年 年人口の 減少がは げし
い中で小学校︑中学校の児

童︑生徒も合わせて毎年百

来年も今年より更に約八

名近く減少しています︒

そのため小人数の学校に

十名減少の見込みです︒

なり︑このままでは中学校

題となり ま し た ︒

も複式になるのは時間の問

そうなると教育効果が上
らないので︑早めに︑手を
打たねばならず︑町︑議会︑

区の父兄と相談し統合につ

教育委員会 は松里︑ 布川地

統合は町にとっても︑父

いて検討しました︒

兄にとっても容易でない問
題であり︑負担がかかりま
すが︑結局︑児童︑生徒の

教育のためには統合の線を

うことになり︑また補助金

進めなければならないとい

の関係もあって︑できるだ

一

年に松里

一
一 一

咽■■』■願■r繭陽

■■闘■■一

■■■■■■■一

36号

第

題字は佐藤町長

とになる︶四十六年に松里

を松里︑ 東川校舎 と呼ぶこ

48年に東川を

一

築が予定されています︒

の六教室増築と寄宿舎の建 とするもので︑その取り組

りである︒

みのあらましは別項のとお

した︒

することを議会は承認しま

なお四十五年度には本校

ら提出されたもので︑土木
委員会附託となった︒

小学校へ通ずる道路︶の巾

︵新山から淀野経由松之山

請願

産業委員会附託となった︒

山松陰寺住職から提出され

ので︑同保存会ならびに湯

ついて助成費を要請するも

二︑マリヤ観音堂新築に

築及び寄宿舎七千八百万円 員拡張と改良についての要

一︑町道赤羽線根

町営プール新設︵松之山地 請で新山部落長ほか七名か

3月10日から町議会
昭和四十五年

区︶及び浦田プール浄化槽

社会福祉協へ
寄付

●脚﹁

昭和四十四年分の確定申

を返してもらう申告は︑一

O

納め過ぎの源泉所得税

告は︑二月十六日から三月

ていますから早めに申告し

月一日から税務署で受付け

早めに還付を受けて下さい

︵三月十

O 所得税の申告書を提出

十六日までです︒

申告は︑一年間の所得と税

五日が日曜日のため︶確定

額を計算して︑申告書を税

した人は︑事業税︑住民税

三月に入りますと税務署の

0

しない人で︑事業税または

O 所得税の申告書を提出

ありません︒

の申告書を提出する必要が

務署に提出する大切な手続

窓口が混雑しますので︑出

ならない人は︑それぞれの

住民税の申告をしなければ

ぜひ

ればなりま

提出しなけ

申告と納税の相談は

来るだけ早めにお出かけ下

・きです︒

猪之名滝沢正二さん︵68﹁

さい︒また︑税務署から指

その日にお

O

磁．村

︶は父政平さんの死去にあ

定された相談日がある場合

・移鳳

たり去る一月町の社会福祉

才松之山︶が選任された︒

また選挙管理委員に山岸

協議会の活動費にと︑金薫

いで下さい

申告書を三月十六日までに
された︒

また湯本村山文武さん︐︵

◎

のない人や

確定申

せん︒

製︶も母上の死去で金二万

生・書の用紙

りにならないときは︑いつ

書き方などについておわか

一るときば︑

相談に︑

円を寄贈された︒

おいでにな

テ

扶養控除︑生命保険控除︑

しかも︑毎年労災事故は増

一層増加しつつあります︒

中している東京都に︑出か

浦田農協久保田技術員︑全

松之山町役場中島畜産主任

2

たい︒

度などをつくっていただき

困った者には︑一時貸付制

松之山町では︑次の日

でご相談下さい︒

◎

既に通知のあった方や︑

程で納税相談が開かれます

われた︒

と東京市場視察﹂がおこな

この催しは︑竹内さんら

けで計画されたもので︑

熱心な飼育者数名のよびか

出稼中といえども留守を守

って田舎で牛飼いしている

奥さん方を励ましたり︑ま

た自身の眼で︑東京市場を

確めその要望や今後のあり

方を勉強したいというもの

出稼先では鉄工所や︑農

場づくりに従事している人

は郷里の山や︑本職の牛飼

達であるが︑この日ばかり

いの話題に沢山の意見を出

したび

しあい有意義な一日をすご

松之山町役場

大人三六〇円小人三百円

す︒

ます︒申込は随時受付けま

ぐるみの加入をおすすめし

あうかわかりません︒家族

え︑いつどこで交通災害に

車に乗る機会がうんと増

負傷となっています︒

五人死亡︑二十五人以上が

昨年町内での交通事故は

加入しよ・フ

通災害共済に

ととなります︒

総代さんを通じ申告願うこ

告は︑例年どうり三月上旬

◎ 一般の方の住民税の申

場所

後四時まで

三月三日 午前九時から午

後五時まで

三月二日 午後二時から午

忘れずにおいで下さい︒

相談日を利用された方は

ます︒

なります︒

取扱いを受けることに

延滞税がかかり︑不

れないと無申告加算

期限までに︑申告と納

順位になることが

でも税務署や町役場税務課

町の労働対策協議会では

口︑黒倉︑藤倉︵学

加し︑また未払賃金もあと

はじめられ︑二十日

せぎ者センターの設置と︑

販連幡谷技師ら五名が参加

二月十二日︑出稼牛の品 ーL︑ ﹁和牛の多頭飼育講座

前後には浦田車庫前

問題解決に都の積極的なご

を設置していただきたい︒

上京家族の宿泊面会の場所

援助を下記のとおり要望い
たします︒

る︒一般町道の本格

的な除雪は︑降雪状

記

まで完了の予定であ

況にもよるがおおむ

記載のうえおいで下さい︒

社会保険控除等の欄を必ず
を発行することになった︒

﹁ふるさとだより﹂第三号

﹁ふるさと便り噺

万円を寄贈された︒

留作氏︵58才新山︶が選任

伴う後任に村山豊治氏︵50

案は二月十三日

山岸留作氏

村山豊治氏

教青委員に

度一般会計予算

四千万円︑町道橋梁改良に

六百万円︑

二千万円︑観光事業三百万円

また三十日の議会では︑

農道林道整備

三月十日からの

町長査定を終り

定例町議会に提

場草地改良三百万円︑松之

消防施設整備三百万円︑牧

雪

5％は季節出か
営規模で︑7

であり︑かつ極めて零細経

る見込である︒

ね三月十日頃から着手され

除

当面は通学重点の圧雪

教育委員田辺博氏の死去に

還挙管理婁員に

なった︒

たロ

を採択し午前十一時閉会し︑

山簡易水道対策百万円︒

案されることと

新年度予算案

に比べ約一億二千万円の増

総額は三億八千万円で前年

加となっており︑支出面で

ことしの雪は昨年の同期

もとづく職員の給与改訂で にくらべて八十五センチも

給与改訂人事院勧告に︑

が大きなウエイトを占め︑

総額四百万円を予算追加し ︻多く︑道路の除雪作業には

は中学校統合に伴う諸経費

ついで農林道町道改良が重

相当の日数を要するものと

骨子は 思われる︒

むけて発送されるが内容は

これは二月下旬出稼者に ．この欄が書いてないと受付
農民のほとんどは日雇また

生徒の作文や︑保険関係の

せぎ世帯であります︒

みやかに本校に統合しよう 要町道の除雪は︑当面通学

は季節出かせぎによってそ

浦田〜松之山線を除く主

を優先に︑二月十七

現在の松里︑東川分校をす

中学校統合計画

たものである︒

予算案のあらましはつぎ

点事業となっている︒

中学校統合による校舎増

のとおり︒

臨時議ム質で

いしており︑号を追うごと

手続き︑注意事項等を掲さ
であります︒

こばれ期待をもって読まれ

に出稼者からは非常によろ

の生活を維持する兼業農家
ルトーザーによる圧

の数は︑過疎現象とからみ

最近町における出かせぎ者

日からつぎの順にブ

追加予算︑請願

雪がおこなわれる︒

町役場で臨時町議会が開催

校まで︶坪野中立山

を絶たない現状であります︒

竹内清司さんほか八名と︑

川で浦田地域の青年後継者

大荒戸︑水梨︑松

一一件採択

された︒

また浦田〜松之山

如上の事情をご賢察いた

一月三十日午前九時から

当日の議会では︑職員の

線の除雪は︑二月十

だき︑出かせぎ者の最も集

ている︒

給与改訂を中心とした追加

雪がブルニ台により

七日から本格的な除

特にこれ等重要諸間題に真

出稼先で肉牛講座と視察

どを承認したのち請願二件

予算や︑中学校統合計画な

さて松之山町の前途を描く

剣に取り組んで参るため自

写真は新入学の一年生
︵松之山小で︶

年頭の夢はあまたあるとは

重自戒のもとに努力をいた

東京都の発注した工事
関係で︑未払賃金︑労災が

3

東京都に出かせぎ者の

おきたときは都の責任で解

1

賃金未払︑労働災害︑労働

くっていただきたい︒

決にあたるような制度をつ

相談できる窓口をつくり︑

困った間題について︑責任

契約違反など︑出かせぎの

思いますが景気のよい年頭

東京に出稼者センターを
昨年十二月二十日の町議 労働組合から提出されたも

に倍したご協力ご支援をい

ただきたくお願い申上げま

会で採択された﹁東京都に ので︑都知事宛の要請文は

す所存でございますので旧

す︒当面する悩みの種とし

幸とご飛躍を祈って年頭の

すとともに町民各位のご栄

松之山町議会で要請
て米の生産調整の問題があ

として︑センターをっくり

以上

出かせぎ者の集会や︑懇親

出かせぎ中に賃金未払

りますし︑又過疎問題︑国

孝

いにあい︑あるいは病気で

佐藤重

4

町長

ただきたい︒

の医療 問題等々 いずれも即

保の赤字退治から今後の町

当町は山間豪雪単作地帯

出かせぎ者の福祉施設

をもって解決にあたってい

はゆかないと思って居りま

るべき年頭に当って夢を託

この要請は松之山町農村

知事宛発信された︒

要猛書

要請﹂は︑去る二月五日松

麗辞ばかり並べたてる訳に

昭和四十五年の年頭に当

すことも希望的観測にたよ

決を計ることの難しい問題

ように存じます︒ことしは

がいつくも横たわっている

之山町議会の名で美濃部都

出稼者センターを設置する つぎのとおりである︒

問わず永い伝統をもって

間社会に与えられた理屈抜

りましてつつしんで町民各

りがちな人間の根強い心理

りますから一年の計を樹て

ぎの特権のようなものであ

位のご健勝をお慶び申上げ

しよう︒

ご挨拶といたします︒

行われて来たことであり人

統合をやり︵松里︑東川分校一四十八年に東川を実質統合

それで四十五年には名目

ま し た︒

松之山町役場
発行所

あかつき印刷
刷
印

■■■■■■臼■■■陶■

一

一

一

一

として当然な馨でありま

け早く実施することになり

＝

うということは古今東西を

一97一
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ます︒新しい年の門出を祝

交

あり
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利な

り
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二月十日︑十一日には松

高校

雀小野塚勝︵離曝
少女高橋攣︵襲酬
明︵松之山琶

之山スキー連盟︑東頚東部
志賀

教員協議会︑郡中体連︑郡
小体連主催のスキー

大会が快晴の もとに

本部にしておこなわ

松之山中松里分校を

各種目の成績は次

れました︒

︵一位のみ︶

のとおり︒

◇滑降

仁︵ 松胆小︶

村山茂春︵松甲小︶

幼年A

幼年B
高橋

幼女A
高橋好子︵松甲小︶

学︵園︶児は歩行もおぽつか

がちとなり︑とりわけ新入

りませんのでご注意を︒

事故にあうことが少なくあ

急に道路にとび出し︑交通

わった︒

この催しには千百九十二
人の婦人が参加した︒

る調理実習︑また映画﹁血

圧と生活﹂を上映した︒

経済大国といわれる日本が

ゆくを買うということだけ 長さんを困らせるような事

やまることにもなり兼ねな ん︒これに協力しないと食

ではなく国家百年の計をあ をするつもりはございませ

か農業施策に差をつけると

管が自然崩壊してしまうと

会場では最近とくに激増 食管制度の赤字を罪悪視し

をやることは農民のひんし

いるようですがこだわるこ

かおどし文句も流布されて

の上に立っ・て決定されるこ

となくご自分の方針と計算

一〇〇万屯は転作又は休耕 ずることは町発展の土台を

万屯は農地の買上げで残り

然しながら生産調整に応

○万屯減らすそのうち五〇 とが望ましいと存じます︒

一昨年お

政府は

舩淫繋魏飴嚴相沢達雄

米の生産調整をどううけとめるか

いと思います︒

しているインスタント食品・ 主食の自給という独立国家

身近かなことだけに︑婦人

についての説明など︑日賞 の根本を忘れて無策な農政

養士︑役場の目黒保健婦さ

達は熱心に耳を傾けていた︒

講師は︑保健所の沼波栄

んらで︑塩分をうすめにす

灘蝶簾覇藤蕪
︵写真は松之山工場︶

新潟電子工業松之山工場
新潟電子工業KK松之山

で消化する︒転作休耕に応 崩す作用につながると考え

米の時期

じた農家には松之山町の場 ますので根強く反対の立場

麺

別格差金制度を廃止し︑昨

合は反当二八︑三五〇円支 を貫き︑広く恵まれない地

普及をねらいとして︑保建 工場は昨年九月から︑松之

ランス︑食品知識の向上と

食生活における栄養の．バ

千一一百人

栄養講習に

うすあじ調理を

きゅうにとまらない

と廿出すな車は

なく︑母親の手からはなれ

危険がまちかまえています

ての通学︑通園にはつねに
少年男子 浦田中A

ょう︒

あぶない

たなどを身につけさせまし

正しい歩き方︑横断のしか

しばらくの間は一緒に歩き

通安全のしつけを行ない︑

この機会に各家庭でも交

◎総ム・得占⁝

成年

松之山高

四〇点

松代スキー二三点

松之山高校

青壮年

高校

︵写真少年スキーの出発︶

こどもに正しい歩き方を

アッ！

こどものとび出し

いたばかりでなく︑食管制

年はまた生産者米価を据置

所と町主催の﹁へき地栄養 山公会堂を仮工場に操業を

大事な家庭のしつけ

一日から町内二十一会場で にはじめて進出した︑大島

とび出し事故は子供に多

講習会﹂は︑昨年七月二十 はじめた︒東頚の豪雪地帯

く︑特に低学年や幼児が殆

については全国平均反当三 村運動に起ち上り危険な道

給となります︒なお買上分 帯と手をつなぎ︑巾広い農

新しく入学︑入園

自主

する児童を恐しい交

度をおびやすような

んどです︒

写真〃鬼ロ杢坂にて〃

松之山工場ではいま︑マ

き何等の作目指定のないま

針を決定し︑これに代るべ

米の生産を一割削減する方

を不安に陥し入れ今またお

町村に示される模様であり 農村人に課せられた使命で

月二十日頃に具体的目標が

まだわかっていません︒二 高度経済成長政策から︑そ

〇万円ですが当町の場合は を歩みつつある貿易偏向の
い︐る︒

イラーコンデンサー部品製

滅につながるものであると

減反は国県の強要は．二ざ

いませんし私共も農家組合

食生活の注意

○塩分を少くし︑うす味に

みそ汁︑にもの︑つけ物

慣れましよう︒

然陶汰をさせるため農地法 農業委員会︑町議会ともに

る

脂肪分の多いものはさけ

る

やがて具体的な数量並び

なたね油︑大豆︑ごま油

などは動脈硬化を防ぐ

とる

○野菜︑果物はじゅうぶん

日常生活の注意

じまります︒

ず血圧を測ることからは

︑知ですか︒脳卒中予防は

あなたは自分の血圧を御

脳卒中を予防しましょう

昭和四十五年二月五日記す

はないかと考えております

の身を守ることこそ今日の

造に男八人︑女五十人︵季

ま僅かの手切れ金でこれを

ます︒

節工を含む︶の人達が通勤

ます︒

おしつけようと致しており

この問題について肯定的

の米はうまいといわれます 団体としては全国一率一割 ○米を大食しない

湿田の米や山地の低収穫田 動ぎとは別に私共郡内農業

な中央に於ける農業団体の

考え出し

で随分食味も変るそうてす

して全郡的反対運動に盛り

ずおかずを

食糧庁が

ので地域別銘柄格差がやは

たっぶりと

が同じ品種でも場所や条件 削減の政策は農村自体の破

ように思えますがこれが成

上げるべきであるとして︑

通米制度の着想はよかった

た自主流

僑︐⁝ 村山正英

自主流通米をどう考えるか

している︒

とともに地元では歓迎して

開催され去る二月六日でお 村のコンクリート工場など

通事故から守るため

流通米制度を実施し︑農民

道路ふきんで遊んでいて︑

三月二十一日から四

に︑全県下一斉に︑

月二十日まで新入学
︵園︶児の交通事故

防止運動が実施され
ます︒

この運動は︑保護者をは

久保田久男︵松之山温基 じめ︑市町村︑団体等が一

高橋明夫

︵松之田温丞

壮年

成年

徹底︑学校や保育園などの

体となって交通安全教育の

竹内修文浦田中︶

佐藤宗司︵浦田小︶

村山順子︵松甲小︶

幼年A

◇距離

幼女B

志賀 明ハ松之山高︶

よう︑街頭補導などを実施

行き帰りの危険をなくする

します︒

長い冬からの解放感から人
も車も活発となる反面︑の

り必要になると思います︒

を改︑正又は廃止し食管法を 反対決議を致しましたし︑

に減反面積が示されますが

享真は講習会場で

一98一

少年

高校

少女 南雲喜久江︵浦田中︶

佐藤敏也︵松里小︶

少年高橋孝一︵羅瑚︶

相沢哲夫︵松代スキー 幼年B

成年女ヂ村山ミチ子松之中◎

成年

高沢悦夫︵松代高︶

◇継走

成年女 子小野塚いほ 子︵松之川 膏

村山市郎︵松之山温丞 成年

江日 進︵浦田小︶

廻転

壮年

年A

功する事は甚だ疑問だと思

はうす味に

どかな日ざしに心がゆるみ

は大分荒療治を考えている 町村会等に呼び掛け︑反対

米の過剰問題の解決に政府 各農協︑各農業委員会︑郡

ウはひかえ目に

○ワサビ︑カラシ︑コショ

います︒

米の行方は私達農家にとっ

ようで近く発足する農業者 決議を要請すると共に県並

幼年男ヂ 浦田小A

ら︑植付を早め︑できる限

て大きな関心を持つもので

護する格好の中で農業の自 うこととし︑松之山町でも

年金制度で小農離農者を保 中央段階への働きかけを行

高沢昭夫︵松之山小︶

り生育期間をのばし︑この

味の上下を区別するものが

すが現在の等級格差では食

殆どないといえますから所

なしくずして需要と供給の 郡町村会では十二月二十五

いようですが肉牛生産基地

通しに明るいものは何もな

O植物油は豊富にとる

か自主流通米となって消費

バランスの波の中に私達農 日出県陳情をする等反対運

と懸念されます︒

民を放り出すのではないか 動をして参りました︒

一駒であろうと思われます︒ 正を加えたのみでこれを断

自主流通米もその過渡期の 府自民党は原案に若干の修

ところが一月三十一日政

であるような印象さえする

のの

とされるコシヒカリの4％

げ兼ねますが︑全国で一識

まだ明確なことは申し上

こでは上ってくるのではな する時期を迎えました︒

林産物などのウエイトがこ 私共は自らの腹がまえを決

それにしても世界の驚異︑

いかと考えられます︒

届けられたりで政府に売渡

は自家消費や都会の親類に

・
一6％とな§い米の代表

一葎付され銀饗加えると 一生産性の低い山村農業の見 行することに決定しました

とレイメイで

ここ松之山でもフ．シミノリ

現今です︒

者に渡り政府米はまずい米

謂うまい米や儒米はヤミ米

O蛋白質はじゅうぶんにと
必要だ﹂と語っていた︒

悉蕪鵜瓢＿、＿、＿舞縫

品種の長所を生かす努力が

年B

反収六力年 間 の 最 高 記 録
葉タバコ耕作のすすめ
かった︒

の増しか見ることカできな

尚︑四十五年耕作面積に

なおす︑べての届出には印

いかと思われます︒

されるのは極く僅かではな

と1

町内で栽培した葉たぱ．︶

当町の検査に当った︑新

転入届をするとぎ︑転出

くわしいことのお問合せ

転入届は十四日以内に︑

鑑がいります︒

齢

』議象

の収納は︑昨秋十一月八日

を皮切りに十五日で終rし

ついては︑当町で栽培して

届をするとき︑出生︑死亡

いる在来種においては︑全

国的に見られる様に︑目標

届のとき等は必ず国保の被

﹁この品種は今までの品種

と違い︑もっと金になる品

状態である︒

面積がまだ消化しきれない

い︒

険者証をもって来ないと︑

今後の課題の一つとして

は町役場産業課へ︒

以転
o

井出張所伊藤検査主任は︑

が続き低温と日照．不足など

が．不良で︑葉肉がうすく︑

種なのですが生育期の天候

農政の転換期にあたり︑

ことしは︑六︑七月に雨

から下位葉が腐敗し︑全般

米作事情が停滞している現
在︑年々代金もあがり︑成

転出証明書の発行は出来ま

は︑この品種は晩作形であ

と

い

た︒

的に末熟葉が数多く見られ

このため青が残ってしまい

枯 ﹂りを恐れ 若取が目 立ち

保険者証を持ってきて下さ

録したものの期待はずれに

過去六年間の最高収入を記

優良葉が少なかった︒

耕作について︑今一度考え

績も向上している葉たばこ

転出届をするときは被保

金がさもあがらなかった︒

従ってキ・当り代金が低く

終ってしまった︒

前年と比較すると︑平均

で一万五千五百五十七円︑

てみてはいかがでしょうか︒ せんから注意して下さい︒

反収十万八千七百五十三円

．平均量目二百四セキロで二

いうのがねらいの一つだか

り質より量に重点をおくと

四 き
日 は

十

さ

専業農家の村山さん、農業団体代表の相沢さ
んに意見をお寄せいただきました。

鵜
七四キ・︑．平均キ・当り代

． 譲羅讐妻
をどラ考冗る馨ををし

麟灘離灘灘麟

金四百五十三円で二十二円
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