、

1〃≦
、

誰
山
♂

△20年のながい間御苦労さま

纏

雅停

欝

でした。

全庁職員の拍手と、松之山
園児の花束におくられて去る
佐藤重孝氏
（9月9日

△全庁職員で迎える村山町長の初登庁

（9月10日）

容報

10N．．53

人ロのうごき
10月1日現在
（）内は前月と比較
総数5，9桝人（一4人）
男

口発行／新潟県松之山町役場

口編集／総務課広報係

口印刷／あかっき印刷

2，92書人（一5人）

女3，063人（1人）
出生 3人 死亡 5人

村山政光氏
新町長に

長長
議

議副

午後6時まで、町内にもうけられた13投

票所で投票が行なわれ、同日午後7時30

辺候補を押え。松之山町二代町長に当選

生し、今後4年間の町政を担当すること

また、町議会議員は22名の新議員が誕
になりました。

2，527

1，610

当村山政光
次田辺尚二

得票数
名
氏

ていることの一つだけを

面の都合上︑現在︑考え

次にお話しして︑ごあい

さつに替えたいと思いま

激しかった選挙戦当時の

ークを示し︑やってほしいという

トにこだわることなく︑チームワ

松之山町長村山政光

初登庁の際︑役場の全

す︒

暑さがしのばれる程に︑め

ことだが︑庁内の履物を揃えてい

ことと︑今日から直ぐ実施できる

職員に私は︑各課のセッ

っきり涼しくなった昨今︑

か︒その節は大勢の方々か

皆さんはいかがお過しです

トイレのスリッパはいつもキチン

あると思いますが︑役場内︑特に

お蔭様で︑既にお気づきの方も

ただきたいとお願いしました︒

とを︑先づもってお礼申し

と揃えられていて気持よく︑職員

ら御支援いただぎましたこ

上げるとともに︑今後とも

がすなおに私のいうことを聞いて

員の小母さんが︑おかげでそれだ

くれたことを感謝しますし︑用務

す︒

よろしくお願い申し上げま

就任後一ヵ月近く︑漸く

け手が省けると喜んでくれたのが
＼

当面する町の諸問題の大要

を握め得た感じですが︑紙

△町長・町議選開票（8月30日）

18Fー

候補では、村山候補が917票の差で、田

分から役場議場で即日開票の結果、町長

選難認繋難繋罐馨︐⁝．．

しました。

ご挨拶とお願い

髪

蓼

候補者別得票数
△ 町長の初登庁（9月10日）

佐藤大治氏
田辺一夫氏
新議員22名誕生
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一投票率は96．49％一

任期満了にともなう、松之山町長、町

議会議員選挙は、8月30日午前7時から

償

先般実施された選挙は︑かつて

し︑明るい展望を切り拓く重責を

合いを計りながら着実な前進を期

方の︑視察後の居語だけでは納得

員や︑農業委員や︑農協役員さん

できない方は︑仲間をお誘いの上

で現在ある田を整理して︑もっと

先進地の見学に行ってみませんか︒

には多くの人手が必要です︒そこ

もっと手を省ぎ︑浮いた余力を開

永平寺や︑その他お寺などの便

何より幸いです︒

所で見受けられた方もあると思い

それは或る時は︑畑作を含めた

発に向けようではありませんか︒

役場はできる限り御案内いたしま

ますが︑仏語で 脚下照顧〃とい

が︑この方面で一番立ち遅れてい

耕作であり︑或る時は︑観光事業

であり︑公共事業であり︑また︑

とを顧り見よという意味ですが︑

うのがあります︒文字どおり足も

或る場合は︑畜産や植林でなけれ

します︒

︵十月八日記︶

何卒御協力くださるようお願い

になるはずです︒

東頚城や魚沼の中でも︑松之山

私達は︑ここで松之山町の脚下照

ることを︑皆さんは直ぐお気づき

す︒

顧をする必要があると思います︒

ばなりません︒

町の足もととは︑すなわち︑米

私が基盤整備事業を強く︑皆さ

けで︑これらを進めることによっ

んに訴えるゆえんはここにあるわ

いま町内に二百町歩近い未利用

て︑青年諸君の定着も決して夢で

りません︒

であり︑米を収穫する田にほかな

地︑荒地がありますが︑これを開

ないと固く信じるからです︒

英幽岨中

ど天九夫九三

当二二三

候補者別の得票︵醸補壁什款︶
高橋

大治る⑤天水越

尾
佐藤

・当一七五

利雄㈱藤倉／当三五・呂七

竹内平八郎⑮功湯之島

−当一七三

重竜働天水越︐／当一五五

正堅6翁藤原

︐当一七〇

重次駒天水島

達雄四小谷

石松倣新

正英㈲橋

佐市㈹湯

庚造㈹湯

重介⑬兎

保雄㈲湯

小野塚嘉男㈹松之山

一夫働新田

次三手四囲

野

健市るm田麦立

竹内徳治郎㈱樋 田

小野塚熊男㈱上蝦池

次三三6究

︵当選者は届け出順による︶

︑当一五七
一四二

宍六主奎

相沢普一る
5水梨

尾

口

倉

久保田勢策㎜松

村山基一郎㈹坪
高橋平八郎6⑤中

布施庸平6㊦黒

騰当八く．美

争当西九
糊崖ハ五

次一一六

︐／当一七四

繁勝㈹松之山

謝爆聯滋嚢豪嚢毒悔警議講嚢卸糞

百聞は一見にしかずです︒町議

発しなけれぽ︑私達は貧乏から抜
け出ることはでぎませんし︑それ

欝難擁蟻紹讃簾
施設の充実医療きた社会福轡

欄謙輪羅謙 ︑璽
豊かな希望の持てる町つくりを創騨当一六九
造発展させるために︑町民の御支麟当一奎・吾一

援と御協力をお願い申し上げ享．聯当七六
鱗当七一二
二〇七
天水越

当選六回・無現

農業・

山本口本山詰

．ー箋雛蒙嚢麹肇き塞褻霧議きき遽翼趨羅轟周鰐簿総霧霧霞婆

ない厳しく激しい選挙戦であった

誠意をもって最善の努力をつくし

議長

これも偏に愛町の精神と︑地方自

て遂行したいと存じます︒

佐藤大治⑮⑨

治に対する地域住民の大きな期待

財政の危機︑その中で僻地豪雪︑

インフレ︑不況の進行による町

の発露と受けとめ︑．要望された諸

それに伴う過疎化等諸条件を克服

と︑町の発展によせる切なる願望
問題を住民と密着し︑その意志を

田本松福滝村山村山
辺山沢原沢山岸山岸

△新村山町長初登庁、全庁職員にあいさつ
し︑道路網の整備促進︑地下資源

高相邨佐丸
橋沢山藤山

桑
体し協力を求め︑町財政との兼ね
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団

翻

㎝現田
無
夫・新
一回

辺選業
田当農

信じております︒相手の人を尊敬
し︑豊かな話し合いをすること︑

人まで︑だれとでも話しが出来る

幼児から学校の生徒︑御婦人︑老

ように心掛けたい︒それによって
町づくりの道が探究出来るのでは
ないかと思います︒

の道路行政︒地域に適合した産業の発

圧雪︑除雪を含めて︑改良新設促進

世話になりました︒四度御支持を戴き
展策︑地下資源開発を取り入れた観光

松 之 山 の 皆さん︑この度選挙大 変お

厚く御礼申し上げます︒今までの経験
の開発と充実︒

紙面の都合上︑細部にはふれられま
せんが︑道路︑産業︑地下資源開発を

ふくめた観光を基幹として︑地域社会

私は日頃︑お互いに話しあって人と

よい町にと考えております︒

人の和と信頼感が︑将来の発展と明る

ー呂Fl

無

り
6新谷

雄・小
達回

希望のないままただ漫

生じない︑勿論︑張合い

然と働くところに活気は

こから発し︑沈滞と不満

も出ない︑過疎の源はそ

がうっ積する︒そうした現状を打

沢選業
相当農

町勢に活気を︒人は生ることに

羅翻繋・

張合いがなければならない︒張合

は︑町民の一人一人がこの町に住

破し︑町に生気を取り戻すために

四年前に私が希望のもてる松之山

づくりが必要である︒そのことは

むことに生甲斐を感ずるような町

いは将来に対する希望から生れる

吾が子を立派に育てるために親

町をつくる会を組織した所為でも

希望があれぽ張合いが出てくる︒

として生ることえの張合いである︒

に眼目を置き︑活気ある町づくり

ある︒私は今後の四年間をこの点

は骨身を惜しまず働く︑それが親

それと同じように︑この町に住

に向って精魂を傾け努力したい︒

むには︑この町に住むことに対す

る将来の希望がなければならない

二種線として︑冬季交通

過疎がこれだけ進行してしまっ

と︑かんばい施設の完備充実に力

あり︑特に山間地農業の基盤整備

象薫ぎ

の動脈となるようにした

た以上︑残る我々がこの地を生涯

用水不足の地帯には︑葉たばこ

耕作を更にすすめたい︒

観光について︑冬季交通の確保

トンネルの着工という画期的な時

国道三五三号線の認定と︑豊原

おいに図りたい︒

いわゆるみやげものでの収入もお

民宿の増加により︑観光物産品︑

により︑スキーリフトの建設と︑

期に入ったが︑これの促進と除雪

通の確保︒

第一に︑交通であり特に冬季交

者は努力しなければならない︒

で︑又︑見出すまで町のため︑聖

を注ぎたい︒

当選2回・無現

の生活の根拠とし︑自信を持つま

第二に︑産業の振興で

したい︒

雪ができる道路の改良を

又︑部落間の除雪︑圧

い︒

農業橋詰

向上して行くものと思います︒

共︑面識がありますので︑お互いに手を
相たずさえ︑微力ですが最善を尽くした
い堅い決意でありますので︑御指導御鞭
燵をお願い申し上げます︒

一︑道路の整備は︑生活文化の向上導入

に直結するものと考え︑舗装化と合せ
特に意を注ぎたい︒

一︑農業を基幹とした産業振興︒

一︑自然を生かし︑自然と調和のとれた
観光開発︒

村山正英㈲

の発展をうながしてこそ︑福祉政策が

候補をいたしましたところ︑多数各位の

御 温 情 ︑ 御 支 援を賜わり当選の栄を得さ

私事︑町消防団長ですが︑一年五ヵ月

一︑後継者対策︑出稼対策の重視︒

げます︒私の信条は︑謙虚にして清潔︑

余りの無火災に御礼申し上げると共に︑

せていただきましたこと厚く御礼申し上
誠実にして公平︑町民の幸福を求めるた

今後も御協力の程切にお願い申し上げ
ます︒

め町政は町民のためにあらねばならない

と信じます︒幸いにして先輩議員の方々

嚢麟藏・

を生かして︑活気のある松之山と住み

藤 原
農業

い豊かな町つくりの道に連なるものと

邨山正堅㈱

町議会議員の改選にあたり︑初めて立

当選1回・無新

M闘。Il㎝91柵鮒闘84
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穀

この度町議会議員の改選に当り
多数有志の御推せんにより立候補
いたしましたところ︑御懇情溢れ

る御支援を賜わり︑当選の栄を得

一︑農業の問題︒基盤整備

私の信条

新倉
無
を中心とした効率的農業
の推進︒農業の平担地農

雄・藤

利回

㈹新尾
共

囎・中

英回

橋選業
高当農

です︒私は︑町民の利益

農業政策をみすてたから

を守る立場から次のこと

を決意します︒一︑町民

が真に町の主人公として

たりなく町政に反映する

意見や要望を︑わけへだ

業技術からの脱却︒農業
一︑教育の問題︒後継者問

と商業の一体的繁栄策︒

一︑環境の整備︑生活道路の整備︒

整備︒

社会教育の充実︒教育機関の充実

これから四年間皆様と共に︑町

支援をいただき当選することがで

選挙にあたり︑皆様方の大きなご

町民の皆さん︑この度の町議員

は︵県単︶三ヘクタール規模を大

くらしを守ります︒三︑基盤整備

出稼ぎ者と日雇い労働者の権利と

設計単価の賃金の支払いを指導し

ようにつとめます︒ 二︑公共事業

﹁町道の改良﹂舗装は集落のなか

豊原トンネルの早期完成を要求し

の発展のため頑張ります︒松之山

であると思います︒深刻な過疎問

から進め︑生活道路整備を重点に

四︑自道三五三号線の改良舗装と

題︑後継者問題へ出稼ぎ者問題は

進めます︒明るく清潔で公平な町

巾に引き下げるよう要求します︒

き︑心から厚くお礼申し上げます︒

一︑社会福祉︒老人︑青年対策︒医
療機関の充実︒

で︑農民を農業から追い出し︑外

づくりを進めます︒

場間の道路を第一種の無雪道路とする︒大

町外から大勢くるように︑松代駅とスキー

フトのあるスキー場をっくり︑スキー客が

と思います︒冬の雪の問題ですが︑大型リ

方法を皆様と話し合って実行していきたい

国食糧にたより︑国内食糧自給の

自民党の高度成長政策の国の政治

六千人の町民の願いは︑農業政策

地すべり対策︒自然条件の活用︒

題と教育︒若い頭脳と町の発展︒

山選業
丸当農

ましたこと厚く御礼申し上げます︒

今後は心を新にして一意町の発
展のため努力し︑皆様方の御期待
にそうよう励む覚悟でおりますの
で︑何卒一層の御べんたつ下さい
ますようお願い申し上げます︒

下にあって︑経済的はさること
ながら︑出稼ぎは余儀無くされ
り︑社会文明︑物質文明が進む

残るは老人︑婦女子︑子供であ
と︑人間も自然環境の適応力の

キロ六キロ病患者の通院は無理

足下連絡︑食糧品の買出し︑五

意を申しのべて︑皆様の理解をいただきた

今後町政の各種諸間題について︑私の決

又︑農外収入源として出機等を取り入れ︑

見たいと思います︒基盤整備の早期実施と

方々が夏冬なく収入が得られるよう考えて

一日一往復の雪上車の運行を強く望
む︒三︑基盤整備︒この十年近くの農

いと思います︒過疎問題については︑あま

生活上の色々の障害を克服するための

二︑冬期交通︒最近︑．冬期間の産業や︑

し︑山間地における農村に望ましい

自然休養村事業も地域の特色を生か

々の魅力ある農業と︑所得増大に結びつく

農政のあり方を第一に取り入れて︑若い方

すが︑今実施されている自然休養村の中に

て見たいと思います︒以上の問題について

皆様方が簡単に相談できる内職窓口も考え

最善の努力をいたすつもりです︒
姿︑又︑未来像を設定したい︒

重要な問題であり︑移り変る社会情勢

雪 害 対 策 は ︑ 地域住民にとって極めて

確保し︑これを有意義に利用して︑町民の
政の遅れを早急に取り戻し︑農道整

り骨をおらずに収入を得ることだと思いま

松山中心に温泉の堀さくをやり︑温泉源を

であり︑その中 核 と な る も の は や は り

隆盛の基盤となるのは経済方面の進行

備︑水源の確保︑基盤整備により労

当選2回・無現
農業
水梨
力の軽減︑余剰労力を他産業に向け

一︑道路整備︒いかなる土地においても

田麦立
農業

騰
道路であり道路整備の促進を計りたい︒

相沢善一㈲

6り

本山 健市6ω
当選2回・無現
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皆様方の温かい 御 支 援 を 戴 き ︑ 当 選 の
栄に浴し厚く御礼申し上げます︒過疎の

進行に伴ない︑町の政治︑経済の動向す
なわち住民が将来への希望と生活の安定
感をもつには︑町政の一大転機に立たさ
れていることを痛感し︑その責任の重且
大であることを銘記し︑決意を新たにし

ております︒一︑農業を基幹とする産業

ーN韓ー

篶

の代弁者として︑また︑同行者と

して激動する社会状勢に対処しな

ために努力いたします︒

がら︑住みよい松之山町をつくる

特に︑次のことに力を入れたい

と思います︒

設を充実する︒

一︑人命尊重の立場から︑医療施

季の交通を確保する︒

二︑町内道路の工事を促進し︑冬

多くのことを教えてくれました︒なか

の合理化と地場産業を育てる︒

四︑農業後継者対策の一環として

三︑農業の基盤整備を進め︑農業
情︑そのための町政に対する期待が︑

推進する︒

青少年を対象とした社会教育を

簡易水道の完全普及

ハ︑自然を生かした土地造成と農
林道の整備

・︑農業の基盤整備事業の実施

イ

持てる住みよい町づくりのため︑

実施は勿論ですが︑将来に希望の

通確保のための無雪︑圧雪の完全

道路交通網の整備︑冬期間の交

私は︑この体験を生かして︑皆さま

れました︒

いかに大きなものであるか痛感させら

でも︑豊かな生活を求める皆さまの心

はじめて経験したこの選挙は︑私に

支援に心からお礼申し上げます︒

このたびの選挙における皆さまのご

当選1回・無新

基盤整備の促進︑豪雪とへき地の特

性によるきめ細かい行政で︑個人負

殊性を国県の機関に陳情して︑特異
担の軽減を図る必要がある︒畜産の
振興︑地場産業の育成︑内職奨励︑

特産物奨励︑公害のない工場誘致等
自然休養村事業の推進と︑町総合セ
ンタ；の建設︒一︑町産業育成強化と

相まって︑道路網の整備︑国道三五三

号線の全面改良︑豊原トンネルの早期
開通︑一︑町総合観光開発については
国県の機関に対して大巾な公共投資を

要醐する運動が必要と思う︒一︑医療
と福祉の充実︑後継者対策の具体案等
山積する諸間題を解決して︑魅力ある

シ．9︒

町づくりのため一層の御指導御鞭燵下
さることを念願いたします︒

でございます︒

せしめ︑中でも地域格差

豊かな政策を行政に反映

基幹産業である農業政

のない道路改良と舗装︑

策︑小規模基盤整備の充
実による農家所得の向上︒

自然休養村事業の早期実現して

資源開発と観光事業の促進等︒山
積する諸問題を控いて︑微力であ
りますが︑町民の皆様と共に頑張
ります︒

天水島

全︵長期計画︶

一︑地下資源および土地開発と保

一︑水資源の確保︵長期計画︶

ため努力いたします︒

べき次の二点についてその実現の

等の事業の推進の基礎ともなる

施

二︑災害復旧並びに防止事業の実

農業

の振興対策には︑大巾な補助事業による

今までの議員としての体験を活
し︑町民の皆様の御意見を拝聴し

て︑その窓口となり︑又︑先輩諸
氏の御指導と御協力を希い︑清潔
明朗を信条として︑住みよい町に

すべく熱なを以って任に当る覚悟

尾

中

農業

㈹
高橋平八郎

口
松
農業

山
湯
農業

高橋重次 65
当選2回 無現

久保田勢策6ω
当選3回・無現

松沢保雄 ㈱
当選3回 無現
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︑皆様の集会には努めて出席し
皆様の意見を議会に反映するよ
う努力します︒

︑農業の振興に努めます︒

︑道路整備︑農道整備に努めま
す︒

よう努力する︒

︑青年が希望をもてる町にする

麟
罐…

な住みよい町を築き︑過疎化の解

れ等の事業が着実に促進するよう

開発︑医療の対策︑教育文化施設

通の 確 保 ︑ 農 林 業 の 振 興 と 観 光 の

道路交通網の整備促進と冬季交

一生懸命努力する覚悟であります︒

私は微力ではございますが︑こ

当選2回・無現

消に通ずる基本であると信じます︒

広い意味での福祉増進が︑豊か

︑社会福祉間題に努力する︒

松之山
商業

の整備︑生活環境の整備等重大な

きびしいみなさんの審判で︑然

かし︑温かい理解と励ましの御力

で当選させていただきました︒心
に敬意を表します︒

から町民のみなさんの良識と勇気

町議会議員として働かせていた

一︑清潔︑公平を貫ぬぎ︑町民奉

だく私の信念を申し上げます︒

仕の町政が行なわれるよう努力い

一︑町民のいのちと暮らし︑健康

たします︒

す︒

力いたすことを心に誓っておりま

至らぬ私しながら︑誠心誠意努

とになりました︒

再度町政に参加させていただくこ

皆々様方の御引立によりまして

当選2回・無現

山岸 繁勝㈹
当選2回・無元
問題が山積しております︒

上蝦池

農業

㈱
小野塚熊男

天水越
農業

6ω
佐口重竜
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新 山

当選6回・共現

窓口を

と権利をまもる福祉の町

一︑農業を基幹産業とし

づくりに献身します︒

させることを柱に︑他の

て︑復合農業として発展

地場産業を発展させ︑町

に働ける職場をふやして

一︑松之山町役場に結婚相談所の

を生かした産業の開発

一︑安定度の高い松之山の特殊性

による外貨の獲得

一︑大温泉郷の出現と自然休養村

一︑小規模基盤整備の達成

保︵特に奥地に陽光を︶

一︑道路網の整備と冬期交通の確

力添えをお願いいたします︒

いと考えております︒皆様方の御

私は次の五項目に全力を注ぎた

お願いいたします︒

より一層の御指導御鞭捷の程を

でよろしくお願いします︒

と︑私達は力を併せていきますの

は働らきます︒町の主権者︵町民︶

尊重しながら︑共産党三名の議員

民の方々の町長︑町議選の審判を

町民のみなさんへのお願い︒町

よう努力します︒

簡易水道︑観光施設︶を推進する

一︑環境を改善する事業︵道路︑

ゆくよう努力します︒

農業

⑮1）

山岸 石松

陽贈『。捌
25川剛齢
10，

50

この度の町議選に当選の栄を得まし
て︑皆様方のお蔭と深く感謝申し上げ
ています︒ありがとうございました︒

私はまず考えますことは︑産業に全

力をつくし︑所得を増し︑豊かな生活
ができるよう に し た い と 常 に 考 え て お
ります︒

ど こ の 御 家庭も︑年間二百万円の所
得がなければ︑暮らしに楽とはいえな

がらつくしたいと思っています︒
基盤整備事業もその一つです︒

手のかからない米つくり︑それに
は︑水資源の確保も大切な事業の
一つです︒一反歩十人を越えない

労力の節減︑平場地帯の農業に近

町民のための町政を願いつつ︑働

援とあたたかい励ましで︑町議会の中

私は過去八年間︑皆様方の強いご支

に反映し︑ 生甲斐を感じる魅力的な松

ー田Fー

きがいのある産業︑生活基盤の整

今後共に公正で民主的な明るい

㈹現口
共

備︑或は出稼ぎや福祉対策を充実

介・兎
重回

常に低辺の立場に立った︑親切

させたいと思います︒

こと︒そして︑百五十俵位売れる農家

決意です︒ 気らくに話しかけられる身

之山町にするよう︑更に全力をつくす

沢選業
滝当農

がかなりある松之山にしたいと思いま

で︑住民の悩み︑苦しみ︑要求をとり

な町政をすすめ︑声なき声を議会

す︒次に︑豊かな地下資源の開発です︒

い労力で米ができるようにしたい

松之山にだけ恵まれた︑他町村のまね

お願い申し上げます︒

近な議員とし︑変らぬ御鞭燵を心から

又町県国に︑出先機関に︑事業所に
交渉して︑多くの問題を共にたたかい

あげて最も多くの発言をしてきました︒

君子の心に何々か光を与えなければ

のできない地下資源を生かすことです︒

なりません︒スキー場の開発と相まっ

を愛し︑くらしを守り︑まじめに働き

解決してきました︒これひとえに郷土

ご教導の賜と深く感謝申し上げます︒

生きんとする多数の方々の尊いご支援

て︑お客の入って来れるような道路の
改修もしなければなりません︒

嫁のある町になることを心から願っ

一︑農業基盤整備を中心とした︑新しい

いと思います︒

町農業の推進︑農商一体の繁栄︒

した整備︑特に山間豪雪地帯における

二︑生活環境の整備︑生活道路を中心と

その他教育︑福祉の充実と各種難問題

計画的な実施等︒

を申し延べさせていただきます︒

い申し上げまして︑私の町政に対する抱負

とも町民各位の御助言と御鞭捷を切にお願

意︑微力をつくす覚悟で御座います︒今後

政策を一つ一つ着実に積み上げて︑誠心誠

て︑過去四年間の体験と︑今後私の理想と

がありますが︑先ず︑右項目の二点につい

自動車修・湯本

て努力いたします︒

入れて行きたいと思っております︒

私は先ず始めに︑再度町議会に送って

当選2回・無現

い今日の経済社会になりました︒基本

を一生懸命でやりぬくという
強い信念で職責を果たしたい
と思っております︒

町民各位の心からの御指導
と御鞭捷の程を切にお願いい
たします︒

一︑国県町各種道路の改良並びに舗装

いただきましたことを︑町民の皆様方に

今後︑松之山町として︑どうしてもや
高率化︒四︑松之山町自然休養村事業

らなければならない諸問題が山積してお

掲げることに重点的に推し進めて参りた

持てる住みよい町を作るために︑左記に

りますが︑山間地特有の町作り︑希望の
間の出稼者の職場の確保と安定︒

と呼応した観光資源の開発︒五︑冬期

と圧雪道路の強化︒三︑基盤整備への

厚く御礼申し上げる次第で御座います︒

私は次の点について特に力を

63
佐市
村山

をこの所に置いて︑産業開発に微力な

この度の町議会議員の選挙に当り

町民各位の御厚情を項き︑当選の栄

を賜り厚く御礼申し上げます︒今後
共に松之山町 の 発 展 の た め に ︑ 一 層
勉強をして行きたいと決意を新たに
しております︒

私は常に公平であること︑無私で
あることを信条として︑選ぱれた道

湯之島

の促進︒一一︑冬期間の無雪道路の延長

竹内徳治郎㈱
当選2回・無現

11『剛III

農業

樋

田

竹内平八郎働
当選2回・無現
農業

181鱒 II欄斡醐凶酬
1
8−m酢

冊鱒
鼎
11順
崩 』1 一
』塵卿1監1
1 剛
奮1圏
m
一
251 III旧B闘開Ill一，剛 1
50． 10．

聾，1コーホーまつのやま
腫・II
・
側

㈹現本
無
造・湯
庚回
原選業
福当商

道路の整備︑無雪道路の延長︑雪中道付

一なお︑各常任委員会委艮︑同委

員長︑副委員長および町監査委員

銑藤

員

佐藤

重竜

眞屯

正英

庚造

松沢

佐藤

保雄

人治

山岸

田辺

重次

石松

．夫

▽松代町他一力町伝染病舎組合議

本山 健市

福原

▽松之山町消防委員会委員

村山

▽松之山町農業委員会委員

邨山正堅

Q尚橋

▽社会厚生委員会︵五名︶

◎松沢

保雄

などの選任もごの議会で行なわれ

田辺 一夫
高僑平八郎

英．

▽松之山町監査委員

次の方々が選出されました︒
︵◎委員長 O副委員長︶

本山

○山岸

▽総務文教委員会︵六名︶

丸山 利雄

佐藤

◎福原 庚造

山岸繁勝

○滝沢

小野塚熊男

◎久保田勢策

▽土木委員会︵六名︶

村山

高橋

佐市
竹内徳治郎

正英

○相沢

﹁▽産業委員会︵五名﹀

村山

◎竹内平八郎

△議長・副議長選挙（9月12日町議会臨時会

の解消︑地すべり対策︑簡易水道の建設等
一︑産業の発展

住みよい郷土を築きます︒

基盤整備を始め︑農業の近代化と発展を
計るとともに︑観光の開発発展を進め︑所

医療の充実を始め︑老人の生がい対策等︑

一︑社会福祉の充実

得の向上を計ります︒

﹁心﹂のこもった福祉政策を進め︑安心し

この度の町議会議員選挙に当り︑有志多
せていただきましたところ︑幸にも有権者
て暮せる地域社会の実現を期します︒

数の御推せんをお受けして︑再度立候補さ
の皆さんの御理解と御支持によりまして︑

高校から保育園まで施設を充実し︑恵ま

一︑教育の振興

れた環境の下で︑健康にして明惹く︑孔供

栄かつ感激 の 至 り で 御 座 い ま す ︒

今後は特に次の事項の実現を期し︑常に
興を計ります︒

達の持てる天性が十分生かされる教育の振

当選をさせていただきましたことは誠に光

したいと思います︒

皆様の身近な相談相手と成って︑重責を果

甦会
塩

ド

相沢 達雄

介

一︑生活環境の整備

▽⁝八月に行なわれた町議会議員の：︐△
▽ー改選後︑初の町議会は九月十二︐︐︑△

▽⁝日に招集され︑この臨時議会で︐：△

︐︐︐△

▽⁝正・副議長︑各委員会の委員な：︐△
▽⁝ど議会人事が決まりました︒
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指導所︑農協︑町関係者︑農業委
地域農業の部門別発展方策を検討

員等を講師として種々討議をし︑

重点に話し合い︑検討し間題解決
する︒

以上︑三つの柱からこの事業は

畢児童葬

増額になり
ました

児童手当が︑十月分から月

額五千円に引き上げられまし
た︒

チ供さんの健全な育成にお
役立てください︒

．ぎ

1

最近アメリカ制タコが大

変流行しており︑このタコ

を電線に引っ掛け︑それを

取外すため電線に触れて︑

ています︒

感電死傷した事故が発生し

タコあげをしないように又

連絡してください︒

㌧

︑

︑

瀞

電線のあるところでは︑

農業委員会では︑現在部落の選

万↓引っ掛けたら︑自分で

成り立っています︒

二︑町の農政のあり方について︑

定等検討中ですので︑指定部落が

保対策等を考えていくこと︒

農家経営の規模拡大︑後継者の確

に努力することと︑実情に合った

その部落がかかえている諸問題を

部落をモデル部落として指定し︑

蓬麟灘農懸叢難報薫−

農業委員会では︑昭和四十七年
より構造政策推進農家対策事業を

実施し︑基盤整備事業︑畜産関係
たばこ耕作等について︑部落又は

接話し合いをして︑その意見や要

地区に出向いて ︑ 農 家 の 人 達 と 直
望を県︑町の農業施策に取り入れ
てもらうべく努力してまいりまし
農協︑農業専業者︑農業後継者︑

決まり次第︑部落に出向き話し合

〈

農業委員等が集まり︑町農業につ
いて検討︑協議を行ない︑地域農

護期が終りましたら各検討会を開

その他のことにつきましても︑収

三︑町の農業経営推進に︑主導的

催したいと︑その方法等について

業の振興方策を町等に進言する︒

役割をもつ農業者に集ってもらい
その経営部門別︵水稲︑畜産︑養

検討中です︒

次のとおりです︒

■消火器具のそなえつけと再点検。

︵町農業委員会︶

︑

p・茎7

・ ド

N︑ノ

ア

た︒この事業は︑昨年度で終りと

（松之山町消防団）

選

東非 電力よ9柳がい

なり︑昭和五十年度から新規事業

ってください。

取外すことなく東北電力へ

r火事と救急は

いをしたいと考えております︒又

分遣所）
（松 代

として﹁地域農業推進総合農家対

儀

と正しく言い、松代分遣所が出まし
たら「部落」「家号」を落ちついて言

蚕等︶に︑農業改良普及所︑蚕業

■たばこの投げ捨てと寝たばこ防『止。

した︒この事業内容のあらましょ

火事または救急の場合の通報は、

騰灘

策事業﹂を実施することになりま

松之山局を呼び出し「火事」 「救急」

壌饗
一︑町内の代表的な農家部落︑数

■たき火の後始末は完全にすること。
■外出、就寝前の火の元点検。
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