人が参加し

の横綱立田山良一津端良こ
西ノ横綱みどり川みどり︵

清水みどり︶による両横綱

ンスに真新しい横綱をしめ

て︑太刀持ち︑露払いを従

えた立派なもの︑十五日間
のレクリエーシヨンにふさ
︵写真は横綱立田山の土

わしい盛大な納会でした︒

俵入︶
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また国民健康保険事業で

中央診 療所建設など内定

鐸鶏町長 査 定 へ
昭和四十三年度の予算編

新年度の重点事業として
で五百万円程度の伸びを期

要求段階の審議を終り目下㎜ものとなっています︒

既に実施が内定しているも
財源が不足しており︑町債

待しているがなお相当額の

あてこむことになりそうで

記

措置されることを要請する︒

すること︒

堂橋︑樋田橋かけ替えV︑
は︑別項のように医療費の﹇必要とすることから保険税
会を皮切りに︑産業委員会一農地災害復旧事業︵猪之名﹀ 値上りによる影響と︑中央 は前年に比し三十％近い引

成は︑一月二十日消防委員
社会厚生委員会︑総務文教㎜千四万円︑消防自動車ポン

委員会︑教育委員会など︑・プニ百万円などがその主な

のは︑中央診療所建設に対

津南清掃センター負担金︑

結 局 の と こ ろ 新年度の 予

す︒

の帰趨に重大な利害関係を

れは現行の時期別格差制度

主な値上げ巾はつぎのと
おりです︒

f甕垂冤箋・三肇置考一﹃

一81一

羅霧騒 錨 臨 鋸 轄 麺

する繰り出し三百万円︑登

二百七十八万円︑マイク・

記所の新築に三百五十万円︑や︑寄附金をある程度まで

パス更新に百十万円などで

あり︑このほか︑国県の補．算規模は二億二千万円位に

のことながら恒常的な経費

なるものと推定され︑例年
はギリギリの線まで押えて

ているものは︑県単山村振
興事業費一千万円︑辺地整
もなおかつ四苦八苦の財政−

助対象事業として考えられ

備で町道改良等千六百万円
︵松口橋︑中坪地内道路改 事情となっています︒

し︑農基法第十一条︵農産

中心とした︑食管制度再検．り︑早場米格差金を恒久的

加と米繰系の合理化等竺物婁憲格︶の趣旨に則

近来米の政府買上量の増

に関する決議

早場米格差金確保

町の臨︐曙議幽勾
町の臨時議会は︸月二十
五日招集され︑人事院勧告
︑︑トともなう職員の給与改定

たのち︑つぎの決議ならび

匹よる補正予算案を可決し

に︑請願を採択し︑午前中
で閉会となりました︒

．︑請願上布川地域から

務文教奮会に検讐︑

提出され︑松之山中学東 討の見地から︑各縷諸加算一に制度化して︑早場米農産
川分校のグラント整備拡 にっいても︑再検討の論議一地帯としての営農型態を確
張にっいて︵採択し︑総 がなされているが︑われわ 立するため︑下記のように
任︶

．医療費の値上げは昨年十

二月一日から実施されてい

﹇ 1現行の時期別格差は︑

これを早場米格差金と

もっている︒

昭和二〇年﹁早期供出奨一

保に関する要請﹂は町内

二︑決議﹁早場米格差金確

手術料八○％︑入院料十
るが︑この値上げによって

四二％︑初診料四〇円︵

して恒久的に制度化す

現行二百四↑円を二百八十

励金﹂として創設以来現在一

市町村国民健康保険事業が

円︶︑．再診料三十円︵現行

四農協か ら提出され 全員

うける影響は大きく︑保険

七f円を百円︶

ること︒

名早場米出荷の対象期間

ています︒

税の引き上げは必︑至となっ

に至るまでの歴史的意義を一

は一〇月二〇日までと

再確認し︑将来にわたって

して金額は前年以上と

以で決議されました︒
文は別項に掲さい︒

の農業構造の特質を前提と一

灘叢、
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第十九回スキー大会
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︵松之山高校︶

昭和四三年度

六〇名

一︑編入学児音数

昭和四四年度一二〇名
二︑入学資格

知能指数五〇〜六〇程度の小中

の︒通学してもよい︒

学生で︑寄宿舎生活のできるも

五月一日

舎生も入学

通学生のみ

三︑開校予定

九月二日

︵寄宿舎の一期工事九月古琶

三月末までに願書を提出し四月

四︑入学手続き

上旬に面接して決定する︒

願書は本校に申し出る︒面接日
会場は追ってする︒

家庭の経済力によって三段階に

五︑必要経費

わけ︑負担のかからないように
就学奨励費を支給する︒

選挙人名簿の登録届出は

三月一日までに
年は︑六月に参議院議頁

通常選挙が予定されており
ます︒

資格があっても選猛人名簿
に登録されていないと︑選

ません︒

挙権を行使することができ
次に該当する人は三月一日
までに登録の申出をして下
さい︒

れていない人︵脱漏者︶

村から転入してきた人

二︑二十才以上の人で他町

達した人

一︑九月二日以降二十才に

坪野小学校で

カレンダーを

木版刷

﹁私達みんなで作ったカ

三︑登録資格を有している

一心にとびまわっている

ました︒大切な主婦であり

若がえり︑気が明るくなり

ときは身も心も生き生ぎと

レンダーを利用して下さい

壮年組浦田チーム

︑成年組松之山高校

少年組松之山中学

︵浦田チーム︶

総合成績︶

おりです︒

なお大会の成績は次のと

協力があります︒

少年組
成年組
壮年組
毎年のことですが︑この

には地元の人々の非常な献

松之山スキー連盟︑東部

身的な活動と中学︑高校の

婦人のバ レーボール
母であり妻である婦人にと

人で選挙人名簿に登録さ

里老友会︵天水島︶高橋長

水越老友会佐藤五良治︑松

篤︑小谷松寿会福原常吉

佐平︑水梨老人クラブ中島

本年の稲作から

平︑大荒戸老人クラブ高沢

思い つくまま

少なかった

◎病害虫の発生が

過去の例を見てもイモチ

ど豊作である︒倒伏や病害

病の発生が少ない年は殆ん

打撃を与えているが︑幸い

虫の多発は収量に決定的な

今年は気象的にも恵まれ︑

ったものの﹁フジミノリ﹂

平素に比べて非常に少なか

をはじめ早生種の作付率が

六十五％を越えていること

口重雄

に今後充分に注意しなけれ

などから﹁紋枯病﹂の発生

樋

農業改良普及頁

出た︒苗は折損し使用にた

ばならない︒

えなくなり︑本田でも田植

らなかった︒町内各農協が

り植え直しをしなければな

力のものが六十台を超え︑

斡旋した揚水機は二〜五馬

リ︵昨年五百四十四ミリ︶と

足となり特に植付け間近の

や中坪で利用した十八〜二

中には個人で導入したもの

十三馬力の大型のものがあ

今年一 二割以上の被害を受け

出た︒五月の降水量四十三

苗代と本田に大きな被害か

極めて少なく︑各地で水不

四月〜六月の三か月間に

降った雨量は二百二十八ミ 間もない苗はみんな浮き上

◎異常気象と対策

一一＝駆＝一＝一曇＝8≡曇＝馨＝里冨曇3一一＝1＝置一一§

老人クラブ
続々誕生

るが︑干害はとかく﹁のど

ミリは戦後最少の記録とな

り︑消防ポンプで水をあげ

もと過ぎれば熱さ忘れる﹂

−十ニグルーブ
八四三名1

しい情景か多く見られた︒

るなど干害対策には涙ぐま

三月︸日までに登録の申出

とし寄りは︑とし寄り仲
のあった人については資格

間でと︑最近町内において
配られました︒

た面積は別表のとおりで作

刷りのカレンダーが父兄に

のように時期的なもので︑

老人クラブ結成の動ぎは活

しかしこのように︒ボンプを

の有無を調査して三月三十

かも知れないがこれからの 一付面積の二・四％に当り昨

ややもすると無駄を感ずる

これは坪野小学校五︑六

も取られたもののいわゆる

利用出来るところでは対策
発です︒

〃雷田〃といわれる水源に

理が適切に出来るような水

恒久的対策とともに︑水管

た︒しかし出穂時にあまり

年の三・六％より少なかっ

係の調査によると︑十ニク

二月十日現在︑役場厚生

の申出については九月に登
録されることとなります︒

日に登録します︒それ以後

指導に当った小関︑春日

て作りあげたものです︒

年の児童が約士蒔間かけ

しようもなく田植の時期を

恵まれない地域では︑どう

溜池利用とともに用排水路

難であるので揚水ポノブ︑

いし︑理想的な稲作りが困

のための減収も見逃せない

一所も相当に見受けられ︑こ

イモチの予防をおこたった

よい天気がつづいたので穂

ラブ︑八百四十三名となっ

て︸方を助けるといった処

延はし或は︑︑部を犠牲にし

田でなければ生産も上らな

ております︒名称及び会長

置をとられたところも数多

要と思う︒

︵以下次号︶

穂期の三回は薬剤散布が必

お父さんの氏名︑お父さ

筆頭者の氏名とはー⁝

す︒

んが．不明のときはお母さ

んの氏名のことです︒

今後︑穂イモチによる致
命的な被害

名はつぎのとおりです︒

況 ／

の完備が必要であろう︒

さい︒

︑下さい何々に使うので大

がいします︒甲野花子﹂

至急必要です速達でおね

人やらさっばり不明で町

いう請求が時々来ます︒

ただ甲野花子では何処の

が多いのでこのようなと

の方の場合は同姓同名者

中の戸籍を探しますが女

に出る皆さん知っておいて

一︑転出．証明書を持って行

しする外ありません︒後

ぎはお気の毒ですがお返

お気毒に思っています︒

惰を受けますが致方なく

のがしてしまった等と苦

でせっかくのチヤンスを

て下さい︒そしてそこを出︑

四日以内ですこの期間を過

出来ることならお家の方

す︒この転入届出期間はト

ありますから注意して下さ

のような事は起らないで

気をつけて下さい︒

しようお互の損です︒

又謄本や抄本を請求する

になって役場へ直接請求

するとぎは本籍地と筆頭

一枚五十円ですその外に

ときは証明料が入ります

山町大字松之山一⁝二四

では二枚となります︒

一枚チ供二人以上五人ま

は父母と壬供一人まては

下さい︒但し謄本の場合

郵送料も入れて請求して

番地ということになりま

例新潟県東頚城郡松之

の戸籍のあるところ

本籍地とは⁝⁝；あなた

さい︒

者の氏名を必ず書いて下

戸籍の謄本や抄本が必要

から請求してもらえばこ

二︑働いているところから

ぎると罰則を受けることが

をもらって出て来ることで

るときは必ず又転出．証明書

ったら転出先で転入届をし

もらいこと

◎中望口同校を卒業して社会

窓日より

戸錘相イ

出穂期︑傾 ◎﹁私の戸籍抄本を送って

穂はらみ期

はその人の名を書いて下

観音寺︵観音寺︶大野文
峰︑高砂会︵浦田︶邨山虎

一

対策

政治〃は過去のものとなり

2，957

耳

1

そして抄本がほしいとき

かった︒ところで︑蛋

L﹃

．㌶．㎜

乍

いま町に望みたいことは

強化の方が先決だ﹂という

い﹂

﹁生活

現代のそれは〃権利として

i
15i 110

嚢褻團鋼斑、

1

詔凋

，5娼illη6，2男i鐙目％1
閣

滅収量

を完全に防

で関係者が頭を痛めている

帯百二十ヘクタールにわた

とき突然︑浦田地区上部一

り指の頭ほどの霞かはげし

く降り苗代に大きな被害か

が入った始まりはここです︒

注目される﹁松岳に．馬耕

﹁町の末釆像を掲げてほし

題を含めて︶

﹁索

耕うん機もそうです﹂

窓口を設けることができな

の相談に乗る

は︑農業経営改善への意欲

﹁農家の跡継ぎ︵嫁問

がうかがえる︒

道はいま三四台ある﹂など

﹁中

いか﹂ ﹁窓口案内係がいな

いと用が足しにくい﹂

では不安を感じる﹂

央診療所の医師が十日交代

条件がよくならないにもか

かわらず︑税金︑教育関係

盾を訴える声が次々にとび

負担ばかりかさむ﹂など矛

住民意識の把握

出してきた︒

なかでも注目しなければ

に〃住民意識〃を把握して

ならないのは﹁為政者は常

﹁やは2肇改良普及員

この提言の中に︑〃恩恵の

ほしい﹂という提言である

の指導が頼りになります﹂

の政治〃であることが︑語

を望む

だから﹁普及所の統合はす

られていないであろうか︒

i

唾 謝2。，1箒

邑1

㎏1

＆，

「

合

その他

害1ウンヵ

蔭

1

計

』㌔噺蔽量面積i減収量酪減収量i酬減 窒聾丁3。カ「一薦
債・i誠収均面蟹滅収量 面債

ぐためには

蔵︑湯本長寿会︵湯本︶野

かなり小規模であるにもか

年八月一日現在︶に比較し

を決して望んでいない住民

れる根拠を持っている︒ま

た﹁早くから経営を若い者

普及所の統合には反対
農協の営農指導強化

テレビ塔も名物の一？となった

虫共同防除の徹底によって
単位面積当り収量がかなり

高い部落として特徴づけら
当りの耕地面積が田四七a

にまかしてきた﹂ことが進

べきでない﹂と主張した︒

むしろ﹁農協の営農指導の

（3割以上）

災害の種類別被害

2）

次︑寿会革立山︶保坂嘉
本音治郎︶上布川長寿会
上布川︶高橋︑正保︑寿楽会

に接する小谷部落にとって

皿楽会︵湯山︶藤田暁道︑天

π松之山︶穫幸三郎︑松

は﹁田畑に入る砂利で被害

生活に新しい希望が開かれ

意識をここに知ることがで

警マ笠調、謡癬

大会の準備︑運営︑後仕末

会は二月十日開会式︑十一

礎㌣仲々の好評

上げました﹂と︒先日木版

顔と手を真っ黒にして刷り

人衆−松之山小でー︶

︵写頁はバレーボールの婦

民館では期待しています︒

んにやっていただくよう公

ってまことにかなったスポ
たようでした︒

ーツでしたが︑広くみなさ

公民館と婦人会が相談し

﹁休じゆうが痛くて

﹁おもしろか

後日︑部落では﹁おどり

った﹂

よりもいい﹂

どうしようもなかった﹂な
どとなかなかの評判でした︒

げたこのカレノダーを見る

両教諭は︑ ﹁丹念に彫り上

ことによって新しい年の↓

日一日が︑自からのはげみ

麗麟

を感じさせるものにしたか

一してい享・

㎜った﹂とその指導意図を話

十二枚に亘る児童達の独

創的な絵が面白く︑見る人

一

しょう︒

を楽しませてくれることで

に対策をしているのでしよ

るはずだ︒小さな行政区画

ぎる︒

穂イモチ1155150

教員協議会主催のスキー大
日競技の日程で松之山温泉
スキー場でおこなわれまし

た︒ 開会式︵ホ テル︶では

勝盃︑優勝旗が返かんされ

先ず︑昨年の優勝者から優
つづ いて本山林一 会長から

力強い開釜の挨拶がありま
て︑この冬に．ハレーポール

をやることになりました︒

三省地区と松之山地区で
は一月下旬に第一回目があ
りましたが︑五〇名から八

○名の婦人が︑時間︸ばい

飛びはねて︑第二回目への
意気ごみがもり上りました︒

中学を卒業してから十何
を持った人が殆どでしたが

年︑二十何年ぶりでポール

おですから︑すぐになじみ

婦人はもともと器用ですな

体じゅうの筋肉を使い︑

一つになって大はしやぎ︒

く久しぶりで童心にかえっ

思い切って体をのばし︑全

うか﹂と疑問を持ち出した

の五七戸へ二五％の世帯減

れだ﹂と行政の頼りなさを

少また三三四人から二五八

が今頃になってはもう手遅

町の世帯数と人口は︑三十

かわらず︑四二年度米の売

見ることができる︒松之山

を受けて困っている﹂とい

訴える︒ ﹁現状のような地

いくらいい機粕心を練っても

人へ二二・八％の人口減少

それに予算の裏付けをしな

というおどろくべき計算に

三五夙より多い三七夙を販

渡量では︑町︸戸当り平均

年の二〇二戸︑一万一四

売している︒これは保有量

〇四人から四十年の一九五

うことになる︒また﹁小谷

の中で道路問題を選挙や政

者にまかした

結んでほしいと提言した︒

畑二aで合せて五八aで

の一つだとつけ加えたのは

歩的な農業にしてきた要因

この小ゐ合部落の農家一戸

算だが︑早植え栽培︑病害

と池尻との間の雪崩防止の

人口が半減してしまうこと

としたら二十年後には町の

の人口減少がこのまま続く

十年間些⁝OO人近く

ための段切り工事も効果が
村に住みつかないか︑その

﹁若い人がなぜ農

摘する︒

い﹂と語気を強めるのであ

原因を町も深く考えてほし

ければ対策にならないと指
こそ政治の役目だ﹂という
のである︒今やこの過疎を

に差がないものとしての計
〃対症療法〃ではどうにも

代表とする農村の諸問題は

無雪道路一本葬貢け

る︒

﹁このままにしておいた

ならないことを考えるべき

ら大変なことになる﹂一様
に将来への不安の色を濃く

だという︒

ない︒医療機関も心もとな

治の材料に利用するのはナ

の松之山で生活したい︑そ

線道路一本を貫け﹂と主藍

い﹂と言った︒離村や転職

れゆえにこの町をよくした

言できようか︒しかし﹁こ

が絶対にないと︑だれに断
﹁今の状態ては若い人た

でも町における産業︑住民

する︒これをやりぬくだけ

そして何よりも﹁無雪幹
らは農村に残らないのでは

どうなっている後継者対策

ないでしようか﹂と婦人の

い︑やがて生まれてくる子

ンセンス︒もっと大局的な

種

した︒町かろ町長代理で大

した︒

見助役の大会辞祝がありま

本年は新たに四本の優勝
旗が町内の有志の方々から

い選手宣 誓を終り︑競 技上

松之山高校代表の若々し

贈 られました︒

の行事は終りました︒

スの説明が あって十日の 夜

め注意︑要領の説明︑コー

十一日は朝からすばらしい

晴天で絶好のスキー日和で
した︒しかし昼頃から猛烈

史が．正に時の政府による犠

どもの教育の二となどを考

って縦断して両端を鉄道と

見地から町を斡線道路によ

った︒そして︑もう一人の

昔の道路そのままにブルで

a︑計七一a︵町農委四二

町平均の田五九a︑畑一二

﹁無雪道路心本すら

えれぽ﹂ご・農村へとどめ

婦人が﹁農業後継者問題を

とはいえない︒むしろ道路

発︑置︒

ようとする方がしょせん無

経営は早くから若い

理なことだと若い婦人が言

60

120

印鑑をかならず持参して下さ㌧

除雪するだけでは無雪道路

％

な吹雪となりましたが︑全
選手が一人の事故もなく︑

無事に大会を終了しました︒

想するかのように︑部落を

牲の歴史であったことを回

三番目である︒今︑へき地

二力メイチユウ125

イネア才ムノ

500

平年比

積

面

類

申出るところ

ですが︑具体的にどのよう

L5

率

一82一

病害虫の発生状況

松之山町役場戸籍係
又は浦田支所

町で考えているということ

水稲5大品種の作付状

干一モチ

闘

今
ないようだ﹂ともいう︒

理的︑社会経済的にみて．不

人の人口が減少したことに

利な条件を変えてゆくこと

なる︒十年間に二割強の減

なった︒水梨などと並んで

分のいわゆる農民は︑徳川

離村︑過疎現象の著しい部

幕府末期の悪政に苦しめら

少率を示しているのだ︒し

一戸︑九一〇九人に激減し

れ︑明治維新府に期待をか

た︒この十年間に 毎年七

氏を生んだ部落といえば︑

けながら︑その財政の九割

落といえそうだ︒

小谷を思い出さない人はい

をまかなったとされる〆地

・三戸の世帯と二二九・五

ないであろう︒この部落の

組〃に身を削られたー︒日

によって発堀調査が行なわ

三戸の部落が存在していた︒ 本の農業︑農村︑農民の歴

れた結果では先住民族の住

︵四十年国勢調査︶人口を

世帯数五七︑人口二五八

十年問に二割二分

著しい人口減

語る人たちである︒

十数年前に長岡科学博物館

居跡や縄文式土罷が発見さ

料となった所であることは

れ︑考古学的にも貴重な資

また︑天保年間に石油が

だ︒

あまり知られていないよう
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礫 勤

l

嬉

（

要以上の大きな家を持って

会

曜

璽

蔀

談
座

皿r聖
l小谷1
灘

山
之

松
報
広

2）昭和43年2♪：20日

