上越・あかっき印刷所

一月七日︑佐藤町長から
昭和四十 七年度予 算案編成
長と機械の増強︑水道ゴミ

求の中で︑除雪区間の延
ず︑才入財源の大半をしめ

疎化現象などから全然伸び

源不足ということから対前
年比五％増程度しか期待で

もかかわらず︑国自体の財

る地方交付税は︑過日全倒
町村長大会での増額要望に

処理対策︑校舎の新改築︑

業費増となっていますの

反面︑才入面では町税が過

を最大限見込んだとしても

カ年計画で六千二百万円︑道

万円︑簡易水道の整備はニ

事務当局の試算による新
年度主要事業費は浦田小学
校の屋体建設費約三千八百

です︒

ています︒予算総額では四
億六千万円程度となる模様

びしい財源難に追いこまれ

を持ち出すなど︑かなりき

なお︑従来の積立運用資金

きないところから各種補助
事業に対する国県の補助金
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二︑地すべりのため地上に

治山 林道協会 ︑土木協

簡易水道の完全整備︒

三
する︒

会費などの地元負担を解消
四︑固定資産税を引き続き
○・一％軽減する︒
五︑産業面で個人助成的な

補 助金はや める︒な どがそ
これら方針の背景として

■

る町村財政の窮状打開が要
請されました︒

議会の意見書
講ぜられたいこと︒

︑超過負担を解消する措

◎小中学校建築等に伴う
補助単価を時価単価に
における基準坪数︵特

引上げると共に豪雪地
に屋体﹀を大巾に引上

げて︑町村の超過負担
をなくすること︒

路改良費七千万円︵町道松
会︑二十八日総文委員会が

国保
医療費は

上値げ

まりました︒

ます︒

なお︑この場合自動車重
量税印紙以外の印紙で納め

ても正当な納付にはなりま

﹁自動車重量税﹂という
制度が十二月一日からはじ

際はよく確かめてからにし

割︑助産給付一万円︑葬祭

重量税がかかるのは⁝⁝
この十二月一日以降検査

は何もなされていないので
当初予算では︑医療給付七

千八百円︑また保険税につ

出をする軽自動車です︒

を受ける自動車と使用の届

せんので︑窓ロヘ提出する

いてもそのまま据置かれ︑

自動車重量税

十二月一日から

詳細は税務署又は税務課へ

車検査証の交付︑または有

率

へどうぞ︒

税

輸
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鱗騨擁

け

を別

︸O

おく︒

O

︵安塚警察署より︶

りませんか︒

で楽しい春を待とうではあ

以上のことを守って無事故

必ず消火する︒

ない︒留守にする場合

o火気を使用していると
きは︑その場所を離れ

全な取扱いをする︒

トーブなどの暖房器具
は︑説明醤に合った安

o．石油スト：ブ︑ガスス

は父兄が付き添う︒

日や危険のある場所で

校を行ない︑悪天候の

o児童︑生徒の集団登︵下︶

いようにする︒

べく危険個所を通らな

識を立てるほか︑なる

oなだれ危険個所には標

てる︒

o川や池︑橋︑がけなど
の危険個所に標識を立

校
下
の
日
の
雪

検乗二上使二二

査種

1，500円

給付は千円︑育児手当︵月︶

新年度の予算規模は一億

非課税︑そのほ
か中古車の場合

そのうちブルドーザーな
どの大型特殊自
動車は無条件で

てください︒①新規検査や
継続検査などを受け︑自動
一千万円程度となる見込み
です︒

︵七九・九％︶さ

一定のものにつ

十一名

せない百三名︵一〇・一

いても非課税で
おさめかたは・⁝

す︒

％︶

②どのコースを選択させる
か︑普通コースニ百三十
名︵七二・六％︶職業コ
ース八十六名︵二七・一

﹁自動車重量税﹂は︑次 効期間の記入を受けるとぎ
のような場合︑原則として ②軽自動車の使用届出をし
税額に相当する自動車重量 て車両番号の指定を受ける
税印紙を自動車重量税納付 とき︒

詳細お問い合わせは︑高

お間い合わせは⁝⁝

田税務署︵電②〇三八一︶

帆

車両総霞量1トン又はその端敗ごとに5，㏄0円
車両総重量1トン又はその端敬ごとに2，500円

切りに︑二十六日社会厚生
委員会︑二十七日産業委員

から実施を打ち出した国の
方針など︑国保事業の予算

いづれも町村段階への指示

編成も複雑そのものだが︑

いぜん高い普通

課程進学
松之山分校︵安塚高校︶

ではこのほど小中学生の進

％︶

職業コースのうち商業五

書にはりつけて陸運事務所

︵自動車検査場︶の窓ロヘ

納めるしくみになっており

騨蜘

︑離

i 四
総務︑ 籍・

除雪畜産︵

犠

W

舞撤毎︑税㎜

水道・繋・年金・急

一一二番髄国保︑衛生︑

林組合など︒

役場の
でんわ

W 役場の電話番号をお知
〜らせします︒皆さまから

︶

W増設もいたしました︒

Wの用件も多くなったので
虞

〜し！多≦垂ξ

Vお話しの用件がは︑き
れ
Vりしないため取りつぎに 二五一番閥産業︑農業委V
〜
員会︑共済組合など︒︵
勉手間どることがあります︒
嚇お呼び出しの際は出来る
一五九番胡収入役︑会計W
四一番悶教育委員会
一七四番圓商工会
二四〇番ー松之山診療所
〜す︒

︵だけ具体的におっしゃっ
いて下さるようお願いしま

町長︑助役︑
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大雪にご用心

雪による事故
を防ぐために

新潟地方気象台の長期予

報によると︑この冬は寒暖

の変動が大きく︑1月下旬

つづく期間があり︑大雪に

2月前半ころには︑寒さの

なりそうです︒

お互いに次の点にじゅう

非常口は必ず除雪して

o消火栓や消防器具置場

にする︒

卓両霞量0．5トン又はその端教ごとに5，000円
車両重賃0．5トン又はその端数ごとに2，500円
缶000円

代︑松之山線の補装千メー
トルを含む︶常設保育所七

なる見込です︒

中立山分校を統合して六
学級百六十三人となり︑六

月一日頃オープンされる予
定です︒

学調査をアンケートにより
実施したが︑その結果︑普
通科への進学希望がいぜん
として高いことを示しまし

となっており︑進学率は依

五％︑農業一八％︑家庭
二二％
調査対象は︑松之山町内

た︒

の小学校五︑六年生︑中学

月三千円

W一一〇番
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住宅新築27

住宅の新増築ブームは一

段落したのではないかといわ

れているが町税務課の調査に

よると昭和四十六年中に新

十七戸となっています︒

ぶん注意して︑事故のない

した︒

ようにしましょう︒

れぞれの実情によって違い
家屋の新増築により当然
ますが︑例えば軍病院を退 固定資産の再評価がおこな

o屋根の雪おろしは早巨

院してから八年以内に肺結

われるわけですが︑これに

該当するかどうかは︑そ

復員してから公務原因で 築された住宅二十七棟︑物
亡くなった人の家族で︑弔 置き兼車庫十九棟となって
慰金等の恩典に浴さない方 おり前年とほぽ同数でした︒
は一応申し出て下さい︒
反面離町による廃家は二

元軍人の方に

たことが特徴的でした︒

然として高く︑また職業コ
ースでは商業が一番多かっ

校一︑二年生の父兄五百二
十七名でした︒その結果︑
①高校に進学させる四百二

三人の子もちは

一月から十八才
以下の子が三人で

の親に

三人目が五才未満
の児童手当が支給
になります︒

該当者は役場で調

生係に申し出て下さい︒

郵便局から
繍 二月一日からつぎの㎜
醐郵便料金が値上がりと・

封筒︵定形︶二十円・

︵現在七円︶

はがき＋円

㎜なります︒

酬
副

繭

あります︒

核で亡くなった人の両親は よる固定資産税の増徴額は
・
年金がもらえるなどの例も 総計で四十七万円となりま

届かなかった方は急いで厚

査もれ等で案内の

しましたが万一調

地方債を新設すること︒ べて全部に案内を

◎特別豪雪地帯に対する
四︑地方財政委員会制度を
確立されたい︒

◎地方自治体など自治体
関係者を参加させて．つ
くる︒

◎国と地方の税源再配分︒
◎行政事務再配分を民主
的に行なうこと︒
五︑特別豪雪地帯に対する

以上

強力な財政措置を講ずる
こと︒

新潟県東頚城郡
松之山町議会

︵現在十五円噸
︶

畢垂曇肇垂塁毒垂8垂㌦

率

税

百万円︑里山再開発事業二 開かれました︒
すでに決定されている医
新年度予算を総括審議す 療費二十％値上げ︑また老
千万円などとなっています︒
新年度予算案を事前審議 る定例議会は三月十日頃に 人医療費無料化を来年一月
する議会常任委員会は︑一
月二十五日土木委員会を皮

夢
鉄筋三階建︑モダンな浦 助三千四百九十二万円︑起
田小学校の新築が三月末日 債千五百六十万円︶
完成をメドに工事が急ピッ

延坪数千五百十八平方メ

チですすんでいます︒

ρ

ートル︑十教室︑総工費七
千五百六十万円︵内国庫補

O

い︒現行の配分率三二％
を四十％に引上げる︒

三︑地方債制度を改善する
こと︒

◎地方自治法二五〇条に
よる許可制をやめる︒
◎償還の一時停止を講じ
公共事業債については
国が．兀利補給を行なう
こと︒

◎起債の政府資金をふや
すこと︒

◎国が計画する公共事業
に伴い自治体が事業を
進めるための起債につ

全国町村長大会でも

◎国民健保事務費の超過

いては国の責任におい

十二月三日東京で﹁地方

負担︑地方交付税率を四十
％に︵現行は国税三税の三

いました︒

明は山岸石松議員がおこな

なおこの意見再の趣旨説

しました︒

出身代議士などに提出いた

をはじめ︑関係各省︑地．兀

仮配管となっている松之山

新築︶︒

築︵昭和四十六年には校舎

佐藤町長が示した重点方 保育所の整備など︑いづれ
針は︑一︑中立山分校を統 も対前年比二〇％程度の事
合した浦田小学校の屋体新

の方針が示されました︒

新年度予算案つくりはじまる

松之山簡水︑浦田小屋体整備重点

第 42号

財政危機突破全国町村長大

うこと︒

る

巫又

刷
印

松之山町役場
発行所

して配分率を変更された
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行遠

『羽きて2羽きてカモは雪に映ゆミ

題字は佐藤町長

て全額．兀利補給を行な

会﹂が開かれ︑住民に対す
る超過負担の解消などによ
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の大要となっています︒

年々︑多様化する住民要

十二月二十四日開かれた
町議会では︑年々困窮して
いる地方財政を国の力で打

開 してほし いと︑小中 学校
建築に伴う補助単価引き上
げ︑国保事務費の全額国庫

完成近い浦田小校舎
負担をなくすること︒
二︑地方交付税を民主的に

十二％︶民主的な地方財政

一致で採択︑内閣総理大 臣

委員会の設立などを骨子と
する意見書︵別項︶を満場

曲

副

声

置を
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イ山を緑に

ます︒

支給されることになってい

の休業手当などが県連から

森林組合作業班には︑冬

里山再開発事業す・む
生活様式の進歩により価

はじめられました︒

また上位等級を占めた品
かけローカルカラ！の豊か ら松里地区に古くから伝わ︑
た︒

あって︑地元の若い衆の威

種は︑①ほうねん早生︑②︐ なすみぬり祭りとなりまし っている﹁むこ投げ﹂の行
事も湯本でありました︒こ
はるばる神戸からおいで としは福原豊さんが初婚と
こしじ早生で︑れいめい︑

になったご婦人のカメラマ

した︒

類

す︐

み﹄

ぬ﹁

Nラ．シオで実況放送されま

ンから︑﹁すげぽうし﹂と 勢のいいかけ声とともに雪
﹁わらぐつ﹂を是非わけて の中になげられ︑観衆のさ︑﹁
ほしいなどの申出もあり︑
かんな拍手をうけていまし
一層なごやかな風景もみら た︒この﹁むこ投げ﹂の模
様は同日午後四時半のBS

また同日は︑午後一時か

◇むこ投げ

れました︒

ふじみのり︑みよし︑など
は︑四・五等級位に集中し

ています︒

総売り渡し数では︵検査
数︶昭和四十五年産米に比
較し約七千俵すくなくなっ

舘

ています︒

数猷

毎年一月十五

日︑松之山温泉

にでおこ奮慧
大薯すみぬり祭
らの参観者二十

盛りは同日午後二
祭時から︑町外か

村山重雄

いわれている松之山でおと

さん︵3
2 才︶は現在二十二頭
を飼育し︑後継者がないと

うさんの秀夫さん︵50才︶と

力を合わせて多頭飼育の実
﹁今後︑米国などからの輸

績をあげています︒

入の脅威はあっても肉質の

い時代を築こうと意欲をも

良さでがんばる﹂と︑行き
づまったへき地農業に新し

農業の後退ムードの中に
ありながら︑与えられた立

やしています︒

地条件を有利に活かした肉
用肥育牛は前年対比十八％

増と順調な伸びを示してい

蹄護騰

ている出稼者もでています︒

またおおいに稼ぎまくろ

うと意気込んでいたのに︑

何んとか使ってもらえガ．い．

かと来ては断わ与れていく

例が毎日のようにある︒私
達は下水道工事の仕事をし

なると︐︑大企業が小さい仕

ているのですが︑不景気に

事にまでどんどん手を出し

残業が期待したように出さ
れないのでこの面からも収

傾向があるようです︒当局

て機械化してしまうので体
をはって働いている私等出

入が全般に落ちこんでいる

では収入面での後退もさる
ことながら労働災害が起き

もせばめられるのでないか︑

稼者の仕事場は︑どうして

ろです﹂と語っていました︒

と仲間で心配しているとこ

いしています︒

樋口正雄さん︵43︶は﹁二

ないよう極力注意をおねが

三人のグループが事務所へ

やく草

松之山の自然一一qD

いたどり︵すいこ︑ともいう︶

薬効閥利尿︵りにょう︶婦

地下根を乾燥し︑

人病︑月経不順︑ね小便

一回二〜五グラムを一日

用法

した都市の公害禍と共に山

時代が最も要求し希求し
てやまない大自然を活かす
事即ち清澄な空気を満喫出

転換を何に求めれば良いのか

おおばこ︵おっばこ︑とも

ね小便には夏採取した葉・

三回煎用︵せんじる︶又は

いる︒かつては野鳥の宝庫

間僻地には過疎という恐ろ
しい奇病が発生し漫延して

来る観光地であり温泉郷と

自2題＝亀亀含自含自自含旨り軸題含亀亀一旨﹃軸亀亀亀亀唾
産業の高度成長がもたら
のではなかろうか︒ではその

として誇り銘湯の温泉郷と

て住むことの出来るベット

して心から澱くもり安心し

必須の条件となる︒

政治も行政も将又個人の

感覚もあらゆるものをこれ
に結集し︑そこから発想を
求め実行する︒
やがては松之山温

卜 泉と併せて浦田温

舷泉が生真夏の

大厳寺原にはキャ
ンプ村が建ち大松

紬や山に連なる新緑の

とりどりのバンガ

山のそこここに彩

いう︶

縄

せき︑ねつさまし

松之山の自然条件をいか

を特産に

山取り植物

︵松之山地方の薬草より︶

火にあぶり︑もちいる︒

はれもの︑には生葉を

︶じて用いる︒

淋疾などに︑煎︵せんじ

用法 花期の全草を干し
て利尿に︑種子はせぎ止

う︶︑はれもの︒

脚気︵かっけ︶利尿︵りに

薬効

．︑

を干して用いてもよい︒

粉末︵こな︶として用いる︒

幸にもこの奇病に取りつか

珍らしく雪もすくなく好
天に恵まれた十二月の二十

大袈裟になるだろうか︒今 ろうか︒勿論それには交通
日総べての産業は世界経済． 網を整理し確保される糞が

自負した吾が松之山町も不
と今までに例のない高値で

の中に含まれ是を無視して

値一頭当り五十万円︵浦田︶

育牛は二百八十五頭︑最高

昨年町から出荷された肥

ます︒

山﹃．

之︑

九日三十日︑三十一日の三
日間︑のべ十二台のバスに
分乗して四百三十三人の出

タウンになることではなか

稼者が︑お正月帰省されま

れ今や気息奄々といったら

の農家のもので︑同農協で

は成り立たないし︑農業も
例外ではない︒吾々の日常
生活が一歩一歩前進し展け

てゆくのは自然でありその﹄
中に淘汰がなされる︒私
の様な門外漢がこんな事

しい事かも知れないがこ

をいうのは誠におこがま

ところで︑ことしの出稼
者の就職先きは︑例年のよ

ばれるのは水田最低三町

ス

オ

ローが建ちならぶ︒

くこれによって銘湯

した﹁山取り植物の鉢植﹂
を特産物にしようと︑町観
光協会が中心となって一昨

年から愛好者を組織しなが

松之山温泉の名と共に野鳥． 之山温泉につくるべく検討

ら︑取組んでいるがことし
は︑常設の展示即売場を松

べてを農家に依存している

既に東京の団地から山の

ての松之山町が生かされる 緑がほしいからという紹介
のではなかろうか︒突如大 もきており︑関係者は︑町
松山の大池から水鳥の飛び 内のかくれた同好者をもと

して又こよないオアシスとし

の宝庫でありベットタウンと・ がなされています︒

すら覚えさせられる︒然し
私の夢には大きな飛躍があ

ある︒これに対応してゆく

過疎という病気は難病で

り転換がある︒

いられ転換を求められて行く

羽音に眼が醒めた︒

めています︒

麟鷲麟総

らされ︑当り前の様な錯覚

疎という言葉にすっかり慣

のか︑悲しい事だが今や過

松之山町の将来はどうなる

う︒では一体経済基盤の総

の将来には自ら限界があろ

ば立地条件の悪い僻地農業

離暉鱈⑫撤鑓織私

の

る日も遠い事ではなかろ

歩︑普通五町歩以上とな

れからの日本で農家と呼
うに東京・神奈川・愛知・
埼玉などが圧倒的に多く︑

近い方々が帰省されました︒

出稼者総数のうち約四十％

から九台で三百五十三人︑

ことしの帰省パスは名古
屋から三台で八十人︑東京

した︒

取り引きされました︒
出荷されたもののうち二
百五十五頭が浦田農協管下

は今年は更に三百頭を目標

・に飼育農家の指導と援助に

浦田地域では一戸で二十

あたっています︒
m．頭を飼育する農家が四戸も

・あり︑多頭飼育は次第に増
加の傾向だといわれていま
す︒

なかでも中原の村山重雄．

職種は︑土工・いも売り︑
そぽ売りなどが首位で鉄工

ている︒

︵問い合せは松之山町商工会︶

こけしづくり

案じられていたようにド

ています︒

ことしの正月帰省者

こも悪く︑職場を転々とし

恋襟琳縄櫨
ルショックなど一連の景気
沈滞から︑労働条件は︑ど

合板工などがこれにつづい

一人一人が名人芸というー 五月人形のよろい
ところ︑個人毎に生産目標﹃
にむかって余念がない︒五一 こうして︑一枚一枚を紐
月の植樹祭には︑十点ほど ．でつないで美しいよろいに
が︑黒川村での天覧会場に 仕上げて行く︑丹念な仕事︒
展示されることになってい 出来上ったものは︑業者が
る︒作成者約四十人︑こと ⁝集荷していく︒はじまって
しの生産九千個を目標にし からまだ日は浅く仲間は二
⁝十人位︒上品な奥様内職と

美雪片のまつわるほほにすみをぬるヤー…三二

値のなくなったボイ山に植
林し︑農山村の財産づくり
と自然保護を図る目的で一
昨年から里山再開発事業が

−位ほうねん
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数名を迎え︑約

気諭﹄

交錯してあわただしい︒
出稼のとうちゃんのこと︑
お隣りの出来ごと︑嫁と姑

のこと︑子供のこと︑など
時折り射しこむ春の陽ざし
の中でご婦人達の話ははず
み作業もはかどっていた︒

生産者は町全体で百三十人

欝

松之山町では︑昨年天水

五ヘクタールに取り組むこ

越で着手されましたが︑こ
としは新たに東山団地六十
とになりました︒

里山再開発事業は︑一団
地 面 積 三 十 い ク げ 以 上が 対
象となり︑その事業費の四
分の三を国庫補助対象とし

作業は松之山町森林魍合

残りが町村負担となります︒

体となり現在の作業班三十

が町から依託をうけ事業主
五名が地元の協力を得なが．
一貫しておこないます︒

ら伐採︑抜根︑植林などを

等級別の売渡数が松代食糧

ぬ百五＋人が集・
みて賑やかに︑お
すこなわれました．
ことしは地元

温泉組合で︑すげぽうしや
わらぐつなどの服装を呼び

ゆ
ことしの目標六千四百個︒

ぜ

0．8

れることを期待し︑更に冬
の松の山の今後のあり方に
について一歩ほりさげて考

ボール縫い

えてみたいものです︒
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部落の公会堂にあつまっ
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︵間い合せは役場職業係︶
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祭

温泉
松

18，747

て内職のボール縫い︑テン
テンと縫い合せた糸をしめ
つける音と明るい話し声が

rいうところ︒

︵問い合せは水梨もと屋V

一︒出ばた■

出機︵でばた︶内職では
なくて本業である︒熟練者
ぞ一日一反︵千八百円︶の
十日町お召を織り上げる︒
製品はまとめて十日町機
棄会社へ納品されるが︑冬
め製品輸送が悩みのタネだ
どいわれている︒仲間はお

には好むと好まざるにかか

わらずそれ相当の犠牲も強

一110一

しかし年々︑里山再開発
だけでなく植林事業全体の
面 積 が 増 加 し て い る の で︑
現在の作業班の人員だけで

熟米や奇型米の混入が多く
四等米が全体の四十六％を

事務所から発表されました︒
それによると︑前年に比べ
天候不順などの原因で︑未

班への参加を町森林組合で
占めています︒

は追いつかず︑今後は該当
地域から婦人労働者の作業
は要望しています︒

力 一定のワ ク内での 実現
は︑必ずしも︑不可能なこ
とで はないは ずです︒ ここ
にいくつかの内職をご紹介
しながら町民の皆様と共に
これらの仕事が一層充実さ

ゆ仕事蕊灘

ふ
冬の仕事がほしい︑とし
うご婦人方を中心に強い要

勤労は国民の権利であり

望が出されています︒

されているところです︒

これが等しく保障されなけ
ればならない︑と憲法に示

ともあれ冬期間だけの内
職という選択には︑おのず
から限度があるし︑その従
事期間が︑これよりのびる
ということになれば︑それ
は ︑内職ではなくて︑やが
て就業構造の変革にづな が

根 本的には個人や︑単 一

るということになるだろう︒
しかし︑豪雪へき地におけ
る工場誘致︑内職の開拓は

およそ三十七名︒
︵問い合せは東川さと見屋︶縣

ょ

る

り

坪野の団地造林作業

ボ
町村だけではどうにもなら
ない困難さを包蔵している
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