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昭和59年度一般会計予算

22億9干万円
繰越金使用料及び
手数料など
129，860千円5．7％

172，486千円7．5％

国庫支出金

20．6％

町債

ー二寸ー

前年度比二・四％のマイナス
いる︒

五千万円︵二四・一％︶がトッ

プで︑続いて土木費︑公債費と

五十九年度末の起債見込総額

産関係の農林水産事業費が五億

歳入の国庫支出金が大幅な減
三月定例議会で町の五十九年
度予算が決まり四月から本年度

り五十万円の借金となる︒

が二十五億円に達し町民一人当

本年度は起債の元金と利子合

本年度一般会計予算は二十二

の仕事が始まった︒

億九千万円で前年度当初予算に

わせて三億五千万円返済するこ

良ずみとなったので土木費の歳

町道の幹線道路がほとんど改

六％︶以下県支出金︵土地改良

のが町債で三億八千万円︵十六・

千万円︵四三・二％︶次に多い

歳入では地方交付税が九億九

万円︒教員住宅︒天水越︑上蝦
池の集会所施設︒中尾の鏡ケ池

町道改良︑舗装十二線に一億六千

り関連圃場整備事業に一億円︒

今年の主な事業はスキー場建

比べ一丁四％︵五千六百万円︶

に一億五千万円︒団体営地すべ

設事業でレストハウスと駐車場

出で約一億円減︒国から補助金
が出る町道改良事業が少なくな

復元事業で道路と駐車場︒中立

352，053千円
15．3％

15．4％

郵蠣

土木費

金︶十二・五％となっている︒

551，923千円

趣恥

労働費・予備費など
12，699千円0．6％

1範

352，582千円

事業費などの分担金および負担

12．5％

990，000千円

地方交付税

43．2％

衛生費
71，912千円

24．1％

る︒

7．8％

ったことなどから︑歳入の国庫

県支出金

歳出では土地改良︑林道︑畜

轡報9千円

支出金が前年度に比べ八千四百

のマイナスとなっている︒

とになる︒

なっている︒

農林水産業費

山地区の克雪事業などが行われ

285，990千円

万円の大幅な落ち込みになって

3．1％

一

議会費49，501千円2．2％

3．1％

災害復旧費106，804千円4．6％

消防費
70，545千円

158，697千円6．9％

分担金及び負担金

地方譲与税など
32，201千円1．4％

町税

144，328千円6．2％

475，511千円

376，800千円

16．6％

今年の

建設事業

教員住宅の新築に

︸︑〇四〇万円

四︑二〇〇万円

『レストハウス』と『駐車場』

▼県営道路事業負担金

九︑三五三万円

公共︑県単分 一︑五〇〇万円
▼町道改良舗装工事

七〇〇m

一四〇〇m

二〇〇m

地付線︵黒倉︶舗装四〇〇m

良

崩田田麦立線︵月池︶改良

中原大厳寺線舗装 四五〇m
野々海天水越線舗装六二〇m

東川藤倉天水越線︵中坪︶改

五件

由尾田麦立線︵田麦立︶舗装
二六三m

二八四m

松口坪野線︵三桶︶舗装
二〇六m

農道︵湯之島︶

三・八アール

ホ場整備︵湯之島・新田︶

▼農村基盤総合整備事業

農道

田ならし 八件二〇一アール
畑整地
三件 八○アール

▼町単土地改良

三〇三万円

四︑六三七万円
一︑四二二万円

▼集落開発センター︵上鰯池︶
一二五㎡

︶

▼林構事業︵森林組合事業の補
助金

▼林構事業
天水越集会施設新築二六四㎡
作業道亀石線︵浦田八○Om︶

三︑六三〇万円

▼林道改良舗装工事

四八二m

三四〇m
▼特改四種事業︵舗装︶

倉︶舗装

東川藤倉天水越線︵東川・藤

崩田月池線︵崩田︶舗装
二四〇m
▼団体営かんぱい事業

三︑六七六万円
松里第一地区用水路五六〇m
松里第二地区用水路八六〇m
▼団体営地すべり関連ホ場整備
一億O︑一七六万円
四・四アール

一〇〇m

円
識竈、

天水越地区

中坪地区 二・六アール
狐塚地区 二・六アール
用水路︵池田地区︶三六〇m

七〇万円

▼県単農業生産基盤整備事業
︵曽根地区の換地︑確定測量︶

観光道路

地区．9 、癬 鑑 1薩

擁麹

▼鏡ケ池復元事業一︑二六〇万円

駐車場︵三〇台分︶七一三㎡

▼スキー場建設事業
一億四︑八六一万円
レストハウス新築︵二二〇席︶

駐車場舗装︵一五〇台分︶

鏡ケ池の復元事業スター ト

中原大厳寺線改良

スキー場建設に1億4，861万円

六︑六五〇万円
巳之下線︵松之山︶五四〇m

六二〇m

藤原松之山線︵藤原︶

四五〇m

西之前北浦田線︵西之前︶

三〇〇m

松口松之山線︵松口︶

松代松之山線︵松口︶

二八Om

一︑九六〇万円

▼除雪機械整備︵タイヤドーザ

i︶

山地区︶

三︑〇九六万円

▼地域防雪体制整備事業︵中立

︵除雪機械・管理棟・共同車庫︶

▼防火水槽︑四基一︑○○○万円

︵松之山・松口・中立山・小谷︶

松口︶

二二〇万円

▼小型消防ポンプニ台︵黒倉・

四︑六三七万円

▼教員住宅新築︵松之山︶

二八○万円

▼患者輸送マイクロバス購入

中坪・松口・東川・曽根・大

▼町道災害復旧三︑七六三万円

荒戸・湯之島︶

他︶

一︑三一五万円

▼農地災害復旧︵水梨・天水越

用水路他︶

四︑五六八万円

▼農業用施設災害復旧︵中立山

山ダム︶

一億一︑九四〇万円

▼県営かんぱい事業負担金︵留

五四四万円

▼県営農免農道事業負担金︵中

尾・藤倉︶
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月定例会

3

59年度町予算などが審議された3月議会

ーN導ー

公職選挙法の改正により

条例の↓部改正で︑町職員の

入湯税条例の一部改正で修学

引き上げられた︒

にっいて千円︑運搬車五百円が

町長選の立ち合い演説廃止
昭和五十九年度第一回町議会

道料︑火葬場使用料がそれぞれ

選挙の立ち合い演説会条例が廃

び児童の入湯税が無料となった︒

旅行︑合宿等の学生︑生徒およ

につき五百円アップ︑住民票な

職員の旅費︵宿泊料︶が一泊

旅費︑住民票︑督促手数料︑水

定例会が三月九日から十三日ま
で開かれ︑五十九年度の町予算

引き上げられた︒

ど手数料が百円から二百円に︑

止となり︑町の選挙管理委員会
で実施していた立ち合い演説は

五十八年度一般会計補正予算

などを決めた︒

による災害救助費︑除雪費︑国

では︑町道の災害復旧費︑豪雪

水道料金の基本料金が︑湯本・

▽部落道︑農道の舗装について

▽町道東川︑藤倉︑天水越線の

▽豪雪による災害救助法︑消雪
除雪について

▽スキー場と特別会計について

高橋英一議員

▽嫁対策︑絞枯病薬剤の助成な
どについて

▽河川改修の促進について

▽下水道対策について

▽松里の町有地入会権について

高橋定安議員

▽北越北線について

なくなる︒

公職選挙法の改正により町長
保会計では薬代が追加された︒
昭和五十九年度事業で天水越

三百円︑松之山・百五〇円︑湯

集会所が建設されることからそ

山・二百円︑湯之島・百円︒火
葬場の使用料は十二歳以上の者
の条例が制定された︒

豪雪間題などに

田辺尚二議員

▽本年度の町事業について

補助について

五議員が一般質間
一般質問では五人の議員が町
長の考えを正した︒主な質問事
項は次のとおりである︒

▽町単の田ならし補助について

ついて

▽災害救助法と町道の除雪費に

▽農作業の豪雪対策について

竹内平八郎議員
▽山間地の基盤整備事業につい

▽農道舗装の補助金について

蝦池の橋について

改良︑藤倉外丸線の舗装︑上

て

▽高齢者対策について

スについて

▽スキー場の会計︑レストハウ

本山一夫議員

▽豪雪による町道除雪と消雪剤

〔5〕広報まつのやま

昭和58年度一般会計補正予算
町道の除雪費・豪雪災害の救助費など
2，739万9千円追加

国保特別会計は

当一︑六〇〇円︑ 宿泊料六︑八

泊料七︑五〇〇円︒一般職の日

西之前の集落開発センターを

け替え︑上鰯池の林道舗装︑

▼農業共済条例の一部改正︒

辺地対策事業︵起債︶とする︒

○家畜共済申込書に飼養場所も

○○円︒

○住民票など各種証明手数料一

止︒

▼町長選挙立会演説会条例を廃

記入するなど︒

▼手数料条例の一部改正︒

〇〇円を二〇〇円に引き上げ︒

▼督促手数料及び延滞金徴収条
例の一部改正︒

廃止︒

○公職選挙法の改正にともない

○水稲割十ア；ル一五〇円︑蚕

▼農業共済事業事務費の賦課︒

に引き上げ︒

○督促手数料六〇円を一〇〇円
▼入湯税条例の一部改正︒

生徒児童で学校長の証明書が

○修学旅行︑合宿等の学生及び

▼簡易水道条例の一部改正︒

▼農業共済無事戻金の支払い︒

繭一箱五〇円︑家畜一頭四〇
〇円︑均等割一戸一〇〇円︒
にし︑地区住民︑各種団体︑

有る者は入湯税免除とする︒
︵商工会︑農協︑婦人会︑老人

支払う︒

円七月に掛け金と差し引きで

九六円︑蚕繭一戸︑三︑〇三七

本一︑五〇〇円︑湯山一︑六〇〇

▼農業共済農作物特別積立金の

取り崩し︒

〇一五〇万円を取り崩し防除機

具の補助をする︒

○天水越地区のホ場整備事業の

マ工事請負契約の変更

運搬

円を一万三︑OOO円に︑

変更︑五二七万五千円増の三︑

上蝦池部落

三〇七万五千円とする︒

東川・上蝦池間の町道蝦池宮

▼請願

天水島の用水路整備事業を加

ほしい︒

より冬期間の交通を確保して

池部落は孤立する︒架橋等に

険により交通止となり︑上蝦

中線は︑冬になると雪崩の危

道改良︑天水島の栗の木橋架

○中立山の町道改良︑水梨の町

定︒

▼辺地に係る総合整備計画の策

える︒

○中立山地区の防雪体制整備︑

▼町過疎地域振興計画の変更︒

とする︒

車三︑OOO円を三︑五〇〇円

十二歳以上の者一万二︑○○○

○火葬場使用料の引き上げ︒

▼火葬場条例の一部改正︒

島一︑七〇〇円︒

円︑松之山一︑六五〇円︑湯之

一般用10㎡までの料金は︑湯

o水稲八〇二戸︑二三〇万五︑三

○特別職の日当一︑七〇〇円︑宿

一部改正︒

▼町職員の旅費に関する条例の

ク︑青年団︶の偲表を加える︒

○水道使用料を引き上げ︒

○審議会の委員十三人を十七人

改正︒

▼町総合計画審議会条例の一部

管理についての条例︒

で実施する集会施設の設置︑

○今年︑山村林業構造改善事業

理に関する条例を制定︒

▼天水越集会施設の設置及び管

O万円を追加︵薬代︶

六〇〇万円追加
▼昭和五十九年度一般会計予算︒
〇二二億九︑〇三六万二千円と定
める︒

▼昭和五十九年度国保特別会計
予算︒

○事業勘定︑三億一︑七七五万円︑

診療所勘定︑二億O︑六五八万
六千円と定める︒

▼昭和五十九年度簡水特別会計
予算︒

〇五︑五九〇万二千円と定める︒

▼昭和五十九年度老人保健特別
会計予算︒

〇二億三︑七〇七万円と定める︒

ヂ
O

住民票は200円に

▼昭和五十九年度農業共済事業
特別会計予算︒

〇四︑六一九万四千円︵総合︶と
定める︒

度︶

▼一般会計補正予算︵五十八年
○第八回︵一月十一日専決︶

・

一︑〇五二万三千円を追加︵松

口地内の町道災害復旧︶

○第九回︵一月二十七日専決︶
一︑七四一万六千円を追加︵豪

雪災害救助費と町道の除雪費︶

回︶

▼国保特別会計補正予算︵第四
○直診松之山診療所勘定で六〇

離糊
考rぎ杢の
療薄
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ゆ一

町職員の定年60歳〇
条例で定める

ioりF寸1

町道の除雪費補助

報﹂

国から一 ︑四三〇万円

昭和五十九年第二回町議会臨
正予算や条例の制定︑一部改正

額二五億二︑五六六万五千円と

〇二︑二︵︶八万八千円追加して総

▼昭和五十八年度松之山町一般

時会が三月二十八日開かれ︑補
など十議案について審議された︒
町職員の定年制条例が制定さ

会計補正予算︵第十回︶

れ一般職の定年は六十歳︑医師

する︒

▼昭和五十八年度国保会計補正

る︒

○職員の定年は六〇歳︑医師の

▼町職員の定年制条例を制定︒

予算︵第五回︶

て総額三億四︑六四八万ニチ円

▼町税条例の一部改正︒

定年は六五歳とする︒

○事業勘定︑三︼六万円減額し
とする︒

○助産費の引き上げ︒

▼町国保条例の一部改正︒

○直診松之山診療所勘定︑四六

万円追加して総額二億一︑三一

を受けなければならない︒

請書を提出して︑町長の許可

○森林等で火入れする者は︑申

▼町森林等の火入れ条例の制定︒

幅員︑舗装路面延長等の変更︒

○道路改良︑舗装工事により︑

▼町道路線の認定がえ︒

▼町国保税条例の一部改正︒

六万六千円とする︒

▼昭和五十八年度簡水会計補正
予算︵第三回︶

〇六七万円減額して総額五︑八五

三万二千円とする︒
補正予算︵第二回︶

▼昭和五十八年度老人保健会計

額二億O︑五九二万六千円とす

〇六︑二〇六万六千円減額して総

88万円

森林法の改正により植林の時

主な使いみち

は六十五歳となった︒

359万円

陵

一般会計補正

など森林で火を使う時は︑町長

国民健康保険条例の一部改正

の許可証が必要となった︒

に引き上げられ︑三人目の出産

で助産費が十万円から十二万円

一般会計の補正予算では︑歳

は十五万円支給される︒

入の地方交付税が五千九百四十

備点検料、除雪機械借上料

8万1千円

○自然休養村運営費（防災設

○民俗資料館除雪人夫、ブル

13万円

として国から一千四百三十万円

○各種体育大会出場補助

■労働費

20万円

○牧場畜舎除雪機械借上

823万円
11万6千円

29万円

○除雪機械借上

○火葬場除雪機械借上3万円

○中学校除雪人夫賃金30万円

500万円

○松之山直診会計

○松小耐力測定委託料70万円

■衛生費

○松之山の植物印刷代

○災害救助費（救助世帯の除

623万7千円
○勧奨退職特別負担金

45万5千円

○松小屋根修理

3万7千円

○除雪機械借上

○老人憩の家除雪機械借上

○小学校除雪人夫賃金85万円
19万円

塵教育費
○保育所年休等代替職員賃金

械借上、除雪要員賃金等）
○町単精神障害者医療費増

三万円︑市町村道除雪費補助金

○建設機械運営費（燃料、機
■民生費

200万円

57万7千円

雪）

○スキーカーニバル 50万円
○町債等理基金積立

■商工費
843万円

■土木費
7万7千円
○除雪人夫賃金

追加︒豪雪のためスキーリフト
の使用料が八百十六万円減額︒

125万円

一ザー借上料
50万円
〇十二峠バス補助金

歳出でも異常豪雪のため町の公
スキi場の除雪費など約一千五

共建物の除雪費︑町道の除雪費︑

松之山診療所勘定予算が赤字

百万円追加︒

︵診療収入減︶のため︑一般会
計から五百万繰入された︒

○自動車購入

ばい、池田地区）

200万円

24万7千円
等）
■総務費

○土地改良負担金（県営かん
○役場の燃料費増

○スキー場人夫賃金、除雪ド
2，000万円

異常豪雪

〔7〕広報まつのやま

教職員の異動

（前任校）

橋立芳彦先生
︵上越南本町︶

中村俊枝先生

技

︵松之山小黒倉分︶

︵豊栄横井︶

望月正樹先生

樋口広栄先生

功先生

︵西蒲弥彦︶

校長・黒田

︵上越教 育 事 務 所 ︶

久保田和夫先生
︵蒲生︶

︵峠︶

村山正子先生

︵上越高志︶

木村友弥先生

︵＋日町下条︶

本山政司先生

︵北魚泉水︶

鈴木光子先生

富沢康子先生

棄耕小学校

︵蓬平︶

渡辺勝也先生

︵上越八千浦︶

薫先生

︵上越直江津︶

春山

︵栃尾︶

水島信一先生

佐藤 弘先生
︵新採用︶

︵西蒲吉田︶

望月ハル先生

学

中

田

浦

中
山

之

松

校
学
4、

山
之
松

校長・冨岡利忠先生

︵糸魚川市教委︶

︵上越桑取︶

教頭・小堺陽七郎先生

勲先生

︵上越直江津東︶

井部充夫先生

三浦

︵新採用︶

︵新採用︶

事務・田辺道行先生

広報まつのやま〔8〕

昭和20年の大雪を上回る

雪消えの遅れに

1寸﹇寸ー

ら三月十七日までの四十日間適

り例年にない寒い冬となった︒
国の災害救助法が二月七日か

ルとなっており︑例年だと四月

OOメートル多い四・七メート

り﹈．一ニメートル多く︑松里
小学校では昭和二十年より ・

八万円の救助費が出された︒
県条例では四十一世帯︑六十

近く遅れる見通しで︑田植えが

農家は深刻
トルの降雪があった︒寒さも︑

下旬頃消える雪も今年は一か月

用となり五十五世帯に二百五十

今冬の雪はこれまで最高の昭

（3月30日・松之山）

で四・五メートルで五六豪雪よ

家の苦悩は深まっている︒

遅れると減収が免れないので農

ところが︑十二月二十八日と二

ようやく春らしくなったが道路の両側には5m近い雪の壁

四月四日現在の積雪は役場前

万円が該当になっている︒

月十六日にはマイナス十度を記

五度以下の極寒日は六〜七日の

異常に厳しく平年ではマイナス

十一月二十六日に降り初めた

録︑真冬日︵日中の気温が0度

一番の異常豪雪となった︒

と二八・二ニメートル︑最深積

凝

雪の降雪量は役場の観測による

以下︶が二十日︒極寒日が七十
三日︵マイナス五度以下を記録

ルを記録した︒

雪は三月一日に五・五九メート

は十日︑一月は二十二日︑二月

した日が十一月は一日︑十二月

（3月29日・中立山）

また一月中に降雪のなかった

継

は二十三日︑三月は十七日︶もあ

屋根までの雪、中立山地区では4月になるというのにまだ6mの雪がある

和二十年の大雪を破り観測史上

騒︑

馨

盈

日は四日間︑二月も四日間だけ

剛

﹂穐謬︐醗︑

蕊欝萎ー

﹄

で三月に入っても四・三三メi

馨＾

蒙．
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づ戴響嚢難︑攣︑
︑ 脂懸

降雪量
m

役場調べ

1．513

15→

769

560571

羅

5一

433

217

75

3月27日まで雪が降ったが、ようやくアスファルト路面が顔を

0

出す（3月30日・松之山）

600

11月

3月

2月

1月

12月

積 雪量変化（松里小）

500

59年

鰯「、
躍灘鶴

／蜜1

麟毒

400
！1

300

雌

100

騰

鱗

12月

雛綿

鑓嚢ii塞懸

灘
蕪，1

1月

離

譲，蝋

瀧

灘

1鰹

＼＼

捉

騨

灘

峯

＼＼ ＼

ll、1蕪1繍

1聾、

＼

嚢

。雛

＼＼

200

灘騨
「

−20年

2月

灘1響

欝1購難

3月

灘難

4月

5月

15日、2唄
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豪雪の松之山で学ぶ

fOF寸1

と雪上レクリェーション︑夜は

二日目はオリエンテーリング

先生方を招待して再会パーティ

協力してくれた地元の子供達と

湯山のお年寄りの指導により﹁わ

方面の小・中・高校生の八十八名

ねハイキング︵民泊先を歩いて

三日目は地図をたよりにお訪

さを体験できた︒人にも山にも

であった︒雪国の厳しさ︑楽し

﹁松之山の人達はとても親切

ーのあと閉校式が行われた︒

自然こそ教師 ということで

と指導者補助員十七名総勢百五

雪にも︑ありがとうといってお

らぞうり﹂を作った︒

子供達に自然の厳しさ︑雄大さ︑

さがす︶で民泊し︑家族の一員

自然こそ教師
都会の子供ら晒人訪れる
優しさを体験を通して掌ばせよ
うと東京の﹁冒険学校全国セン

別れしたい︒今度は雪のない松
之山をたずねてみたい﹂とこの

第一日目は町民体育館で開校

四日目は全員が自然休養村セ

ンターに集まり︑冒険学校側が

器無

られた︒

学校の森田校長先生が話してお

として農作業の話や家事の手伝

供達代表二十五名が参加しスキ

式のあと午前中クロスカントリ

いなどを勉強︒

名で︑まだ五メートルの雪が残
る豪雪の中での生活体験をした︒
この冒険学校には松之山の子

ター﹂主催の春の冒険学校が三
月二十九日から四月一日までの

ーの指導や雪上レクリェーショ

ンなどをやりながら四日間共に

四日間松之山で行われた︒

この冒険学校は勤労者山岳連
持つもので山を中心に春︑夏︑

ースキーの練習をし午後スキー

学んだ︒

正月など子供達の休みに行なっ

をはいて資料館を見学︒夜は公

松之山の子供達がスキーを指導、一時問ほどで都会の子供達も上達

盟の組織内にあり十年の歴史を

ており︑国内はもとよりミクロ

民館長の﹁松之山の伝説や雪国
．難．

ポ

ヤん

イデゴ

ネシアの無人島でも実施して子

の生活の話﹂を聞いた︒

こ

闘
轍醸・驚 苦
戦
悪
薄﹂

鋤

雪上レクリェーション、初

ぎへお タき

ド

イ

︑羅の

覗欝禰職

轟i
鰯竈

供の教育効果をあげている︒

今回松之山を訪れたのは関東

騨懸

21議
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スキー場に活気もどる
カ︷二

バルが盛大に行われ︑約八百人

雪晴れに恵まれてスキーカーニ

の人出にスキー場にもようやく

今冬オープンした松之山温泉

、／

活気が戻った︒︑

1雁・、鞍研醗紘

春スキーの幕あけ、晴天に恵まれ家族連れで賑わう

るスキトヤーも少なかったが︑
三月に入ってようやく雪も降り

スキi場は豪雪に見舞われ訪れ

ノく

雪で作ったステージでは地元

八つ分をたいらげた︒

マントパーク津南スキー場か

スキーカーニバルの利益金

町社協に寄附

スキーカー二．レ﹁味の名店

ら松之山温泉スキー場まで約ニ

街﹂での売り上げ利益金一万七

に八百人

キロのツアーコースには二十五
人が参加︑一時間半の山スキー

店組合から町社協に寄附された︒

立ててほしいと松之山温泉飲食

千八百六十五円が社会福祉に役

カザマカップアルペン大会に

を楽しみ全員に記念品と認定証

は二百名近い選手が参加︒また

青年達のバンド演奏とカラオケ

子供達は無料貸し出しのソリや

が贈られた︒

ん汁︑焼鳥︑うどん︑おにぎり︑

雪中宝さがしなど家族連れが楽

大会が行われ︑ステージ前には

」レ
味の名店街が特設されてけんち

いかしたものがとぶように売れ

アンボ︑おはぎなど地元の味を

しんだ︒

雪の中から缶ジュースを探し出し宝さがしをする子供達

ていた︒無料サービスのラビッ

トスープはお昼までに大きな鍋

一

ヤみ︑三月二十五日久しぶりの

醗

鱗麟

鳳
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標準承作料識罎鞍

ートP寸1

﹃松之山の植物﹄ u
Tラ
T41

轡類の花集録
カラーで印刷されている︒

花の特徴や名前の由来︑簡単

町教育委員会では松之山の豊

な解説︑俗名などがわかりやす

く書いてあり︑野外へ携帯でき

このほど﹁松之山の植物﹂ ︵A

る花読本として気軽に楽しめる

かな自然を知ってもらうために

五判︑八十九ぺージ︶という本

ので各家庭でぜひ一冊購入して

を刊行した︒

この本は︑町内の理科の先生

下さい︒一冊千五百円︑ご希望

三︑OOO円

▽二級地︵その他の畑︶

五︑一〇〇円

▽一級地︵生産性の高い畑︶

○畑の標準小作料

ります︒

但し一級地は基盤整備田に限

七︑000円

▽六級地︵三六〇K︶

九︑七〇〇円

み下さい︒ ︵a六−二〇四七︶

の方は町教育委員会へお申し込

方が三年間にわたって調査研究
したもので︑春から秋までの花
や実の状態が二〇三種類オール
農地の標準小作料については︑

三年毎に見直しを行なっていま
すが︑本年度はその改訂の年に

当たり︑小作料協議会など種々

検討の結果︑次の通り決定した
のでお知らせ致します︒

改訂額については︑諸般の状
勢から前回とほぼ変っておりま
せん︒

田の標準小作料

小作料は全納を原則とします
が農業委員会の承認を受けた時
には物納又は役務でも認められ
︵注︶小作料は定められた額の

ます︒

下限の規制は有りませんが︑上
限は三〇％以内に定められてい
ます︒

松之山町

秀

昭

口 彦三郎

▽住民課長︵建設課長︶

小

▽建設課長︵庶務係長︶

本山

柳

能弘

▽総務課庶務係長︵商工観光係

長︶

栄

小野塚与芳

▽総務課財政係長︵林業指導係

長︶

一

▽総務課税務係長︵財政係︶

小野塚
沢

子

隆

▽住民課福祉係長︵税務係長︶

高

津端徳

▽住民課住民係長︵住民係︶

中

島

良

一

▽産業課農政係長︵財政係長︶

長兼務︶

村山俊介

▽産業課土地改良係長︵農政係

山

岸

富司雄

▽振興課商工観光係長︵福祉係

長︶

相沢

一

郎

▽総務課財政係︵教育委員会︶

高橋組

︵天水越︶

一九〇万円

九メートル

▽産第三十七号︑ 水路災害復旧

藩

▽一級地︵五一〇K︶

二四︑六〇〇円
▽二級地︵四八OK︶

一九︑六〇〇円
▽三級地︵四五〇K︶

一六︑七〇〇円
▽四級地︵四二〇K︶

一二︑七〇〇円
▽五級地︵三九〇K︶

L

24，600円
1級地は

三

一

代

▽住民課福祉係︵農業委員会︶

小野塚

高橋良

▽住民課福祉係︵公民館︶

係︶

高橋

明

▽住民課保健衛生係︵土地改良

小野塚

優

栄

▽産業課農委係︵保健衛生係︶

本山

▽教育委員会︵福祉係︶

仁

一

▽教育委員会︵克雪係建設機械︶

大見 征

▽教育委員会︵福祉係︶

佐藤

佐藤

一

美

▽松之山保育所︵浦田保育所︶

樋

相

口

沢

小堺

常

敏光

正

ルミ子

▽浦田保育所︵松之山保育所︶

住民課長

▽退職

住民課長補佐

職工賃金

九︑三〇〇円

商工会工業部

▽基準賃金

八︑○○○円

︵一日八時間労働︶

▽冬期間賃金

︵一日七時間労働二〜二月︶

〔15〕広報まつのやま

集ビ
Kレ

特

﹃松之山の豪雪﹄放映に

ニ月一日から十日間取材した

さ︑生活の大変さに驚いて相沢

でこの番組を見て︑その雪の深

国のくらし﹂ということで授業

沢市立美原小学校の四年生が﹁雪

で生活しないのか﹂

に﹁どうして雪の降らない地方

手紙の内容は励ましの言葉の他

全国から三百通の手紙

豪雪の模様はNHKでも視聴率

熊平さんに手紙を書いてくれた︒

は大阪や埼玉の小学生から約三

この番組の中心となった水梨に

達からもこの手紙の返事に協力

の三人と相談︑松之山町の子供

んは驚きテレビで紹介された他

あまりに多い手紙の数に熊平さ

読んでいる︒

ろしの疲れも忘れて毎日手紙を

られており︑相沢さん達は雪お

位ふり︑いつ頃消えるのか﹂な
ど子供らしい素直な気持がつづ

の手紙を紹介します︒

この手紙の中から二人の子供

反響の大きさに驚いている︒

してもらうことにした︒

水梨地区の

相沢さん達の住んでおられる

も三センチから五センチ位です︒

やんどうしてるかな凶とかいろ

雪国で生まれ雪とのたたかいを

たかのさとなどのよこづなは︑

す︒二月二十七日放送の﹁新が

らしなどについて勉強していま

私達は今社会で豪雪地帯のく

の所へ行かずに住みなれた土地

町へ出て行かれたむすこさん達

るので大へんですね︒それでも

地方は︑毎年たくさん雪が積も

いろな事をいっていました︒雪

た松之山町の十日間﹂と言うテ

人達へ

国では冬︑仕事がないので出か

いるから負けても次はかならず

けずへこたれないですんでいる

だと思いました︒でもそれにま

口でいうよりとても大へんな事

雪国のくらしのテレビを見て

をこすんだからくらべものにな

いますが松之山町は五メートル

さしぶりの大雪だ︒とかいって

ンチぐらいつもると大雪だ︒ひ

ぽくたちの地方では︑十五セ

んばり﹂をみにつけていると思
います︒これからもがんばって

ません︒だから雪国の人は﹁が

い地方ではつよいせきとりがい

かつのだと思います9あたたか

り︑道路の雪かきをしておられ

そくまで屋根の雪おろしをした

って︑ねる間もないくらい夜お

五メートルちかくも雪が積も

レビを見てびっくりしました︒

わさないようにがんばって下さ

だ少し遠いようですが︑体をこ

春になって雪がとけるまでま

はよくわかります︒自分の生ま
れ育った土地に愛着があるので

をはなれたくないという気持ち

四年

ひろ

青 木 啓

恵

え

大阪府堺市立東三国ケ丘小学校

三月一日︵木︶

い︒

すね︒

のはえらいです︒まい年雪は何

るのです︒その作業をしている

雪がふりました︒でも積もって

の住んでいる堺の方もたびたび

今年はとくに寒いので︑私達

ました︒

ください︒そして手紙も書いて

四年五組稲葉健明

埼玉県所沢市立美原小学校

メートル位ふるんですか︒また
雪の日の気温など手紙がだせた

るしいと思います︒ぽくは一時

の人や︑女の人なのでおどろき
間雪かきをやっただけでくるし

のが若い人が少なくおとしより

ぽくがすんでいるところは所

なら︒

沢市です︒たまに工事げんばで

くなってしまいます︒だからく

おくってください︒ではさよう

出かせぎに来ている人を見かけ

るしいと思いました︒そしてぽ

ると思います︒そこの生活がく

ます︒話を聞いて見ると﹁母ち

りませんが︑一人一人が努力を
したからそこの生活にたえてい

せぎに行くんだと思います︒

して﹁がんばり﹂をみにつけて

北海道のちよのふじ︑青森の

一日ももたないと思います︒

くたちがそこの地方へいったら

堺市立東三国ケ丘小学校と所

〇〇通の励ましの手紙が届き︑

﹁雪はどの

の手紙や電話が届いた︒中でも

の高い﹁NHK特集﹂で︑二月
二十七日放映され全国から激励

紺テ

伺

らかいておしえてください︒

相沢熊平さんへ

K取材班
H
吹雪の中で撮影するN

O

護v
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ノ

体育施設を
利用しよう

」

力走する小野塚選手

（町民体育館〉

6月・11月

松代高柳一成︵湯本︶の三選手

この大会は国体等．の全国大会

が出場しました︒

で一定以上の成績をあげた者と

校生トップクラスの大会です︒
この大会で小野塚選手は全国の

すばらしい成績を修めました︒

強豪を相手に七位入賞という︑

小島政二郎

十郎

美千子

10月10日

唐

（雨天8月5日〉

豊子

〉町駅伝大会

7月29日

山崎

國

〉町民体育大会（松中グランド）

穂積

（大厳寺高原テニスコート）未定

▽万太郎・荷風・鴎外

〉テニス大会

▽愛を積む

（町民グランド）8月26日

▽佐川君からの手紙

（町民グランド）8月19日
〉ゲートボール大会

▽山河燃ゆ

〉親子ソフトボール大会

looF寸1

（町民体育館） 6月10日

〉婦人バレーボール大会

全国ジュニアオリンピック

〉青年バレーボール大会

小野塚選手︵松之山中︶七位

5月〜7月

みが出場できる︑まさに中・高

國

5月〜2月

県の会長から推せんされた者の

〉さわやか早朝体操

れ︑当町からはクロスカントリ

〉ファミリー体操100日運動

ー10㎞に松之山中小野塚修︵上

罐

〉ゲートボール教室（町グランド）5月〜8月

三月十九日〜二十一日にかけ

5月〜11月
1月〜3月

て︑群馬県尾瀬片品高原スキー

〉卓球教室（町民体育館）
〉スキー教室（町温泉スキー場）

蝦池︶スラローム・Gスラロー
ムに松之山高柳隆晃︵湯本︶・

5月〜11月

場において全国ジュニアオリン

〉剣道教室（町民体育館）

ピックスキi競技大会が開催さ

スポーツ教室

今年︑新たに町民体育館︑町

10月28日

営グラウンド︑町内小・中学校

体育施設︵高校は除く︶を利用

︑奪轍

囲

〉町芸能祭

﹁利用登録申請書﹂を提出して

〉つる細工教室

〉マイコン教室

したいと考えておられる団体は︑

〉英会話教室（初心者対象

電墾重響

4月〜3月
4月〜3月
6月〜11月
8月〜10月
6月〜11月

［＞高齢者学級（町内5地区

いただければ︑定期的に使用す

＞婦人学級（町内4地区）

は町公民館にありますので︑ご

年5回開催
年5回開催

ることができます︒申請書用紙

〉幼児家庭教育学級
〉若妻教室

なお︑届出された利用日が重

趣味・教養講座

利用下さい︒

も文化協会、体育協会主催の大会、教室もたく
さん行なわれています。

せていただきますのでご了承下

その都度チラシ等でお知らせします。この他に

複した場合は︑こちらで調整さ

さい︒

公民館では下記の様に本年度も各種大会、教
室の開催を予定しています。詳細については、

〔17〕広報まつのやま

のへやで仕事をしています︒そ

お父さんは︑朝おきると自分

んきょくにつとめています︒

わたしのお父さんは︑ゆうび

饗

町体育協会では︑毎年﹁スポ

中

高

6

スポーツ賠償責任保険は︑第
三者に対する賠償責任を担保す

る保険で︑スポーツ安全傷害保
険に加入している人だけが加入

できます︒団体員なら指導者に

限らず一人でも加入することが
できます︒

スポーツの競技︑練習または

▼支払われる保険金

ため︑法律上の損害賠償責任を

指導中に第三者に損害を与えた

詳しいことは町体育協会事務

負担した場合に支払われます︒

かな︒お父さんといっしょにい

局︵電話六−二二六五番︶

﹁お父さんの仕事は︑そんなに

﹁おかえりなさい凶

といってあげれば︑

れがふきとんでしまうんじゃな

いかと思うからです︒

召和59年4月1日〜昭和60年3月31目午後4時まで

ーツ安全協会傷害保険﹂を取扱
っております︒満一の事故に備
えて加入をお勧めいたします︒

昭和六十年一月二十五日まで

▼加入受付期間
︿保険期間﹀

昭和五十九年四月一日から
昭和六十年三月三十一日まで

スポーツの管理下における活

▼対象となる傷害

動中︑及び︑その場所と自宅と
との通常の経路往復中に起った
傷害が対象となります︒
いからな凶

へんさが︑わかるのかな四

と思いました︒

ないのにお父さんの仕事のたい

と心の中でいいました︒ふだん

でも大へんなんだということが

きっと︑お母さんはどんな仕事

あ凶

の日は︑帰ってくる時ニコニコ

たいへんそうに見えないけどな

しながら︑家に帰ってくるから

の仕事が終るからニコニコしな

ニコしながら帰ってくると思い

これからも︑お父さんはニコ

﹁お父さんのしごとだって︑け

ます︒わたしは︑これからもお

わかるんだと思います︒

っこうたいへんなんだよ︒うち

ときどきお父さんが︑会に行

がら帰ってくるんだと思います︒

です︒お父さんは︑きっと一日

で︑おもしろくないことがあっ

たずけをしながら︑

お母さんは︑ごはんのあとか

とふしぎそうにいいました︒

﹁ふうーんゆ

わたしは︑

お父さんは︑たまにわたしが︑

一人の

と︑とくいそうにいいました︒

ときくと︑

﹁ああ︑たいへんだよ︒

時は︑とくにたいへんなんだよ︒

ごはんを食べるひまもないくら
いたいへんなんだぞゆ

と教えてくれました︒また︑わ
たしが︑

と言ってあげようと思います︒

ょくの仕事のためにいくからで

﹁なぜ︑お母さんには︑お父さ

す︒

んの仕事のたい切さがわかるの

﹁おかえりなさいゆ
だなあ凶

さんに元気よく︑

なぜかというと︑わたしがお父

父さんが帰ってきたら元気よく︑

くニコニコしていなくちゃいけ

と思っていました︒どうしてか

思いました︒

とおかあさんの話をききながら

﹁お父さんの仕事は︑たいへん
﹁一番こまることはな︑お金が

ないからなあ凶

というと︑夜なのにゆうびんき

くときは︑

一円でもたりないと︑さいしょ

といばったようにいいました︒

ても︑お客さんには︑きげんよ

お父さんは︑いつも八時三十

からけいさんをやりなおさなく

﹁そうなのかなあ凶

わたしは︑

もあまっても︑こまるんだぞ︒

す︒

んだぞ︒それに︑お金が一円で

す︒土曜日は︑一時ごろになり

時は︑六時三十分ごろになりま

わたしは︑

すると︑さいしょから︑けいさ
んをやりなおさなくちゃいけな

ます︒

一日のつか

ちゃいけないから︑たいへんな

きくと

﹁じゃあ︑一番こまることは凶

〈保険期間は〉

は︑早い時は六時ごろ︑おそい

とヤ

み自己負担
となります

1月25日

i一 〔

0月31目〜

避塾殆呆険

﹁お父さんの仕事たいへん凶

〈保険料と保険金額〉

分ごろしごとに行きます︒帰り

ろばんを使って︑計算していま

このうち
1，00椚の

10月30日

5，00σ万円

3月1日〜

整歪

間

期

（年間）

保険料1人あたり

保険金の限度額

加入手続

380円

0歳以上

1，000円

3，700円
1，200万円

1，000円

校生以上

320円
学生以ド

日額
金

害保険日額 金 日額

（年間）

領
金
険
保

保険料

入陥呆険
死亡、後遺障
分
区

］

奪 覧 募
響 蓼
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しまう1春はそんな季節です︒

となく外出したい気分になって

暖かい日差しに誘われて︑何
行者もドライバーも暖かい陽気

の全国交通安全運動﹂です︒歩

四月六日から十五日まで﹁春

春の全国交通安全運動

でも気をつけてください︒狭い
てください︒

に気を緩めることのないよう︑
みんなで交通安全を確認し合っ

1①等ー

運動の重点目標

▼子供とお年寄りの交通事故防
止︒

▼二輪車の交通事故防止︒

▼シートベルト・ヘルメット着
用の推進

たもので︑現在サンパウロ市で

の他メキシコ︑中国︑ケニヤか
らの四人が新潟県で研修を受け

したあと各県に別れ︑吉川さん

東北電力の

︐ ↑︑．

麗重∪

隻・考

ら解放されます︒

けるといった︑わずらわしさか

水抜き栓の操作や︑お湯をか

ることができます︒

ぐもので︑かんたんに取りつけ

電気の熱で水道管の凍結を防

水道の凍結防止器

∂

ないで吸い取りましょう︒

クモやハエなど︑吸口をつけ

虫取りができます︒

掃除機を使えば︑かんたんに

虫も吸い取る

電気知恵袋

働 べ

ぬれた靴を乾かす

吹き出しのできる掃除機なら

ます︒

靴の中に入れておくとすぐ乾き

食器をあたためる

食器をさっと水に通し︑その
ままレンジで三十秒加熱するだ

o●

4月6日

日本には人や車があふれていま

ブラジルの青年吉川健治さん
吉川さんは昨年七月︑外国人

スーパー︵店︶を経営している︒

た︒吉川さんは新潟市内の会社

ご

〜聞日

す︒

ブラジルの青年
︵十八歳︶が日本のおばあちゃ

で自動車の電装技術の研修を受

ρ

けです︒あたたかい料理を食卓

7

蟻
に運べます︒

o

！ゼ

松之山のおばあちゃんと対面
ん吉川カツさん︵七十二歳︶に

五名参加︶として来日した︒

けていたが︑三月末この研修も

技術研修員︵世界各国から八十

この青年の父親は松口の出身

東京で一カ月日本語の勉強を

終り四月上旬帰国することにな
ったので︑帰国前におばあちゃ

んにひと目逢いたいと新潟市か

ら一人で積雪五メートルを越え
る豪雪の松之山を訪れた︒

日本に来て九カ月の研修が終
ったが︑アッという間に過ぎた︒

もっと日本にいて勉強したかっ

た︒日本の人達はとても親切に
してくれた︒会話は出来るが日

本の文字が読めなくてとてもこ
まった︒高校を卒業して日本に

学に入りたい︑と夜おそくまで

来たが︑ブラジルに帰ったら大
おばあちゃんと話し合っていた︒

夢

團

逢いにこのほど松口を訪れた︒

で約三十年前ブラジルに移住し

ブラジルから孫が訪れ、大喜こぴのおばあちゃん

〔19〕広報まつのやま

県では︑

持家住宅の促進を図

▽住宅金融公庫の昭和五十九年

医師都合

指定休日

午前九時から午後三時まで

下蝦池︑上蝦池︑東川︑藤倉︑
中尾

▽5月8日︵火︶

隔魍東北電力

4月21日︵土︶

4月7日︵土︶

降︷劃翻

を受けて木造住宅を建設する

度第一回個人住宅資金の融資

木造住宅建設資金を貸

るため︑

貸付内容

用を問いません︶

︵増改築については公庫利

付けています︒

貸付けの条件
▽貸付限度額

十年以内

新 築 四〇〇万円
増改築 一〇〇万円

年六・○％

▽利率・償還期間

受付期間
︵土︶まで︒

▽四月二日 ︵月︶から四月二十
八日

▽申込書の頒布・受付
最寄りの取扱金融機関の窓口︒

五十子平︑坪野︑赤倉︑東山︑

▽5月9日︵水︶

二︑

へ∋ギ︑−︐

堅︑︾

1

午前九時から午後三時まで

り

ー蔓︐

82

9

日日日

▽県内に自ら居住するため︑ 木
造の住宅を建設 ︵新築購入・
増改築を含む︶

▽資金の貸付けを受けなければ

年一年間の収八金額または︑

住宅を建設できない人で︑ 前

所得金額が次の額以下の人︒
○給与所得のみの人︑ 収入金額
五〇〇万円︒

○その他の人︑ 所得金額三五五
万円︒

住宅課へ︒

詳しいことは︑県土木部建築

メートル以上一六五平方メー

▽住宅部分の床面積が五〇平方

・古

監Fドヒ．・

；一

！

︵〇二五二︶二四−三八〇三

F層騨．︑

︑﹃卜︑も

づ︑＼う
＝

たポん親覇得が
ざ・︶しリ

ー斜溜・・揚
匹
藷︐多︸

日日

日

161514

日 日日

町社協役員会

七日まで︶

災害救助法再々延長︵十

議会定例会︵十三日まで︶

民生委員会

中学校卒業式

労働賃金協定会

部落総代会

畜産懇談会

森林組合理事会

保育所後援会

就業改善相談会

小学校卒業式

スキーカーニバル

農業共済嘱託員会議

スキー場運営委員会

臨時議会

農業委員会総会
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400万円まで、 利率は年6％
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持家住宅建設資金を貸付

、讐書瀧

広報まつのやま〔20〕

灘灘響磯毒警難蟹繋繕懸搬購懸
騰︒

▼一般作業
男・五︑三〇〇円女・四︑八OO円

▼田植作業
男・五︑四〇〇円女・五︑四〇〇円

▼稲刈作業
▼耕運機・一日
四﹈O円

一七︑七〇〇円

男・五︑四〇〇円女・五︑二〇〇円

▼田植機・一箱

埠

消防官200人募集
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霧幽嚇勝藩澱離罷欝畿響得な灘・
癒ミ鰯羅懸再撫簸・ 鵬﹁一

嚢灘饗驚潔蟻難・
﹂毅嫉．︐．灘簿擾灘遵繋眺
・饗叢驚疹の糠灘籔畷聡︑労．
〜齢鞍嚢む癬う藪

東京消防庁では昭和五十九年

度第一回目の消防官を募集して

います︒

日から四十二年四月一日まで

▽受験資格・昭和三十年四月二

に生まれた男子︒

▽受験申込受付期間・四月二十

三日から五月八日まで︒

▽採用予定人員・約二〇〇人︒

第一次試験・五月十二日︵土︶

手町一丁目三番五号・東京消

▽問合せ先・東京都千代田区大

oo

〒防庁人事部人事課採用係︒

薮

︑雛薄叢難轡署．︑慧簾譲鵡灘羅幾

灘

▼バインダー・一時間

〉受検希望者は至急商工会に

商工会に所定の用紙があります。

お尋ねください。

毎月10日までにご相談ください。

東京の消防庁
露

講

︒．︑難繊纂驚欝灘驚藩綜．照月か

（信用保証協会の保証付の場合あり

二︑八OO円

建具製作・印刷・石工・左

▼災害救助法の適用期間中の除

・鰯麟難鞭翻鎌轟・蟹影騰・、一

疹叢鍔縷が蹴ズ．餐地驚説明会

建築板金・製材のこ目立・

。保証人

雪作業

4月13日〜4月24日（4月

凝稚欝く懸さ磯・．

慈

表装・塗装など78職種
。申込み

官・タイル張り・畳製作・

・嚇羅入鱒鱗檎鯉撫懸輪講ずの瀦一

。利率 年6．85％

1名以上

〉検定職種

350万円以内
・貸付限度

24日県必着）

。設備、運転とも3年以内の割賦返済

〉受検申請書受付

350万円まで貸付

男・六︑OOO円女・五︑五〇〇円
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200円アップ
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一般作業・稲刈作業は
灘議纈県麟…㈱…鹸難蟹轍績癖醗輪が鑛塗嶽

昭和59年度

農業労働賃金
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