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の広報へと脱皮し︑行政から住

民への一方通行でなく相互交流

寄せ下さいますようお願い致し

親しまれる広報に

の場の中で信頼され︑親しまれ

る広報紙づくりに全力投球しま

など著しい発展を挙げてきまし

ます︒

全力投球

今号で昭和三十三年創刊以来

たが︑一方松之山︑下蝦池の大

いご協力とご意見︑ご要望をお

す︒これからも町民各位の暖か

実に二十六年の歳月を経て第百

地すべりや過疎問題など難問の

とに年表と思い出の写真を特集

百号にあたり広報の記録をも

号を迎えました︒この間町政と

続く大変な時期でした︒

してみました︒町の歴史をふり
お知らせだけの広報ではなく︑

くための参考となれば幸いです︒

返り︑また明日の松之山町を築

まう︒

ほのぽのとしたお話︑じーん

と眼頭が熱くなるようなお話︑

など︑ちまたには色々材料があ

抱腹絶倒笑いが止まらないお話

ると思う︒各種︑各分野で夫々

寄らしむべし︑知らしむべか

われた︒

まり公約しない方がいいともい

からない︑十年先のことなどあ

皆様の生の声を聞き︑住民参加︐

この百号を節目に︑ただ単に

共に歴史を刻みながら多少なり
とも皆さんと町とのパイプ役を
務めて参りました︒

町もこの間教育︑文化︑産業

百号発行にあたり
思うこと

らず︑とは封建時代の話だが︑

ークルから︑学校から推せんし

会も出来たことだし︑色々のサ

広報まつのやまはややもすると

どうかと編集氏にいったら︑原

てもらって載せたら選者を免が

仕事をしている町の皆さんを順

稿を公募しても特定の人︑投書

れての編集が可能でないか︒

知らしむべし︑聞くべからずの

マニア的な人に限られてしまう

広報まつのやま百号発刊にあ

村山政光
れていたというか︑いずれにし

という︒詩や俳句︑短歌︑写真

たり︑以上の様なことを考えて

松之山町長

これからは確実に発行し︑八

ても余り自慢出来る話ではない︒

などに時々はっとするほどいい

来るかも知れない︒町の文化協

年と四ヵ月後には必ず二百号を

え半ぺージでもそれらを載せて

ものに出合うことがある︒たと

次紹介しても結構いい紙面が出

広報まつのやまが発行以来百

とんで

感がないでもない︒もっと町民

号になるという︒昭和三十三年

お届けするといったら

各位の意見発表の場を考えては

以来というから二十六年も経て

もない︑月に二回三回と発行し

するとのことだが︑金も人も無

版にして希望者に配布︵有償︶

とは近く百号までの全部を縮刷

広報まつのやまもどう変るかわ

の目まぐるしく変る近頃では︑

活字離れが進む昨今︑情報文化

ている市町村があるといわれた︒

れて︑またなるほどと思ってし

の選者になる資格がないといわ

はどうかというと︑自分にはそ

いくらかでも芸術性を表現して

どんどんいいお話︑いいご意見

五月三十一日

をお寄せください︒

かったというか︑広報活動が遅

やっと百号なの か と 思 っ た が ︑

未だ数年でしかない︒詳しいこ

毎月発行するようになってから

筆を取りました︒皆さんからも
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〔3〕広報まつのやま

広報への期待と注文
良一 44歳

張﹂欄に︑可能な限りスペース

われる︒かかる考え方こそ︑広

発掘吸収に求めた姿勢がうかが

中島

地方自治の健全な発展に果た
を割かなければならないのでは

︵松之山町・水梨︶

す﹁広報﹂の役割は︑大きいと

報活動の原点というべきであろ

ないか︒

こうした欄が︑読者・住民に用

たちの手で選んだ議員が︑議会

に取り上げてもらいたい︒自分

次に︑町議会の動きを︑大胆

う︒

を得ない︒特に︑編集委員が数

意されていたのを︑想起せざる

かつての まつのやま には

思う︒その意味で広報〃まつの
やま の百号達成を︑住民の一

末端自治体行政と住民を結ぶ
人で部落に出かけて行って記事

るか︑住民にとって大きな関心

の場でどのような言動をしてい

人として喜びたい︒

太いパイプ役に徹してほしい︒

にした﹁部落探訪﹂は︑少なか

に対する︑

事のはずだからである︒

まつのやま

私の期待と注文に外ならない︒

らぬ反響を呼び︑町政に反映さ

広報

地方自治体の情報公開が全国的

れたのが忘れられない︒

こうした住民の悩みや意見の

員の質問は載るが︑行政執行責

端な感は免れない︒例えば︑議

伝えてはいる︒しかし︑中途半

現在の広報も︑議会の模様を

に進んでいる下で︑広報紙の重

要性は一段と増大しつつあるか

に対する考え方︑方針に根源し

ないように思う． ﹁そこが知り

任者の答弁は明らかにされてい

掘り起こしは︑前町長の広報紙

村

ているのは︑言うまでもあるま

そこでこの際︑広報紙の今後

らである︒

の発展を願う立場から︑二︑三

い︒昭和三十三年五月七日付

﹁村歌舞伎﹂

の復活を大きく取σ上げたのは

その点︑昨秋︑

計り知れないと思うからだ︒

う︒しかし︑議会活動や行政の

の好企画を︑今後の広報に斯待

評価に値しよう︒こうした面で

と議会側の協力が︑要請されよ

それには広報マンの相当の勇気

議会

このことを︑自治体も住民も相

自治の︑有力な担い手である︒

広報こそ住民に開かれた地方

したい︒

活性化にとって︑議会の動きを
伝える広報紙の役割は︑

とは異なった次元で重要だ
と︑あえて指摘したい︒

報

最後に︑町に埋もれている文

化や︑農山村社会の片隅で貢献

ければならない時だ︑と思う︒

互に︑自覚と認識を新たにしな

行政当局や議会側にとって都合

のわるいことも︑時には広報し

なければならない使命を負って

いる︒広報は︑自治体住民の﹁知

ればならない︒

み権利﹂に︑積極的に応えなけ

近年︑広報紙コンクールが盛

んだ︒しかし︑それに入賞する

のが︑必ずしも良い広報だとは

私は思わない︒画一化の弊害を

の要︵かなめ︶は︑﹁独自性﹂の発

恐︑れるからである︒自治体広報

露と具現にこそある︑と言いたい︒

わが町の広報紙が︑独自のカ

の意思に基づいて︑地方の実情

の運営をするには︑多くの村民

う書いている︒

﹁民主的に村政

創刊号紙上で︑氏はこ

れる町民の姿が︑めっきり少な

最近︑議会の傍聴に役場を訪

ぐえない︒

ま一つ不足といった印象は︑ぬ

たい﹂という部分の広報が︑い

場させてはどうか︒それらの素

存在の人々を発掘し︑紙面に登

している﹁縁の下の力持ち﹂的

残す︑かけがえのない財産だと

広報こそわが町の足跡を後世に

の活躍を期待したい︒わが町の

広報づくりへ︑広報マンの一層

ラーを出しつつあるのは︑若い

を傾ける姿勢を失ってはならな

を設けるべきである︒末端自治
体行政は常に︑住民の意見に耳

い﹂と︒広報紙発刊の意義を︑

に即したものでなければならな

顔が︑農山村に生きる多くの人

だより

﹁生の声﹂を吸い上げ︑行

くなった︒寂しい限りである︒

第一に︑町民の意見・主張欄

の提言をしたい︒

い︒

それだけに︑広報紙の議会情報

信じたいのだ︒

頼される﹁パイプ役﹂としての

ると思う︒住民に親しまれ︑信

女性で飾る表紙に象徴されてい

政に反映させる努力を怠っては

単なる﹁お知らせ﹂主義を超え
﹁町民の

ならぬ︒広報紙こそ︑

マに与える勇気づけと示唆は︑

広報を期待
機能を高める必要を痛感する︒

親しまれ信頼される
て︑不特定多数の住民の意思の

『生の声』を

広場﹂ともいうべき﹁意見・主

住民の意見に耳傾け

広報まつのやま〔4〕
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六年生葛飾を訪問
区長さんも歓迎会に出席

この交歓会に同行した町の久

の株がプレゼントされた︒

保田教育長は︑昨年町で第一回

目の子供交歓会をやったり︑今

冬冒険学校で都会の子供達と交

はきとあいさつや質問に答え︑

に行ってもものおじせず︑はき

流を深めていることから︑都会

これらの交流の成果が早くも表

町の児童はショウジョウバカ

めた︒

マ︵カゴバナ︶︑トキワイカリ

の代表の方々も出席された︒当

ソウなどの野の花を贈り︑葛飾

さんを初め学校教職員︑PTA

いにく遠足に出かけたというこ

日は清和小学校の五・六年生があ

松之山町の小学校六年生全員
の葛飾区立︑清和小学校を訪問

︵五十六人︶が五月九日︑東京
し大歓迎を受けた︒

われていると喜びを語っていた︒

区の児童から区の花

和生

ぽく達もおやつや︑たくさん

んでくれました︒

さつのあと︑お互いに質問をし

多くの歓迎のことばや︑あい

のおみやげをいただきました︒

方面の修学旅行の途中で︑ぽく

清和小学校は松里小学校の十

した︒

倍くらいの人数がいます︒でも

あったり︑歌をうたったりしま

先生方や四年生の代表の子ど

和小学校で交歓会をしました︒
も達︑教育長さん︑区長さん︑

ておどろきました︒やっぱり東

葛飾区では小さい学校だと聞い

が︑また楽しみです︒

今度松之山で交歓会するとき

京だなあと思いました︒

PTAの方々など大勢の人達に

ました︒皆さんとってもよろこ

トウを︑おみやげに持って行き

キワイカリソウ︑ウド︑フキノ

松之山からは︑カゴバナ︑ト

迎えられました︒

達が東京に行って︑葛飾区の清

今年は五月九日の東京・日光

ました︒

スカウトと松之山で交歓会をし

昨年の夏休み葛飾区のボーイ

松里小学校六年
小野塚

葛飾区との交歓会

花菖蒲

とで︑四年生の代表と交流を深

交歓会には区長さん︑教育長

小日向区長さんにショウジョウバカマをプレゼント

〔5〕広報まつのやま

％

もに︑夏から秋にかけての気象

部落的に喚起したいという狙い

もらうもの︒これには︑共励会
を通じて生産意欲の向上を︑全

町ぐるみで異常気象を克服しよう
ことしから町では農業改良普
﹁もう五︑六年は異常気象は続

も楽観できない状況にあります︒

二つには︑入賞の決定を十ア

が込められています︒

及所︑農協︑農家組合︑農業委

﹁異常気象に強い﹂稲作

ール当たり収量の多少と︑十ア

あり︑

く﹂IIとの気象学者の予言も

員会など関係機関の協力を得て
﹁良質米安定多収穫共励会﹂を

りが︑重要な課題となっている

ール当たり米販売額の大小の二

実施することになりました︒

これは︑山間地稲作の振興を

部に分けて行う点です︒これは
の収量と販売額の関連に︑興味

品種選定の在り方も含めて︑米

いえます︒

この共励会には︑二つの特徴

今︑時宜にかなった取り組みと

があります︒一つは︑出品を農

図ることによって農業所得を増
しようというのが目的︒いま町

家組合の推薦制にしている点で

深い問題が提起されるものと考

の推薦を受けた出品者の申し込

を用いて、販売額を決
を決定する。

定する。

②坪刈り箇所数は、原

ただし、五百万石につ

用いる。

いては、2等米単価を

入賞点数

2

点

2

点

奨 励

賞

5

点

5

点

努 力

賞

数

点

1

点

優

数
点

います︒

は期待をかけて

たい︒そう町で

に励んでもらい

米の﹁安定増収﹂

見ていただき︑
部落ぐるみ良質

．すので︑参考に

一般に展示しま

板を立て︑広く

出品田に標示

います︒

会﹂が当たり︑
表彰は秋の町農
業祭を予定して

業課職員で構成する﹁審査委員

賞

1

らは二斥を︑それぞれ推薦して

点
秀

最優秀賞

部

審査には普及所︑農協︑町産

えられます︒

10アール当たり 10アール当たり

から二戸を︑それ未満の部落か

す︒農家数が三十戸以上の部落

審査基準

稲の作付けが大幅に遅れるとと

等政府米単価を用いる。

今春の豪雪と低温の影響で︑

みが寄せられています︒

産業課には︑各部落の農家組合

大し︑良質米の安定生産に寄与

②自主流通米単価と1
則として2箇所とする。

①58年産米の売渡単価
①坪刈りによって収量

販売額の部
分 収 量 の 部
区

鞭

の
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昭和33年
5．

7 「村だより」創刊号発行

10．

1松之山診療所に五十嵐医師着任

10．

1

町制施行・町章制定

昭和34年
9．26伊勢湾台風、町内におびただしい被害

9．30
10．

ブルドーザー初購入

1 県立自然公園に指定される

・11．20浦田線のバス開通式
12． 1

湯本簡易水道完成

12．20浦田小・中立山分校竣工

昭和35年
9．27季節保育所松之、山公会堂ではじま

る
12．25 浦田中学校竣工

▲町制施行

浦田口小学校体育館で昭和33年11月3日町制施行の式典が行われた。

昭和36年

小中学生は日の丸の旗を持って町内を行進して町の誕生を喜び合った。

2．2036豪雪、松里小学校で420センチ記

録
10．15

松之山中・松里分校増築

11．30

浦田中・屋体竣工

曜和37年

録
7．7松之山地すべりはじまる

7．24町商工会発足
12．

1中央診療所開設

12．3地すべり災害対策本部設置

昭和38年
3．14 地すべりのため松之山中学校取り壊

し

▲牧場開牧
5年の歳月と450万円の事業費で20ヘクタールの牧草地と40ヘクタールの林間

8．15

松之山簡易水道完成

8．18

東北電力松之山変電所閉鎖

昭和39年
2． 1高校松之山分校に普通課程新設

牧場を開牧した。

2．

▼地すべり中の議会
松之山地すべりで重大な危機に直面しているということで、新町議会発

足にあたり「非常事態対処に関する議決」を行なった。

9日）

7松之山中学校竣工

4．11下蝦池の地すべり発生
4．20松之山小学校地すべりのため4教室

（昭和38年9月

取り壊し

6．16新潟地震
7．

1大厳寺高原牧場開牧式

9．30松之山温泉2号井89度の熱泉湧

出
11．20松之山・里倉分校竣工
12．10

松之山ノ」・学校竣工

昭和40年
7．12 患者輸送マイクロバス運行開始

10．

1 国勢調査、人口1万台割る
（9，109人）

1①d寸ー

2．2737豪雪、松里小学校で435センチ記

▲倒壊寸前の松之山農協倉庫

▲雪の中でも家屋の補修が続いた

松之山地すべり

昭和37年突如として発生した松之山地すべり

は約850ヘクタールにおよび全国一の大地す

べりとなった。取り壊された一般住宅は30戸
その他松之山小・中学校など公共建物など15
斥となった。

災害復旧事業は昭和38年から42年までの5年
間に、集水井戸90基、抗打ち工事など約20億
円が投入された。

下蝦池地すべり

昭和39年4月11日、幅200㍍長さ800㍍にわた
る地すべりは、雪解けで増水している東川を
せき止めた。

▲浸水となった布川稚蚕飼育所附近

2日後には水面12ヘクタールにおよぶ湖とな
り住宅19戸が浸水。電柱も押し流され電気、

電話が不通となり下鍛池など3部落が孤立し
▼自衛隊がボートを持参で応援

た。

▲天水越の大火

を迎え竣工式

1
く松之山大橋

六名が出動︑午後一時鎮火した︒

消防自動車三台︑可搬ポンプニ十六台︑団員五一

二戸の大火となる︒

記録写真集を刊行した︒

記念として全戸に銀杏の苗木を一本づつ配布︑地すべりの生々しい

席して行われた︒

レ地すべり復興と町制十周年

尋

地すべり復興と町制十周年記念式典が松之山中学校で三五〇人が出

西の玄関口に松之山大橋架設、亘県知事

1
ープカットする佐藤前町長

五月十八日から春の日照が続き︑乾燥していると

▲町営プール新設

ころ五月三十日午前九時頃出火︑全焼六戸﹁半焼

松之山小学校前に町民プールを新設。テ

昭和41年
2．10松之山中・体育館竣工
9．28松之山小・体育館竣工
11．28急、患輸送用に雪上車配置

12．10役場庁舎落成・合併10周年・松

之山小体育館落成式典
12．30

出稼者の正月帰省バス運行

昭和42年
1．

4湯本で雪崩発生、死傷者9人

2．1942豪雪、松里小学校で430セン

チ記録
3．29湯山簡易水道完成
6。22
11．30

町老人クラブ連合会発足
東川出張診療所落成式

昭和43年
2．1843豪雪、松里小で435センチ記

録

▲湯本の雪崩災害

4． 1高校、県下初の全日制分校

幅80㍍長さ450㍍厚さ1．6㍍の雪崩が1月4日午後3時発生、家屋全壊1戸、⑭

7。29消防自動車初購入

の車庫など4戸が一部破損し、死者2人重傷3人軽傷3人の大きな事故となっ

10．28町制施行10周年記念式典と地す

べり復興祝賀会

前日1日の降雪量は160享！の大雪を記録していた。

を松之山診療所に、松之山診療
所を湯本出張診療所）
6．

1町森林組合に労務班誕生

8。

1 出稼ぎ共助会制度発足

昭和45年
5．30天水越の大火、全焼6戸、半焼

2戸
7．27 町民プール完成（松之山）

﹀消防自動車

4． 1診療所の名称変更（中央診療所

躍した︒

昭和網年

昭和四十三年消防自動車を初めて購入︑

中央診療所竣工

12．19浦田教員住宅「渋海荘」竣工式

その機動力は町全域に出動体勢を整え活

11．30

た。

7．29松之山温泉駐車場完成
10．

1

国勢調査、人口7，473人

11．30松之山中・総合校舎増築完成

昭和46年
3．26松之山中・松里分校閉校式

4．27松之山中寄宿舎竣工式
7。27

10．25

第2町民プール完成（東川）

松之山に公衆便所竣工

12． 6松之山保育所竣工

昭和47年
3．31浦田小学校竣工
6．

1松之山保育所竣工

￠23松之山大橋（池尻）竣工式
10．25

ロータリー除雪車初購入

10．27浦田小屋体竣工式

▼正月帰省バス
出稼者のために正月帰省バスの運行が開始された。

（昭和41年12月30日）

昭和48年
3．26松之山中・東川分校閉校式
3．27 浦田小・中立山分校閉校式
4．

1 自然休養村事業指定

4．

1松之山温泉、国鉄の周遊地に指

定
6．21深坂峠にセスナ機墜落2人死亡
10．12豊原ずいどう起工式
10．24

高校教員住宅竣工式

11。11老人いこいの家「松寿荘」完成

昭和49年
2．14

49豪雪、役場430センチ松里小

490センチの積雪

▲町民体育大会

スポーッを通じて親善協力の精神を養い体力つくり、町づくりをはかろうと昭和
51年から町民体育大会が開かれている。

4．1ホームヘルパー1名新設
6．20 東川小完成、新校舎に引こし

9．30

中立山農村集落センター竣工式

昭和50年
3．250豪雪、役場430センチ、松里
小480センチの最深積雪記録
4．

1

自然休養村事業スタート

4． 1国道353号線認定
7．27

町連合婦人会20周年総会

8，11浦田克雪センター竣工式
8．30二代目の町長に村山政光氏初当

選
10，1国勢調査、人口5，930人

昭和51年
3． 7金丸国土庁長官豪雪地視察
4． 1上川手保育所松之山保育所に統

合
6．27第1回町民体育大会
10．

4

11．

5松里小学校竣工式

県知事冷害地視察

▼町連合婦人会20周年記念

12．1電話ダィヤル化

昭和50年町連合婦人会結成20周年記念総会が開かれた。

昭和52年
3．22

資料館開館

6．5県知事へき地訪問青空集会
8． 4 黒倉集水井水死事故（3名死亡）

、11．

2松之山中央交差点に交通信号機

設置
12．

6

松里簡易水道竣工式

昭和53年
5．20 自然休養村管理センター開館
5．26 大厳寺高原で上越地方植樹祭
7．24 町制施行20周年記念式典と自然

休養村事業完成記念式典
8． 1町老人クラプ10周年記念大会
12． 3

安塚高校松之山分校30周年記念

式典と校舎・屋体竣工式
12．

9松里保育所竣工式

lPoり寸1

交通量の増加にともない交通事故が多発してきたことか

ら︑初の信号機が町中心の交差点に設置された︒
︿交濫信号機設置

12．23 松之山簡水竣工式

蝋︑

﹁籔

▲民俗資料館オープン

古い民家を湯山に移築して、農家の特徴を生かした資料館を開館し
た。観光客のほか、社会科の勉強に児童達も見学に訪れている。

▲豊原ずいどう起工式
鉄道に最短距離の東の入口、主要地方道高田・松之山・

六日町線（現在国道353号）の豊原峠は、冬期間は豪

雪のため閉鎖され陸の孤島となっていた。トンネル工
事の着手は当時町の明るい話題であった。

レ県知事の青空対話集会

へき地、豪雪地の声を直接聞こうと君県知事が来町し
て浦田と松里の二会場で青空対話集会が開かれた。

﹀町制施行二十周年

自然休養村事業の完成と合わせて町制施行二十周年記念式典が自然

休養村管理センターで行われた︒

第六回上越地方植樹祭が大厳寺高原で挙行され︑この二十周年記念

よって﹁大山桜﹂が記念植樹された︒

事業のひとつとして大厳寺高原の不動池のまわりに︑小学生の手に

欝蕪

燃嵩爵蟹鰹く㌻織

〈通年観光元年

スキー場開設により昭和59年の正月か
らこれまでの夏型観光を通年観光へと
脱皮させた。

▼大厳寺高原にブロンズ像

国画会会員千野茂先生作の等身大ブロ
ンズ像（耀）が大厳寺高原不動池のほ
とりに建てられた。

INeり寸ー

▲葛飾と松之山の交流

葛飾区長と村山町長が師弟の間柄から

両町の交流を深めることになり、7月
堀切菖蒲園の分園が大厳寺高原に出来、

また8月には子供交歓会が開かれた。

レ留山ダムの定礎式

天水田で、かんばっに悩まされてきた

松里地区の300ヘクタールの水源を確
保するため、60年度完成を目指してダ
ム本体の工事が昭和58年から始まった。

昭和54年
6．30希望館オープン
10．

9

布川防雪センター竣工式

11．11三省小学校屋内運動場竣工式

12．12川手簡水通水式

昭和55年
3．26

4．

法務局松之山出張所閉所式

1松之山、松里、布川の三農協が

合併して松之山町農業協同組合

発足
4． 1 浦田保育所竣工式
7． 5 町民体育館開き

7．31松里かんぱい起工式
10． 1．国勢調査人口5，182人

11．29松口簡易水道通水式

▲豊原トンネル

豊原峠は急坂、急カーブで冬期間は雪崩の危険におびえて来たが、この豊原峠に
長年の悲願であったトンネル（延長772㍍）が完成した。

昭和56年
1．3056豪雪、最深積雪役場460セン

町商工会館落成式

12．14町農協育苗センター竣工式
12．15

町営住宅完成

昭和57年
1． 1浦田第1と湯之島簡水完成
4．1町の人口5千人割る（4，942人）

4．6布川保育所竣工式
4．24テニスコート竣工
5．17

国道405号線認定祝賀会

9．10越後湯沢駅前に駐車場完成
10．10 第1回町駅伝大会

10．31第1回町農業祭
11．15

上越新幹線開業

12．18 湯本駐在所竣工式（県下初めて

の耐雪設計）

昭和58年
6，17千野茂氏作のブロンズ像除幕式
7．15

葛飾区の堀切菖蒲園の分園でき

る
7．15大厳寺牧場開牧20周年記念祝賀

会
7．29

留山ダム定礎式

8．

3

第1回葛飾・松之山子ども交歓会

12．・3

町営松之山温泉スキー場オープ

ン
昭和59年
3．

159豪雪、観測史上1番の大雪

（松里小590センチ、役場559
センチ記録）

▼駅伝大会

11．19

町内を一周するコースを地区対抗で競う駅伝大会が︑昭和五十七年

11．16豊原トンネル開通式

から始まった︒

4．13東頸消防署松之山分遣所竣工式
8．24峰越林道天水越線竣工開通式

大厳寺高原から長野県境を越える峰越林道︵約六㎞︶が四十七年か

3．31坪野小学校閉校

︿峰越林道開通

松之山小学校川手分校閉校式

ら十年の歳月をかけて開通した︒

チ記録（初の災害救助法適用）
3．27

広報まつのやま〔14〕
町では健康週間の期間中︑松
之山町農協︑浦田農協の協賛に

より︑昨年同様﹁総合検診﹂方
日から二十九日までの五日間︑

伽」
岨崩一一

式による各種検診を六月二十五
町民体育館で行います︒対象者

8：30〜11：00 1：00〜3：00

は全員受診し︑自分の健康を確
かめて下さい︒

ー馨i

嚇＿＿ 酬
聖＿＿岨岬

昨年のガン検診にはご不自由
をおかけしましたが︑今年は午
前でも午後でも受診できます︒

午後の胃ガン検診を受ける人

い︒

は︑朝食を早目に済ませて下さ
▼昨年同様部落ごとにマイクロ

1：00〜2：30
7：00〜8：00
子宮ガン検診

鑑1｝窪鰐都
1：00〜2：30

胃ガン検診

6：30〜1σ：00

40歳以上及び出稼者で
職場等で検診を受けら
れない人

結核検診

者
象
対
午 後 の 部
部
の
前
午

1：00〜3：00
8：30〜11二〇〇

循環器検診

バスを運転します︒

▼検診指定日にこだわらず︑い
つでも受診できます︒
添えて通知します︒

聖
6月16日まで
1 ■詳しくは商工会にお間い合わせ下さい
童

▼詳しいことは︑後日案内書を

※但し子宮ガン検診の27日、28日は午前の部はありません。

昭和59年度

職業訓練指導員の受験案内

ヂ彦穆婁聖き童聖

■試験日
昭和59年7月22日
■受験申請期間 昭和59年6月4日から

霧

※お問い合わせ

役場・保健衛生係へ

各検診の受付時間

舗装修繕工事︑・松

騒
魍
福田道路
︵黒倉︶

▽建第六号

福田道路
▽建第七号
装︵豊田︶

上越舗道

福田道路

六一〇万円

道路災害復旧︑・東

一四〇万円

崩田田麦立線︑・道

二︑七〇〇万円

松口坪野線︑9舗装

団体営地すべり関

団体営地すべり関

七二〇万円

連ホ場整備︵天水越︶

▽産第一号

高橋組

▽産第二号

団体営地すべり関

一二〇万円

連ホ場整備︵中坪︶

高橋組

▽産第三号

農村基盤総合整備

七一〇万円

連ホ場整備︵狐塚︶

高橋組

▽産第四号

二︑四七〇万円

ホ場整備︵湯之島︶

飯塚建設

団体営地すべり関

連ホ場整備︵中坪地区第五次︶

▽産第五号

四七七m

林道中原大厳寺線

二︑五〇〇万円

改良工事

▽振第一号

高橋組

一︑一七〇万円

九三〇万円

林道中原大厳寺線

八二〇万円

四五〇m

福田道路

鏡ケ池復元事業︑

一︑二三〇万円

六二〇m

林道野々海天水越

上越舗道

装七一三㎡

九五〇万円

取付道路一〇〇m︑ 駐車場舗

▽振第四号

福田道路

線舗装︵天水越︶

▽振第三号

舗装︵浦田︶

▽振第二号

高橋組

東川藤倉天水越線

九九〇万円

一︑二五〇万円

崩田・月池線︑・舗

八OO万円

七五〇万円

由尾・田麦立線︑
舗装︵田麦立︶

▽建第八号

地付線︑・舗装工事

舗装︵藤倉︶

▽建第五号

福田道路

︵三桶︶

▽建第四号

大海組

路改良︵月池︶

▽建第三号

大海組

川藤倉天水越線︵藤倉︶

▽建第二号

上越舗道

代松之山線︵松之山︶

▽建第一号

し

〔15〕広報まつのやま

昭和58年度予算状況

1，434，590

1，434，590

1一般負担金（市町村負担金）

1，395，256

1，395，256

▼有価証券︑電信電話債券︵割

ートニ階建二九八・七㎡︶

三六八万円

上越地域消防事務組合︵管理

引債︶額面

者・植木公︶では︑組合管内の

皆さんに財政状況について理解

二台︑救急車七台︵日赤分七

消防自動車一九台︑指令車一

六二台

ほど昭和五十八年十月一日から

政状況を公表しているが︑この

台︑査察車六台︑救助工作車

▼車両

昭和五十九年三月三十一日まで

はしご車などその他一一台

四台︑化学消防自動車三台︑

していただくために毎年二回財

の状況を発表した︒

の後一︑七〇六万三千円を増額し

○石油コンビナート分
五︑一八四万六千円

二億○︑一一六万三千円

〇一般分

▼基金︵財政調整基金︶

▼昭和五十八年度の予算状況

九月末現在では予算額一五億

て三月末の予算額蛙五億四︑三

二︑六一二万七千円でしたが︑そ

一九万円になった︒

▼地方債の現在高︵五十九年三
月三十一日︶

増額した主なものは繰越金の

増額に伴う財政調整基金積立金

1，488，065

の増額等である︒

三月三十一日︶

○円

三億一︑四九四万九千円
▼一時借入金現在高︵五十九年

53，423

▼土地面積︵一〇︶八︑六六六㎡

1，380，422

▼建物面積︵一八︶八︑九五〇㎡

1，522，348

▽開催日時及び場所

年四回の講習を行なっている︒

〇三回目

学科・六月二十五日〜二十六

実技・七月十六日〜二十日︒

日︒

〇四回目

学科・九月三日〜四日︒
実技・九月二十五日〜二十九

日︒

○場所

新潟市新崎二五六︵株︶神戸

製鋼所︑新潟神鋼サービス内︒

○受講資格

満十八歳以上の男子︒

機体重量が三トン以上の車両系

の他質問は︑左記にご連絡し

申込み要領等で不審の点︑そ

▽連絡先︵申込み先︶

建設機械の運転は︑各都道府県

行︵〇二五二︶二四10四四〇

て下さい︒

新潟市学校町二番町学校町ビ

労働基準局長の指定する機関が

なければ︑運転できないことに

講擦叢鋤軸蘇試艦漏慧牽︑

ル2F・建設業労働災害防止

協会新潟県支部

行なう技能講習を終了した者で

労働安全衛生法の定めにより︑

運転技能講習
驚

なっていることから︑建設業労
働災害防止協会新潟県支部では
蓑灘︑

照轟離顯響離懲錨菊撫響溝鵜．

難難奮

講癖繕譲鋤灘購轟難耀燐換難護辮

き︑謝難

醗

灘驚鍵歯礁︑
雛︑鞍叢蕪癬灘認藻盤融

．︑灘騨鞭灘難癬藩蒸．騒翻麓灘嚢

︑灘織鐘轡騒叢縫欝・

．灘撲髭献愛講署轟鴨灘簾灘灘︑︑

き

1，543，190

︵松之山分遣 所 は 鉄 筋 コ ン ク ー

2特定地域防災対策費

0
4，565

費
費

7，451
9，174

千円

建設機械の
騨

灘

鱒

1，428，605

務 管 理

1，543，190

歳出合計

1，433，845

1総

53，423

2財政調整基金費

1，495

会
務

45，274

債
備

1，482，028

1一般管理費

1，441，296

議
総

費

1，491，202

費
費

1，729

収入済額
千円1

予算額
千円
分
区

16，073

金
入

13，110
13，110

0

越
収

17，293

歳入合計

50，288

繰
諸

0
金

50，288

金

入

45，694

公
予

出
歳

出 金

1，000

附

1，000

寄

繰

0
国 庫

20，305

支

入
収
産
財

7，287

6，604

2特別負 担 金
使用料及び手数料

39，334
39，334

収入済額

予算額
千円
分
区

予算額は15億4，319万円
分担金及び負担金

財政状況を公表
入
歳
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絵を描き︑踊りを習い︑歌を
習い︑詩を書き︑創作の喜びを

味わう︒ー一人ひとりが︑気
軽に文化活動に参加できる組織︑

日頃︑何か活動をやってみた

それが文化協会です︒f

いと思われておられる方︑今年
︿会費﹀

五︑○○○円以上

二︑○○○円以上

五〇〇円

は会員になってみませんか︒

一般会員

特別賛助会員

個人
法人

法人一口五︑○○○円

﹁特別賛助会員﹂募集
町体育協会の運営は︑各加盟

1寸等i

日本画︑洋画︑書

︿加盟グループ﹀

道︑写真︑工芸

▼美術部門
▼芸能部門 コーラス︑洋楽︑

能楽︑太鼓︑三味線︑民謡︑

尺八︑神楽︑詩吟︑演劇︑民
踊

▼趣味部門 囲碁︑華道︑盆栽︑
特産工芸︑特産食品

▼文芸部門俳句︑短歌︑文芸︑
詳しいことにつきましては町
お問い合せ下さい︒

公民館電話六ー二二六五番まで

総会と芸能発表会

スポーツ安全傷害保険がつき

より︑機関紙﹁婦人会だより﹂

させていただきますので︑常

なし︵到着順に掲載

によって支えられておりますが︑

時受付いたします︒︶

たりまして︑皆様の投稿をお待

予定しておりますが︑発行にあ

こと︑困ったこと︑ご意見︑ご

嬉しかったこと︑悲しかった

松之山町公民館
した︒六月中に第一号の発行を

を年四回発行することとなりま
通算十年会員になった方は︑

します︒

ちしております︒

婦人会々員

内容につきましては︑編集の

︵但し︑政治︑宗教に関する

▼内容︑字数は自由

▼資格
館体協事務局へ申し込みくだ

各地区体協役員または町公民

▽申し込み

さい︒

投稿下さい︒

は大歓迎ですので︑どしどしご

希望︑ことに婦人会の組織や会
員の意識の向上についてのもの

名誉会員となり記念品を贈呈

▼送り先

ます︒

個人一口二︑五〇〇円

をお願いします︒
▽会 費

集していますので格別のご協力

進展させるため︑賛助会員を募

本協会の事業をより効果的に

ません︒

▽名誉会員

▼締切日

際︑削らせていただきます︒︶

謂発行

﹁婦人会だより﹂

難㎜鑑鰯灘灘

6月24日（日）

力の充実もはからなければなり

人会誌に代わりまして︑今年度

毎年発行しておりました︑婦

難

本来の目的を達成するには財政

▽会員の特典

鯵

4部門で会員募集

団体の負担金と町からの助成等

蔭

美術・芸能・趣味・文芸

文化協会で一番の大部隊︑芸

能部会員︵二一二名︶が一堂に

し合いながら親睦を深めようと︑

会して︑それぞれの芸能を発表

左記により総会を開催いたしま

会員でない方でも入場できま

す︒

すので︑芸能発表をご覧になり

麟蕪懸鱗灘鍵鰯饗

松之山部落公会堂

午前十一時より

六月二十四日

たい方ほぜひお出かけ下さい︒

期日

会場

灘嚢

上越陸上大会で
中学・高校生が

大活躍

このほど陸上競技の幕開け大

会が上越市と柏崎市で行われ︑

松之山町の生徒が大活躍した︒

日・上越市︶

▼中学．上越選手権︵五月十五

一︑五〇〇m①小野塚修︵上蝦池︶

▼県高校春季上越地区大会︵五

三︑○OOm①小野塚修︵上蝦池︶

月十七日・柏崎市︶

四〇〇m①和久井秀治︵水梨︶

正︵天水越︶

①佐藤

一︑五〇〇m①相沢義和︵下蝦池︶

ヤリ投げ

①布施政子︵黒倉︶

︵優勝者のみ︶

①布施政子︵黒倉︶

砲丸投げ
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夜七時頃︑家族で夕食を食べ
ている時こんな話がでました︒

﹁今年の町民体育大会はいつ

﹁七月三十一日だよ凶と答え

だ凶と父が言うと柿が

それを聞いて父はお酒をゆっ

ました︒

さて当日︑みんなバラバラに
私は︑三キロロードレースに

会場に行きました︒

走り出しは良かったのですが

出ました︒

途中はなんとビリでした︒

やっと前の人について行く程
度でした︒

っていました︒

姉はしっかり父の顔をカメラ
に納めていました︒

お昼は母の作ったおいしいお
弁当をみんなで食べました︒

私はこの時︑家族って本当に

こうしてとても楽しい一日を

いいなあ︑と思いました︒

ってみると家族は︑時々こうい

過したわけですが︑今ふり返え

﹁体操着やズックがないから

それを見ていた母が

でも最後になったら道の脇に

話しをしたり︑いっしょに何

かを作ったりしたりする事は︑

本当に明るい家庭づくりの第一

思います︒

歩になるのではないかと︑私は

町民体育大会があってから︑

私はそんな事を考えるようにな

私が大きくなって結婚し家庭

りました︒

をもったら︑家族全員で一つの

父がいて︑一生懸命に応援して

新しいのを買おうか︒

つながりを深くして行きたいと

話題を話し合ったりして︑心の

家に帰って祖父母にいっぱい
そうに聞いてくれました︒

話をすると︑笑ってとても楽し

そして︑明るい家庭にしたい

です︒

も有意義なものとなりました︒

今年の町民体育大会は︑とて

何もせず意識もしませんが︑そ

これからもこういう機会をつ

くり︑明るい家庭づくりができ

家族みんなで話すという事は

みなさんもちょっと考えてみ

てはいかがでしょうか︒

るように工夫したいものです︒
なことだと思います︒

とても良いことで︑とても大切

でてとても楽しいです︒

のぶん夕食の時など色々な話が

私の家では︑家庭の日は別に

考えています︒

う事があった方がいいなと思い

だって初めて親子で体育大会に

に手を当てていたのをやめ︑ラ

父の応援のせいか︑すごく力

ストスパートをかけました︒

した︒

が出て前の人をこしゴールしま

私はとてもうれしくて︑前の

それから少しすると今度は︑

らった事が大きな喜びでした︒

よりも初めて父から応援しても

人をこせたのもそうだけど︑何

大工という仕事はとても忙し

父はうずまきレースになると

た︒

はりきってグランドに出て行き

真新しい体操着にズックを身

ました︒

そして乱戦の結果三位でした

につけ︑ニコッと笑いました︒

しそうな顔は︑本当に久しぶり

が︑あんなにすがすがしくうれ

父は手にささやかな賞品を持

に見ました︒

ました︒

くれていました︒

もちろん︑だれも買って悪い

私はそれに気付き︑今まで腹

出るんだからね︒﹂

そして色々な店をまわって︑

と言いました︒

﹁体育大会にはまだ一回も出
だの︑大会に出て悪いだのなん

きました︒

父にあった色の体操着を買って

場していないし︑今年はちょう
て言う人はいませんでした︒

と︑

くり味わいながら一口だけ飲む

どひまがあるから出てみるか四

父は毎日毎日家族のために一

﹁あ︑それいいね︒いい考え

い仕事で︑一日中遊んだり︑休

生懸命仕事をしています︒

だ︒父ちゃんだって出てみれば

んだりする日はありません︒
力仕事や神経を使う仕事ばか

すると姉も私も

と言いました︒

い い や ︒ と っ ても楽しいよ ︒

りで︑とてもつかれていると思

大人が主役の種目が始まりまし

るなんてめったにない事だもん﹂

だから一日ぐらい体育大会で

父ちゃと母ちゃんがそろって来

楽しんでもいいと思っていまし

います︒

それから体育大会の事につい

と言 いました︒

て色々話し合いながら︑夕食を

ました︒

ん私も当日を楽しみに待ってい

そして母も父も姉も︑もちろ

した︒

父はもう大ハッスルしていま

た︒

それから数日して︑綱引きや

進めました︒

うずまきレースの練習が小学校
であり︑父はその練習に大好き

なお酒もひかえてはりきって出
ました︒
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助けよう立ち直り
7月旧〜3旧のfか月間

第三十四回﹁社会を明るくす
内暴力事件の多発や恐喝︑傷害

事犯の増勢︑中学校における校

1の曽1

る運動﹂が七月一日から三十一

向が依然として認められ︑しか

事件など粗暴な非行の増加の傾

東北電力の

目が疲れるのもあたりまえだ

じゃないかしら？
ったのね︒

今は︑家の中がずいぶん明る
くなったようね︒

︷

年

客◎

︑

弔

︑豊

ださい︒

でください︒

目

っていますから︑さわらない

消してすぐのときは高温にな

●ランプがついているときや︑

しょう︒

は︑電源を切ってからにしま

●ランプの手入れや交換のとき

馨謬

本を読むときなど注意してく

すること︒

●極端なカゲができないように

ラ

なります︒

ムラがあると目が疲れやすく

●明るさにムラがないこと

電気知恵袋

も︑非行の低年齢化・一般化の

この運動は︑すべての国民が
犯罪の防止と罪を犯した人たち

傾向が顕著となるなど︑事態は

日までの一か月間行われます︒

の更生について理解を深め︑そ

いのかといったことを︑話し合

人権擁護委員は︑わたしたち

いぶん暗いところでやってたん

裸電球の下で︑よくつくろい

こうした状況は︑遊興的・享

ものをしたけど︑今思うと︑ず

こうとする全国的な運動です︒

楽的な社会風潮を反映するとと

極めて憂慮すべき状況にありま

今年の重点目標は﹁地域活動

れぞれの立場において力を合わ

の推進による少年の非行防止と

もに︑家庭︑学校︑職場及び地
域社会における人間関係の希薄

す︒

更生の援助﹂で︑少年非行の防

化など少年を取り巻く環境の変

せ︑犯罪のない明るい社会を築

止と非行少年の更生を図ろうと

化に基づくところが多いので︑

せ︑幅広い地域活動を展開して

地域住民一人ひとりが力を合わ

するものです︒

ここ数年︑少年非行は増加の

いく必要がある︒

一途をたどり︑万引きやオート

バイ盗など窃盗事犯の増大︑覚
せい剤・シンナi等の薬物濫用

庭内のもめごとや隣近所とのい

ざこざから︑婦人・障害者問題
など︑人間関係をめぐるさまざ
まなトラブルが起きています︒

人権の
とはどういうことなのか︑

家庭や職場や学校で
共存

そのためにわたしたち一人一人
いろいろな相談を受け付けてい

ってみてはいかがでしょうか︒
▽人権擁護委員

はどういうことを心がければい

日﹂でした︒毎日の生活の中で

日本国憲法で︑人間としての

ます︒

に監視し︑また人権にまつわる

人間関係で悩む人のために︑人

基本的な権利を保障しています

a六ー二一三四

福原一雄さん︵天水越・酢屋︶

権擁護委員の制度があヴます︒

が︑わたしたちの周りには︑家

六月一日は﹁人権擁護委員の

人権擁護委員に

人間関係のトラブルの相談は

防ごう非行

の基本的人権が侵されないよう

・燭■

6
−

一

照明

懸

釜
ラ

第34回「社会を明るくする運動」
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か君

2ヘクタール不足追加受付中
今年の転作計画書を提出して
えても二ヘクタールの不足とな

実積算入面積九〇〇アールを加
っています︒

いただきましたが︑集計の結果

約二ヘクタールの不足となりま

金交付期間が終わった場合でも

保全管理水田で三年間の奨励

転作の追加がありましたら︑

他の作物に切り替えれば引き続

した︒

産業課の農政係へ電話をしてく
き転作対象となります︒

瞬膨翻翻
6月2日︵土︶

医師都合

指定休日

目標未達成となると︑米の買

をした水田に今年レンコン・ク

十六年から五十八年に管理転作
▽6月12日

6月16日︵土︶

い入れ限度数量の減量配分など

ワイ・鯉・大豆等に転作した場

︵⑳五

ださい︒

いろいろ支障が生じてきます︒

松之山の一部︑藤原︑黒倉︑

日

消防分団長会議

老人クラブ会議

︵豪雪被害の現地視察︶

県議会産経委員会視察

傷痩軍人会臨時総会

観光協会総会

町社会福祉協議会

出稼者共助会

心身障害者会議

良質米共励会の打合会

タバコ総代会

森林組合総代会

まで︶

松之山温泉まつり︵20日

町青年団委員会

探鳥会

農業委員会総会

議会総民委員会

隆曝鱒翻圏

19

日

○午前8時から12時まで

11

22

日

消雪の遅れ等により作付困難な

果樹︑林地等転作奨励金交付

○午後1時30分から4時30分ま
で

大荒戸︑小谷︑水梨

湯本︑中坪︑天水島︑天水越

7 乙

982

日

日

日日

12

14

15

26

日

1817

27

日

合は対象となる︶

期間が終わった定着田について

水田がありましたら︑管理転作
等にしていただきますようご協

も︑定着分として目標面積に算
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出資金の配分決まる

月二十六日︑十日町市で理

事会を開き沿線十七市町村

lOのマー

松之山町は㎜万円

の出資金配分を決めた︒

資本金は三億円とし︑出資比
率は︑四十七％が県︑二十％を
民間資本︑残りの三十三％を十
七市町村とした︒

配分額は︑最低百万円として︑

各市町村の人口規模︑財政状況
等を考慮し︑駅が設置されたり︑

校では五月三十︸日で︑消雪日

場前が五月二十五日︑松里小学

積雪ゼロを記録した日は︑役

を解散した︒

とから︑五月三十一日対策本部

雪害対策本部5月釧目解散

町は今冬の異常豪雪に対応し

て一月十八日に豪雪対策本部を

いたため一月二十七日雪害対策

も史上最悪の記録となった︒

設置したが︑さらに雪が降り続

んで来た︒

本部に切り替えて豪雪と取り組

この豪雪もようやく消えたこ

浦田克雪センター前に

く︑昼夜利用できる電話がなか

浦田地区には公衆電話が少な

優先電話にセットされますので︑

利です︒また︑災害・非常時の

きますので︑長距離通話にも便

型公衆電話で百円硬貨も使用で

ボツクス公衆電話を設置
度が高いと思われる市町村に特

ったことから︑このほど克雪セ

温泉等があり乗降客が多く受益
別加算する方法で算定された︒

ンター前にボックス公衆電話が

がります︒利用方法はボックス

役場︑農協︑診療所︑学校等に
電話するときは短縮番号でつな
出資配分

る予定ゆ

追加補正を提出して︑審議され

各市町村とも六月定例議会に

設置されることになりました︒
六月中旬開通予定で工事が始ま

内の案内板に掲示されます︒

農作業のトラクター料金につ
いて︑町と農協で協議の結果次

○整備田
○未整備田

○未整備田
▼代かき

四︑二〇〇円
四︑五〇〇円

四︑三〇〇円

六︑五〇〇円

の通り決まりましたので参考に
して下さい︒

○未整備田

▼耕うん代かき
○整備田
六︑○OO円
○整備田

四︑OOO円

アール当り︵運転者付き︶
▼田耕うん

農作業のトラクター料金決まる

この電話はプッシュ式の黄色

っています︒
六︑OOO万円

▽新潟県 一億四︑一〇〇万円
▽上越市・十日町市

▽民間団体

五〇〇万円

五五〇万円

三︑一〇〇万円
▽松代町

四五〇万円

▽六日町

▽湯沢町

▽浦川原村・大島村・大潟町・
頸城村
三〇〇万円

▽松之山町・安塚町二〇〇万円

▽牧村・三和村・川西町・津南
一〇〇万円

町・中里村・塩沢町

10

北越北線の第三セクター設立
準備会︵会長君県知事︶は︑五

5月l l日松代中学校体育館で約600人が集まり東頸地区住民大会が開かれた

