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三十六年度予算

原案通

五四九︑八

は三璽︑

すと︑

うち主な建設事業を拾って見ま

の増となっております︒才出の

り六〇︑六八三︑六〇〇円

三千円

①林道箏業︵猫山

仙ノ山︶六百十一万五千円

赤倉︑長里

◎産業経済費二千四百八十七万

①し尿車購入百四十万円

◎保健衛生費百五十七万円

四＋一万円

①公営住宅建設︵十三戸︶四百

四＋一万一千円

◎社会及び労働施設費一千三百

＋万円

③プール建設︵中条地区︶百五

一坪︶約百万円

②中条中学校増築︵二教室七十

四百九三坪︶三千六百万円

①十日町小学校建築︵一般校舎

◎教育費四千四十六万七千円

象扉水嚢書一手六再

円

①本町西線街路工事六百九十万

◎土木費一千八百九十万二千円

総額三億四千万円

昭和三十六年度十日町市の予算市議会は去る八日開かれ︑

二十二日の本会議で上程議案を可決︑十三日間の全日程を

会計才入才出予算をはじめ国保︑公益質屋︑上水道︑と畜

終りました︒この議会に上程された議案は三十六年度一般

場などの特別会計並びに吉田簡易水道事業費起債など三十
三議案にのぼりました︒

円

⑫公債費一千三百四十二万六千

⑪選挙費二十万六千五百円

去る八日

の第一回定

OO円にの

◎消防費五百三十三万四千円

となっており前年当初予算よ

⑭予備費百万円

〇円

⑱諸麦出金二一︑八九五︑二〇

円

例市議会に
上程された

三十六年度
＋日町市一

般会計才入

ぼり前年度

才出予算額

より約六千

①消防庁舎新築費四百三十六万

陸海空自資格年令18才・》25才末満

衛官採用受付3月旧〜明1珀

詳細は市役所市民課へ

納視は納税組合今月は年度末でござい
で納めましようますので未納税金のあ

36年度市民税の申告は3月31日までに町内の

る方は3弓31日までに完納して下さい。昭和

市政事務嘱託員か市役所税務課に提出して下

配布してあります。

さい。なお申告書は町内の市政事務嘱託員に

年限りで使5ことができなくなります。

は使いません盛のついているものは今

今まだ使つているメートル系及び尺貫系両目

盛のついたものは指示はかりでは貫匁の部分

けのものに取替えるかです。

を塗料でぬりつぶすか目盛板をメートル系だ

三十四年の

災害は全面的に
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年の七月豪雨災害で而内で二億

災害があり全面復旧をみたが昨

については市事業はもちろん

円余りの被害を受けたこの復旧

国保の拡充︑厚生会舘の建設

興に直ちに連なるものとして推

イ︑魚田川地内

②なだれ防止

旧するべく努力をする︒

二︑池谷︑入山地内H二三万
③林道

ロ．赤倉地内聞一〇〇万円

イ︑鉢地内猫山林道三五〇万

要請中

ハ︑長里地内︑仙之山地内旺

四︑建築

一︑五〇〇万円

イ︑十日町税務署庁舎新築旺

二︑中条新田四千万円∬要請

〇〇層

第三次︑稲葉︑上野間の各線の

高山間︑第二次︑高山︑駅前聞

すでに第一次計画として稲葉︑

ため若干のおくれを見ましたが

木出張所からブルドーザー一台

ておりますが除雪には十日町土

をそれぐ実施することになっ

又手動はかりについては貫匁の部分を削り取

るか、メートル系だけの目盛さおに取替えか

計量器製造修理、販売事業者に依頼するよ5

しなければなりません。その際には信用ある

にして下さい。

六箇出張所は六箇出張所の電話番号は
3418 3418番に変更になりまし

画によりますと第四次は二

士百から駅前通りから田川橋
間︑第五次では本町通り山本間

ルトーザー一台が出動しますか

ます︒

ら沿線の方のご協力をお願いし

〜ξ≧︑≧≧≧■︸ぺ

罷鰐い軽騎黙
道路計画が

決がつけば中沢川への排水と﹀

を考えております．用水の解

ありますが月治川力らの揚水 ／

おりませんがその原因及び対

ある程度可能ではないかと思W

田川への分水竃て流影

﹁答﹂進まない原因を申しま

町二丁目一市民︶

す︒なお参考までに本年の除

別のご協力が必要かと思いま

については市民の皆様から特

います︒叉道路への雪おろし

雪計画を申しますと第一次計

すと第一に流雪溝の施設が整

いであり反晒川の水は降雪時

膏蓋路に積みあげるな

引・第三は露が狭く且量

五・杳の曹讐します烹

ております︒

︵市長室︶

πはほとんど渇いてしまいま 通れる道路にしたいと努力し

除雪を進め一日も早く車馬の

した水は駅の流雪溝で手一ぱ 引続き第二次計画をたて順次

足であります︒田川から揚水

あります︒第二には用水の不 画として高山から稲葉まで十

溢水︑床上侵水などの問題が

備されないため雪を．流した際

押

ゾ
策についてお聞きしたい︵本

い

ノ
十日町市の

ては技術的屠易礁点鍍

場合進んで

﹁問﹂無雪

どうなつている

無雲道路計画は

で︑叉山本から羽根川までの間

②川治川河川改修昼二〇〇万円

第六次は田川橋から中条飛渡ま

③砂防

ショ正ベル一台︑市役所からブ

二〇〇万円

ました︒

グレーダ一台︑ダンプカー三台

①国道関係

二︑道路関係

イ︑船坂地内

④地すぺリ

ハ︑六箇小貫川地内

除男が終り︑いよいよ市内幹線

無雪道路計画は豪雪の

二十二日から始まる

市内をブルで除雪

ハ︑増沢地内﹄四四万円

只六箇地内皿三二万円

国︑県事業についても早急に復

ガス事業の新設など市の産業振

保育所の増設︑水道串業の充実

●︐

みなさん
おなじ参観
するなら女房の
となりで参観
しましょうや

雛凝膨

いよう更に改修を促進する︒

復旧したので再び災害の起きな

◎国︑県道の改良舗装促
進
国でも道路五ヵ年計画をたて

り︑早期に促進を期す︒

強力に進めることにな︐てお

本市の最も必要とする事業で

◎治山林道関係
昨年の七月︑大災害も治山治水
事業が遅々として進まないとこ

ろに原因があったが︑国空も治

進につとめている︒

水十ヵ年計画をたてて事業の促

二︑農業の構造改箪に伴
う当市の農政について
は農委の答申があり︑

その線に沿つた重点施
進する︒

策をとる︒

◎畜産振興◎養蚕振興
昭和三十四年は信濃川の施設

四︑災害の早期復旧

県事業ぞくぞく

三︑社会福祉施設の充実

◎林業振興

国︑

はつぎのとおりであります︒

二︑高場地内皿一三七万円

市長が導入に力こぶ
村山市長は昭和三十六年度国
県事業について︑地元選出代議

士及び県会議員を通じ関係機関
に最後の運動を続けております
が︑現在まで内報のあったもの
一︑河川関係

①信濃川上流改修関係

ロ︑高島堤防床固めH＝δ

イ︑鴨田堤防延長五〇綴

三十六年度市政方針

市民所得の増進

三千九百円

万円も多く

ます︒ます

な︐ており

一般会計の才出の部では

①議会費七百十八万七千二百円

四百円

の後進性を脱却し︑市行政の目標を市民所得の増進と生活水準

会期四日目の十一日村山市長は豆地条件のもたらす十日町市

ぺヘ
マτ，β

A

イ︑八箇池ノ平地内

層︑カサ上げ皿二〇〇層

て
〃

の除雪が実施されることになり

向上について議会と協力して全力をあげ市政に逼進すると強調

＼

肇》

馬

ロ︑六箇田麦︑芋川地内

ハ︑上新田堤防カサ上げ醍三

るよう努力する︒本年度の重点

三年次に当りこれを基本に新事

施策として新市五ヵ年計画の第

藁を加味して後進性の早期脱却
をはかり重点的に事業を推進す
る︒

吼

拶

11■r、冒1・一

し︑大要をつぎのとおり説朋いたしました︒

市行政の目標は市民所得の増
進と生活水準の向上にあります

い公共事業の大巾な導

爾︑政府の重点施策に沿

本年の

②市役所費六千百九十三万七千

円

③消防費一八︑二三二︑五〇〇

④土木費二二︑四三三︑二〇〇

円
⑤教育費七八︑一五四︑UOO
円

⑥祉会及び労働施設費五千二百

八十四万一千百円
⑦保健衛生費一千六万四千八百
円

市長はこの行政目標のため市民
の代表である而議会を尊重し最

OO円

⑧産業経済費四六︑三三八︑八

⑨財産費七百二十万五千八百円

入をはかる
◎信濃川上流改修の促進

陥

命

イ︑川治地内国道改良皿一︑

六〇

ロ︑四日町地内国道改良舗装

H四五〇万円
〇万円

ハ︑下条地内国道改良

二︑本町舗装改修∬五三〇万

円

二︑一〇〇万

ハ︑赤倉地内H一三〇万円

只東枯木又H二〇〇万円

イ︑八箇地内H二〇〇万円

①杯務砂防

三︑治山林道関係

二︑栄橋架橋

ハ︑十日町六日町線八OO万

〇〇万円

ロ︑駅通り地内県道舗装∬六

〇万円

イ︑高山地内県道舗装麗一五

②県道関係

㍉」納ゴ『㌧一

少の経費で︑最大の効果をあげ

昌島鴛牒灘認1おります。

⑩統計調査費六十二万七千二百

欝環験髪鎌貿春駕嬰窃巖篇梵

投資的経費1億余円

十日町市役所
発行所
▽市親申告︵三十一日迄︶

潟︑柏崎︑両津︶

，騰灘驚晶差隙難蕊雲饗望

第一回定例市議会

望幣6千万円の増
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毎月15日
発行
定価一部5円

昭和36年3月23日（木曜日）
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世帯数
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1一η塵

一雪国の風物詩一
ハカリは二んど尺貫系目
尺貫系ハカリ

（衣食交給）
初任給7，600円
待遇

36年5月下旬から
入隊

36年4月1日《・5月10日までの間
試験

市役所産業課にございます。
3月25日迄

聾離題齪三3黍）鐘
八
＿2
動
場岡十十
〇

売リ上げの11％が市の

た。

納税者の年度末も迫りましたが・
皆さんへ県税の納付はお済みでし

ようかo県では明かるい県政を推進するため

前にお知らせしてあるとおり、集金的な徴収

未納の方はいますぐ近くの郵便局、銀行又は
をやめました。

直接財務事務所に納めて下さい。県税のご相

談はお気軽に係に申し出て下さい。

長野産業博に長野産業文化博覧会は
前売券
4月旧から5月2旧まで
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長野市域山公園一帯に開かれます。前売券は

タバコは市内で買いま

1，一。・一マhl一・一一鴨冒1

多

男 ⑳，駒7
女22，8蕊
収入になります

45，427
口
人

しよう

縫灘）1童1羅鞭．月

1閣螺醐
謁▽定▽▽中▽（▽新▽▽日▽日▽

0

（昭和32年6月5日第三種郵便物認可）

昭和36年3月23日（木躍日）

ち

密
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お
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市

第53号・
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市報とおかまち

第53号

昭和34年度一般会計才入・才出決算
予算執行率は97％

日召和36年3月23日

（日召一和32歪戸6目5日第三種．垂器奮運物葺想可）

（木日曜）

財政のお知らせ

昭和三十四年度一般会計決算は予算総額246．492，838円に対し才入240，452，744円、才出238，571・595円で

差引1，881，149円の黒字となり35年度に繰越となりました。又才入における予算に対する収入割合は97・5

昭和36年第1回の十日町市財政事情を公表いたします。

％で予算に対する執行割合は96・7％であります。

今回の公表は、昭和35年度会計予算の第2。4半期と第3．4半期（昭和35年7月

1日から昭和35年12月31日）におけるその執行状況等について一般会計と特
市役所費

市税126，598，562（527％）

箋藝…i…一

地方交付税

国庫支出金

社会及労働施設費

28，048，224（11。7％）

産業経済費29，157，837（122％）

一

予算額

公債費12，368，670（5。2％）

翌年度へ繰越

保健衛生費

ロ

ロ

難難灘

4．1％乙・

じ

レ

o

圃
圃
圃

予算額42，453，980
58．5％
24，906，301

国庫支出劉

社会労働施設費

予算額43・329・60077．5％

支出済額

53％

『

lll幽1

一時借入金の状況（千円〉

N

行

政財

M

産

才入1．906

上水道36・659穿翻溜
528

973才出528

醒麟

．謙醗

市税
1人当り

2，924円

総

額

287，636

公共
公

用

用財産
財

小

産
計

財産
財 基本
政 特別基本財産
財 積 立
金 穀
産
小

普

計

通

財

産

建
建
建
土
預
預
預
土
預

目

土

物

士

物

土

公
土

物

建

合

計

建
預

地

11，506．60

地

42，777．80

債

地

物

土

地

公社

高

31．271．20π12

地
金
金
金
地
金

社

産

地

物

2，669．40
6，185．00
8，854．40
16．105．000配2

267．6000円
4，783，680
16．105．000蹴2

5．051．280円
754，000
101．779．7，π2

1，624．9
16，249，557．50
10，479．30

5．805．280円

1︑︑Nー

才入

髪量総罐務部摯

険人89

才入1。781

料嬰円

9・022才出5．683

公益質舗30・22才出2．212

と畜場

蕪i亀、
保18

国保診療所

種

区
M

63，721，953

市有財産の状況
分
財

市債の状況（千円）

濯薩

才入24・390
国民健康保険 40・183才出25．381

市民の負担状況

44，804，860

予算額91・666・64069．5％

支出済額

特別会計（千円）

33，598，855

予算額59・748・24074．9％

支出済額

予算額138，968，980

り

ししのじ
ウ ロ
乙ρ．。

o

28，508，829

16，193，430

支出済額

54，369，00089％

予算額53，670，660

収入済額

雛iii
びロ
逆iil

ロ

予算額23・035・30070％

支出済額

予算額59，967，000

収入済額

膓

維持・修繕費2．8％

繰越

讐

債

予算額33，200，000
5，600，000 L7％

収入済額

その他
の経費
龍財源、1

の．他1燃

44

國
國
國
國

そ
市

30
3
0
53

収入済額

ハ∪9

予算額84，478，690
25，112，358 38％

議費4，569，899（1。9％）

統計調査費866，700（0．4％）

慮存財源1

支出済額

5，887，961（2。5％）

選挙費1，449，077（0．6％）

繰入金200，000（0。1％）

予算額口予算額
Illl胤ll醐1離

ワごマユ

1，881，149円

（晴和35年12月31日現在）

280，866，200円

5︐5

1，257，679（0。5％）

肇繰越金1，188，963（α5％）

、
収入済額

財産費7，003，666（2。9％）

一般会計収支の状況

黙圃

1，519，416（0．6％）

；＝

一一

昭和35年度

消防費13，978，672（5。9％）

寄附金4，526，550（1．9％）

公営企業及財産収入

ます。

土木費18，637，638（7．8％〉

5，539，193．で2．3％）

分担金及び負担金

して収入の確保と冗費の節約はもちろん、財政の効率的運用を図り健全財政

諸支出金20，147，644（8．4％）

7，103，259（29％）

使用料及手数料

じます。なお今後の運営にあたりましては市民の福祉増進を本旨といたしま

36，970，204（15．5％）

を確立すべく努力いたしますので、市民の皆様のご協力とご理解をお願いし

債7，900，000（33艇）

県支出金
一

ll会計の概要を各種の表によりのべてありますので、ご覧いただきたいと存

教育費39，340，588（16、5％）

46，633，000（19。4％）

…妻…雑収入9，937，898（4．1％）

一市

48，192，969（20，2％）

N︑N

最近・国保・ずがれ
医療費値上︑給付拡大で

最近の国保の状況を要約いた
然として百四︑五〇万円の赤字

O万円程度の黒字が出ますが依

はじめてきていることがわかり

双悪性新生吻︵ガン︶も目立ち

の疾患︑精神病神経症等が多い

も歯の疾患高血圧症︑消化器系

保険料の増額が必要
しますと①医療費値上げの 問 題

の助成︵繰入金︶も多額に増額

が残ります︒市の一般会計から

の予定であり市民負担を少しで

ます．

②給付の拡大の二つがあげられ

市の国保としましては来年度
も軽くしたいため努力していま

市としても皆さまと共に努力し

た面の予防活動が必要であり︑

ます︒

給付がどう伸びこれによって皆

ちになると思われますので市民

すが大体前に述ぺたようなかた

たいと思います︒

今後の国保事業としてこうし

かなけれはならないかと申 し ま

様からどの位の保険料をいただ

ご協力を特におねがいしΦしす

皆様のご理解を得まして何分の

つでも給付の内容をよくしてゆ

1，068

付を新しく行うことにすると医
療費の値上げ分も加えて大体一

きたいと思っています︒なおご

1，043

すとます入院の給食︑寝具の給

世帯平均五六〇円︵一期当︶九
参考までに本年度︵五月︶の傷
病統計に疾病量︑費用額ともに

20．7

された時以来勧業係として設計

故郷の十日町市をなつかしみな

の米寿を迎えられ︑益友健在で

年一月一日の誕生日で八十八才

名誉市民の中山竜次先璽は本

椅子﹂をお贈りしお祝いをいた

おられる春日由三氏と共に﹁藤

し︑璽︑示十日町会の会長をして

決定し︑過日市長と議長が上京

の園児たちに毎年温い贈物をし

を心配し︑︑生活困窮者や保育園

の自宅にあって常に郷里のこと

十日町市長を退職された後棄京

野清一平氏が代表としてお祝いを

せんによつてフトンを仕寛て庭

り︑これを婦人会や有志のあっ

果︑約四万五千円の零ヰ金が集

子に腰をかけ 東京の夜景を眺

これとは別に樋﹈市議会議長︑

持ち続けられております︒なお

寄付を下さるなど郷土愛の心を

いと加入できなくなりますから

応募資格

前記フンシャル地区移任者と

委会長の三氏が発起人となり一

般からお祝の呼びかけをした結

払いが可能である︒

渡航費及び携行資金

渡航費は全額政府が貸し付け

ら五十万円まで︶のほか携付

るが土地代頭金︵二十万円か

年来︑伸びゆく十日晦の姿を︑

市のできごとや施設︑風景など

お知らせするため最近の十日町

お祝いいたしました︒この種た

を織込んだアルバム一冊を贈り

れ市民の皆さまにくれぐ．れもよ

の慰労に先年はすっかり感謝さ

ておりました︒

ろしく伝えてくれるよう申上げ

要であ一る︒

資金として約二十万円以上必

三月二十日︑四月二十日

募集締切日

五月二十日︑六月二十日︒

納税組合に揃って加入しょう

皆さんご承知のとおり︑市で

な気分になるのとは︑大きなち

徴収され︑叉催告されて︑いや

滞金︑延滞川算金等余計な金を

今年から自主納税で

は納税組合奨励のため︑十日町

％が組合員として納税を完了さ

数三三〇組合︑全納税者の八三

今ま査に設立されている組合

がい炬す︒

市納税組合補助金変付規定を設

けて︑納税者の緯合による納税

昭和三十六年度の市税は四月

を︑おすすめしております︒

から始まります︒市では今年か

れております︒

いますぐ酊内の組合長にお話

らむだな経費と多くの人員を必

て下さい︒組合におはいりにな

しされて︑組合納税の準備をし

要とする訪問徴収をやめ︑納税

市に納めること︶をお願いする

こと︑心配なことがありました

るにつれておわかりにならない

者の自主納税︵納税考みずから

ことにしましたので︑組合に禾

ら組合長蔓税務課︵電三二一

加入の方は︑朋日といわす︑町

内の組合に加入し納税して下さ

番︶にお尋ね下さい︒

︵税務課︶

納が︑われらの郷土を築ぐ基︒

税金は納税組合で完納し︑完

い︒組含に加入され納税されま

すと︑納税額一〇〇円について
二円の補助金が変付されますの

で︑滞納されて督促手数料︑延

四月からはじまる

しかし︑この国民年金印納で

国民年金の保険料納付の方法
保険料を納める乙とのできるの

四月から拠出制国民年金の保
険料徴収がはじまります︒

って︑翌年度の五月以降に前年

は︑翌．年度の四月までの間であ

届け出た人に対しては︑すでに

O国民年金の被保険者として

険料を納めようとすると．きは︑

度分の五月以降に前年度分の保

社会保険出張所から発布される

社会保険出張所から﹁国民年金

すが︑この手帳に﹁国民年金印

手帳﹂が送付されているはすで

なければなりません︒

O 保険料の額は︑三十四才ま

納入告知書によって現金で納め

って保険料が納付されたことに

百五＋円です︒

では月百円︑三十五才以上は月

紙﹂をはりつけて︑これに而町

なる︒国民年金印紙をただ買い

村役場で検印を受けることによ

求めて所持していても検印を受

同様．

償分譲とする︒価格は最低六

とになりません︒

けなければ保険料を納付したこ

一戸当り平均六診の土地を有

六五︑三〇〇円から最高一︑

請求は十五日まで

三十六年の繭の生産

百トソ
繭の牛産五ヵ年計画の第二年

いわゆる特別弔慰金を受ける権

施行された遺族等援護法による

昭和二十九年四月十五日改正

等における営外居住者の動務を

務︵もとの軍官．衛及び特務機関

おける事変憂は戦争に関する勤

ては昭和十二年七月七日以後に

二千四百七十五ノに終り︑つい

団的違作による減収があり年産

おります︒昭和三十五年度は集

産技術対策の完壁が期待されて

百二十ヂ目標を実施しようど生

目として昭和三十六年は二千八

利の消滅時効はいよいよ来る四

︵公務上の傷者を除く︶により

除く︶に関連して生じた傷者

達成できませんでした︒桑園面

に牛塵目標＝千六百四十三ノは
ります︒つぎの該当する遺族で

月十五日をもって終ることにな

遺族特別弔慰金

生産目標二千八
三三三︑五〇〇円までで分割

入植条件

して参りました︒一方市でも鐸

巫十日町小学校の建築に際しき

めているとローマ時代の帝王の

国民年金の届出は二月末現在

ご注意下さい︒また七〇才にな

自営開拓移住者

ャル地区自営開拓移住者

◎リオ●デ・ジャネイロフンシ

募集世帯数

す︒

事務嘱託員を兼ねておられま

山内十日晴新聞社女長︑庭野農

ような感がある と冗談を言わ

中山先生を慰める

米寿を祝 い贈物

しました︒中山先生は早速藤椅

がら東京の自宅で余生を楽しん

でおられます︒市では中山先生

れながら感謝しておられまし

のお祝いにあたりますますご健

康にお過し下さるよう特に一月
た︒

ご承知のように先生は六年前

市議会に相談した結果︑全議員
喜んでお祝い申し上げることに

届出はお済ですか

七八・一％で好戚績をおさめて

手続きをとっておられない方は

られて未だ老令禰祉伍金の請求

国民年金八割が届出

わすかの期間しかありませんか

おりますが︑制度発足まであと

尚︑今後七〇才に達する万は

て下さい︒

七〇才に達した日以後︑できる

三月中に是非請求手続きをとっ

ます︐特に明治三九無四月一日

ら︑禾だ届出をされない方は是

から明治四四年三月三十一日ま
だけ早月に請求手続をおとり下

非早く届出下さるようお願いし

でに生まれた万で︑任意加入の
さい︒

る︒

して約二〇万円以上必要であ

五十万円︶のほか携行資金と

が土地代頭金︵十一万円から

渡航者は全額政府が貸付ける

渡航費及び携行資金

る︒

円までで令割払いが可能であ

から最高一︑六七四︑000

価格は最低四七四︑四〇〇円

譲する︒

大一五・六⑫の土地を有償分

＝只当り鶴脳少山ハ．一二鯵から撮凧

入植条件

な場合は夫婦二八でもよい︒

する家族︑ただし資金が豊富

原則として働き手三人以上有

応募資格

四十八家族︵全国公募︶

できる人は今月中に届出をしな

応募資格

を基幹として満十五才以上︑

家族全員心場共に健全で夫婦

満五十才未満の働き手三人以

ラジル国との間に移住協定が結

しがきわめて明るくなってきま

上を育する農業者︑巫は農業
経験豊冨なもの︒

入植条件
一戸当り二五⑫の土地が有償

で七︑五〇〇円︶︒農薬︑種

で配布される︵土地代は邦貨

政府は去る十五日国勢調査で

事務に従事︑指導員として︵当

◎サンパウロ州ジャカレー地区

渡航費は全額政府が貸し付け

募集世帯数

渡航費及ぴ携行資金

OO円︶が麦給される︒

か生活費︵一戸当り約八︑O

苗︑農機具等が供与されるほ

発展途上にありへ種的偏見の

功績顕著なもの三十六名に監綬

時係員は殆ど調査員を兼任︶昭

六〇家族︵全国公募︶

るが携何資金として十二万円

集締切日

以上必要である︒

募集世帯数
二〇家族︵全国公募︶

橋架の修築田野の墾關︑森抹の栽培︑水産の繁殖・農商
工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者翼は公

褒章を授与すると発表いたしま

事務に活躍︑退職後も各回国勢

和二十年退職するまで各種統計

同の事務に動勉し勇効顕著なる者に賜うものとす．

口孝治さん︵七一︶が藍綬褒章の受

したが瓜県で十日町而泉町．の関

を深めなければならないごとで

績を下回ったことは経営ヒ反省

当り五二・六キロであり前年の実

昭和十二年七月七日︶以後死亡

死亡を認定された者については

積四千七百⑫として一〇アール

この弔慰金の麦給の適用を受

十年九月二日以後においてその

けるものは次のものであること

無理な計画ではなく技術の改善

昭和十六年十二月八日︵昭和二

事業所統計調査︑小売物価統計

①麦那事変甲︵昭和十二年七月

た漆し軍人︑準軍八を退載後

と経営の合理化によって繭の生

未請求の方は．至急十日冊市社会

調査などあらゆる国県の統計調

七日から昭和十六年十二月七巳

年︵結核性疾患及び精神病につ

死亡した者については退職後一

世界工業センサス︑商業調査︑

関口さんは日本で国勢調査が

査員として現在もなお老令なが

まで︶に生じた公務上の傷病に

調査はもちろん工業統計調査︑

始った大正九年の第一回以来昨

ら第一線で活躍して職務執行に

より昭和十六年十二月八日︵昭

を図る計画です︒

産増強を実現し農業収入の増大

で晴れの褒章を受けることにな

年の第九回まで連続調査員とし

ついては周到緬密︑人に接して

した者の遺族に限る︒

いては三年︶以内において死亡

章者に選ばれ二十九日首相官邸

て専念された人であります︒

はこん切ていねいな人格として

その死亡を認定された者につい

和二十年九月二日以後において

福祉事務所へ申出て下さい︒

功績調査によりますと大正八

民生委員︑町内納税組合長市政

尊敬されております．尚現在は

量六〇キ︒は技︑術的にみて渓して

あります︒一〇アール当り収繭

年十日町役場蜜記として採用さ

した軍八及ぴ準軍人の遺族︒

れ翌年第一回の国勢調査が実雁

りました︒

三月二十日

い◎

・サーレス植民地自営開拓移住

◎アマゾナ州︑エフィジェニォ

︵秘費課内︶に申し込んで下さ

飛と希望する八は県海外協会

移住者わ募集中ですから海外雄

た捨今︑次の要領でブラジル

明るい将来が約束されます︒

もの︑努力するものに限りなく

ない南米の新天地では能力ある

人の移住を歓迎しています︒

の経済発展のため︑有能な日本

餐八口の少いブラジルでは自国

した︒国土が広く︑資源が豊か

ばれ︑日本人の南米移住の見通

昨年十月十四日︑わが国とブ

プラジル各州で

日本人移住者を歓迎

平

ます．

全結核が多く次いでどの地区と

家は常に退避等について充分
注意すること︒

四気温の上昇した日ばかりでな

く常にラジオ︑テレビの気象

1，066

教育衛生慈善防疫の事業︑学校︑病院の建設道路河渠堤防

藍綬褒章とは

状況に充分注意すること︒

』434

10．5
16．2
11．4
18．51

均

997
979

1件当り費用

185％
19．0

十目町地区
中 条地区
六 箇地区
川 治地区
吉 田地区
下 条地区

（1ケ月間）

受診の状況

ち036円

受診率
区
地

三円位程度の増額が必要であり

三十五年度単年度として は 五

ナダレに気をつけよう
これからがシー︑ズン

二多人数で歩行する場合には一

ること

いよいよナダレシーズンがやっ

列で各自適当な距離をへだて

豪男の被害も一応おさま﹁て

てきました︒最近気温もぐ っ と

連続九回も国勢調査員

三ナダレの予想される附近の人

上り︑各地にナダレによる被害

【写真はナダレの多い新水地内】
て歩 行すること︒

が続発して新聞紙上にその惨状

らのシーズンを控えてつぎのこ

孝治さん
関 口

者

が報ぜられておりますがこれか

とを守り事故のないよう注意い

一ナダレ危険の標柱が立てられ

たしましよう．

てある所は充分周囲に気を配

藍綬褒章に輝く

（昭和32年6月5日第三種郵便物認可）
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新し く嘲年生を
学校へ逡られるお父さん
お母さん方へ
いた﹁ヨゼフとその兄弟たち﹂

した体で通るようにして下さ

とりもどし︑校門をビチビチ

今のうちに︑すっかり健康を

さいませ﹂︒

がございましたら︑ご指導くだ

なお︑その他お気づきのこと

きましたらいいのでしょうか︒

トーマス・マンという人の書

という本の最初のかき出しに
い︒

は︑ほとんど測り知られぬとい

ては︑地元の学校から︑いろ

ご︑入学の雌備するものについ

分の名前ぐらいはかけるように

︹答︺交字は︑入学までに自

﹁過去という泉は深い︒その底

ってよかろう﹂という言葉があ

その他字なども︑名前ぐらい が停滞するとピシューム菌の被

次に数字は十までできれば上
等です︒けれどもこれはただか
ぞえるだけでなく︑二つと三つ
で五つ︒五つと五つで十︒とい

うように数の蓬き方がわかって

・五

〜一・八ヂ．

委︑市長釜︑教委の順となって
います︒内客は一般相談五四四

件︑苦情一四四件︑陳情一一九
件︑要望一〇嘲件となっていま
す︒

簡易保険

公共に役立つ

郵政省では簡易保険の契約高
維持強化運動を展開︑特に三月
中は払込保険料確保の月として

おりますがこの簡易保険は収納
された保険料が地方公共団体等
の融資に利用され道路︑住宅︑

単校などの建設資金になって公

ております︒この重大な使命を

共の福祉に役立つよう運用され

料を確実に払い込んでいただく

十分はたすには是非毎月の保険

︵植︶を行なわないといろい

をして順序よく計画的に播種

る︒最も多く行なわれている

雪の上にまく方法などがあ

ける︒畦を作る︒土砂などを

まで直射日光の不足と粗飼料の

春先きの家畜の管理は︑これ
風乾による乾草やエンシレージ

対的に不足していることです︒

に精進できることの仕合わせを

児童生徒と共に孜女として斯道

しておることで︑す︒これについ

状を授与されたことがありま

に新潟県警祭本部長よりの感謝

第三は保健面で︑次のような

す︒

ては未だ幾多の疑問点はありま

すが︑交郡省の方針に従って鋭
意その研究と実践に意を注いで

1︑眼疾の児童生徒が多い︒

傾向が児童生徒にみられます︒

いうこと︒

3︑骨格にねばりなく︑弱いと

2︑う歯の児童生徒が多い︒

おりますし︑明年度にせまった

全力をつくしております︒

教科課程の改訂に︑四人の職員

第二に冬季における生活面に
ついては︑中平部落の児童生徒

と歯みがき運動の励行

1︑夏期休暇中のう歯完全治療

2︑年間を通しての洗眼塞弛
3︑流感防止のための諸対策と

父兄教育の輿践
4︑︑︑︑ルク給食の実施の熱望と

その準備対策
5︑生活改善の励行

等々の対策や実践に努力して

最後に私達職員︑児童牛徒百

います．

4︑全般的に病気に対する抵抗

番末っ子のようなのが名力山校

二十有余の兄弟学校のうちの一

︑ 学校
山4

の完全送迎を父兄が毎日分担制

いということ．

力がなく流感等にか＼りやす

です︒

名ケ

余名は一意豆派な社会人として

で担当していることと︑名ヵ山

これらのことに対しては年間

雛同題 材指導
校赤十字少年団活動の一環とし

の健康教育を通じても対策をね

励行であります︒なお︑この活

会と連絡を密にして

策ではどうにもしがたく地域社

っておりますが︑学校だけの主

願いします︒

の皆女様の御麦援と御鞭捷をお

よろいく市当局︑並びに而民

が︑この大十日町市の小学校が

ての樽沢︑中平部落間の約六キ官

成長するため精進しております

に亘る雪崩危険標識の札豆とそ

動については昭和三十四年二月

の管理等による危険防止対策の

て︑やがて次第に南の気団がい
ノ
ぼの

ボ

優勢になってくる時期です︒ −
ぺび

したがってぷ

多く︑これが笙嚢蟹
る 木の芽時の健康6として

題をふくんでいます︒いわゆ

をつける必要があります︒春

体の弱い人も強い人も十分気

先きの結膜災︑春期カタル︑

掃して︑清新な気持でわが家

とめたいものです︒進学︑就

われます︒急激な気温の変化
に体温調節が順応しきれない

胃カイヨウも春先に多いとい

家庭では︑ランドセル︑机︑

うに感じられる場合も多い︒

で平熱が高くなり︑び熱のよ

職などこどものための出費が

洋服など︑中高生の制服︑大

そうした季節の変化に肉体の

す︒人間のからだは︑外界の

準備の予算以上にこまぐし

変化に応じて適当に調節でき

いろな故障が起ってくるので

はぶく注意が大切です︒新入

ほうが応じきれないと︑いろ

学の子どものための出費など

っている．あなどらす規則正

るように自然の機能がそなわ

た身のまわりの雑費がかさみ

も細かに家計簿の一ぺージに

しい生活もほどよい運動︑十

です．

的な健康法で解決できるはす

分な栄養というきわめて常識

暖いしめった気団と︑北の冷

ネく

せると共に︑なるべく生の多汁

くくきくぐく

んで与えで青草の時期を迎える

質即ち生野菜類を飼料の中に含

様にする事が必要と思います︒

ることにもこれが原因している

害

融

資1

付と重復して差麦えない．従

日歩二銭四厘六毛

五利息

は場合により認める．

関係被害者の援助に雪害融資が

六重複貸付 この貸付は他の貸

貸付の三分の一以上あっても

って現任借用中の残高が当初

八現在貸付中のものについては

迄．

七申込受付期間 一応三月末日

貸付の対象とする︒

一貸付対象商工業者でこのた

受けたへ．

二貸付の限度

五ヵ年以勾℃な

延長︑据置期間を設ける等の

被害の程度により貸付瑚聞の

ご相談に応じます︒

るべく長期間貸付の相談に応

六ヵ月程度の据置

対する綜合研究機関を設置する

藤副議長が出県し︑県議会に請

進めておりますが去る十七日近

願の手続きをしました︒現任政
決定しておりませんが︑設置を

府では研究所を設置することを

日町市議会ではこの機会を逃さ

必要性を認識して参りました十

す研究機関設置運動に粟り出し

見込んで富山県︑山形県なども
ビタ︑︑︑ンの不足は発情の徴弱︑

げております︒

と共に候補地として名乗りをあ

し県下でも長岡︑高田市が当市

誘致連動に働きかけております
排卵の機能減退を起しますし︑

国的に認識を受けるよう仕事を

市でも而長会︑議長会を通じ全
や子宮朝帯が弛緩して難産の原

それに運動不足が重って子宮筋

ことです︒良質の澱粉の不足︑

の熱心な陳情に動かされ暑害に

害を与えました︒政府毛も地元

今冬の豪雪は県下に甚大な被

雪害総合研究所

誘致に猛運動

四償還万法

じます︒

三貸付の期間

法人二〇〇万円以内︒

個人一〇〇万円

びの嘗で直接︑間接に被害を

のとおり廼す︒

行われますが︑融資要領はつぎ

このたびの豪雪により商工業

雪

ど・つぞこ 利用を

べましたように結局日光浴をさ

とも言われております．以上述

因ともなりますし︑後産停滞す

い気団とおし合いへし合いし
ナラとくノぐンタペくく

み始めます．このころは南の

﹃健康﹄木のめや花がふくら

学期の参考になりましょう︒

記録しておけば︑弟や妹の入

ますから︑廼きるだけムダを

学ならば入学金など︑かねて

かさむ月です︒一年生を持つ

の生活を向上させることにつ

﹃塚計﹄冬乙もりの気分を一

轍回

市民相談室

多い税務相談

昭和三十五年中の市民相談室
の利用状況がまとまりました︒

いてほしいと思います︒進んだ

お子さんは︑ほうっておいても
一ヵ年間の相談件数は九〇八件

四〇％を占めて最高です︒つい

相変らす多く三六五件と全体の

で各課別に見ますと税務相談が

十ぐらいまでわかっています
が︑そうでないお子さんでした
ら︑むりに十までやらせるより

五つ位までをます完全にこなし
で市民課関係のもの一〇八件一

丁九％︑︸緩墨〇三件で三

ておく方がよろしいでしょう．

その他の主なしつけとしまし
番目︑以下財政の八三件︑産業

こと︑人の話をよくきくしつけ
なども必要でしょう︒

めに
ンゲの幽目成
ビシューム菌による被害が増大

排水を十分に行なう︒例えば排

のでせいぜいご利用下さるよう

って保険料の割引もございます

ことが一番でまた団体払込によ

消雪後の施肥は尿累二・五ヂ〜
お願いします︒

︵ロ︶

三蓄︑溶燐七試〜八キロ︑塩加一

どけ水侵入防止など︒

水路の手入︑排水溝の特徴︑雪

八○件︑衛生︑庶務︑福祉︑農

ては︑大小便のしつけ︑ひとり
で着がえをするしつけ︑自分の

しておいた方がいいでしょう︒

ものをきちんと一ところにかた

いろとお話しがあると思いま

づけるしつけなどがたいせつで

りまして ︑ 私 た ち の 心 に 残 っ て

などとおどかして教えることの

いものです︒その他︑自分の名を

す︒これはぜひしつけておきた

けれども教えるとき﹁名前がか

ないように︑楽しみながらおぼ

すし︑入学前に一回か二回学

思いますので︑そのとき話し

えるようにさせて下さいませ︒

校へ行くところもでてくると

もについてみますと︑﹁子ども

あって無理のない︑むだのな

のマンの言葉にならって︑子ど

という泉は深い︒その可能性と

い用意をするように︑心がけ
これは︑学校へいってからの学

考えさせてくれていますが︑こ

いう底は．ほとんど測り知られ
てい た だ き た い と 思 い ま す ︒

習態度に大きく影響するもので

けないと学校へあがれないよ﹂

ぬといってよかろう﹂と言える
主︑子どもさんの心がまえにつ

よばれたらはっきり返事をする

ように思います．このごろ問題
す︒もちろん︑交字はひらがな

今冬の豪署により雪消えもか

レ

雪割を早

です︒

う人の本の中に︑入学前の子
ども の た め の 問 答 が あ り ま す

きましては︑波多野勤子とい

たりきい た り し て い る と ﹁ こ の

ので．おかりしてのせてみま

がつぎつぎに起って世間を︑に

子どもだけは︑せめても⁝⁝﹂
す︒

ぎわしている青少年の姿を︑見

との願いと︑可能性を信じて︑

︹問︺﹁来年から学校へ行く

が︑学校へ行くまでの一年間を

男児を持つ母親でございます

さて︑入学されるまでに︑ど

願っております︒入学まえに︑

有意義にすごさせてやりたいと

す︒

校門に送られる心を偲ぶ次第で

でしょうか？︒次に一しょに考

んなことを考えて行ったらよい

書けるようにしておいた方がよ 害が増大し︑レンゲが全滅する

︵イ︶圃場か

で消雪を促進する︒

しつけておかなければいけない

﹁ここをなおしておきなさ

いの∈しょうか︒その時はカタ 危険があるから︑排水路の雪割

③消雪後の管理

するので土まきや焼籾穀の撒布

ごと︑また知っておかなければ 後の消雪対策を十分研究して被

なり遅れる見込みですが︑レン

えて頂く問題をひろってみます

ならないことなどについて︑お 警のないようにしましょう︒

ゲ栽培についてつぎのような今

一︑このあいだ︑地元の学校で

教えくださいませ︒

い﹂と お 話 し の あ っ た と こ ろ

カナでしょうか︑それともひら を計画的に行う︒

①排水溝の雪割1︑消雪時に水

が︑そ の 時 ︑ お 医 者 さ ん か ら

入学前の健康診断をしました

を︑今のうちに︑ぜひなおし

根雪期間が長くなると菌核病

がなでしょうか︒また数なども ②土まき︑焼籾糧灰の撒布
どれくらいまで︑かんじょうで

撒耀の家畜⁝灘㎜

ていただきたい︒

学校では︑集団生活をしま
すので︑いろいろの点から︑
隔q一曙幅．．一一p一9一鴨q輔一一一一一隅鴨﹃噛−嘲一一隔一．一一⁝．一一冒瞬一一﹃噂瞬ロヨの隔h﹄噂一⁝﹃一⁝一﹁曽qq欄．．．p一一一旧一一一一一．⁝一喝一一曜一・⁝一賜冒呵一一⁝三噌噌一一⁝三⁝一⁝ミ周一三三⁝ξ亀

分だけの問題ではない︒雪の

のが最低の方法である︒泥水

て収量が減する．一般に消雪 方法には水田の場合に水をか

一下にある作物に日光を当てた
ろの農作業がかち合って︑多

川砂︑黒土等を坪当り二升位

︸春を待つ心の強いのは気

臨り︑一日でも早く水稲やそさ

する時期の作業ができない場

忙な 時 が 一 時 に き て 作 物 に 適

り特にビタミンCやAが少ない

中にも相当の養分量は落ちてお

生野菜類を飼料に

⁝いなどの種子を播いて適度の

問題で飼育に神経を使っておら

m

⁝ 生育期間をとり︑生産増加を

れると思いますが︑今月は飼料

いたより一三一

し

ハ

障害の大きな誘因︑原因になる

ます．それは乳牛に於ける繁殖

ると次の様な病害が現われて来

この様な飼料と運動不足が重な

している場合も多女あります︒

していますので変質したり腐敗

状態です︒その上永い冬期を越

をまけば目然のま＼にしてお蜘
ゆ

えられることは多汁質飼料が絶

前記の飼料を頭に置いてます考

細密な飼料の分析はしませんが

となっている現況です︒ここで

他は野乾草と購入濃厚飼料が主

類で補足しているに過ぎすその

してはサイレージ︑着午の根菜

は青草は全然なく多汁質飼料と

本而の粗飼料は冬期間に於て

う︒

の問題について述べてみましょ

合が多く︑結果的には生産が

すぐ潰雪を始めましょう

町期したいからではないだろう

一か︒稲は播種田
隔植共に遅れると

■

日早く消雪しm

では魯消材料

た例がある︒

をいつ撒けば適期かというと

並日及
減っ て 収 益 が 期 待 に 反 す る こ

噸収量が落るし︑

一穂数が減少して

︸播種が遅れ若苗を植えれば分
︑試験結果によれば三月上旬

一〇移以上降鋸のあった時に

とになる︒三ヵ月気象予報で

はもう一度撒いたほうがよい

㌦になったり︑倒伏を招いて減 は今月中旬末頃風雪が強まり

われているし︑昭和二十年以

相当の降雪があるだろうとい

岬けつが過剰になって秋落状態

そさい類︑家畜飼料などは

訓収することすら少なくない︒

し︑畦を作って撒くと消雪が

をし ま し ょ う ︒

3︑身のまわりをきれいにしま
しょう︒

という三項で︑それを貫くも
のは職員一同の教育的良心の発
露であ る と こ ろ の 教 育 信 条 で ︑

﹁常に子供達の幸福を考え︑平

凡にして手落のない教育に徹す
る﹂︒

私達の学校は幸にして地域社

という信念です︒

会の温い理解と麦援により︑素

それは学校というものが校舎

感じつ＼教育行政をしておりま

直な︑そして優秀な素質のある

生徒数でもなく︑要はそれを構

て︑全ての教科を同題材指導を

ます︑学習指導の技術面とし

述してみたいと思います︒

次に我が校の特徴について記

す︒

るものであると確信するからで

成する職員と児童生徒の質によ

す︒

私達の学校の教育目標は︑

なお早くなる︒

来の豪鶉でもあるので今から

である︒しかし︑まいたあと

所

盤校
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2︑勇気をもってよいおこない
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たほうが賢明である︒雪消の

また︑馬鈴薯は早植しないと 消雪を実行に移す計画を立て

㎞利用が遅れ不経済となる︒

共女決してコンプレックスは感

ますが︑しかし職員︑児童生徒

式という三重苦を荷負っており

規模な学 校 で ︑ し か も 辺 地 ︑ 複

名ヵ山校は十日町市で一番小

ミ
§
でもなく︑位置でもなく︑児童

じておりません︒
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㌦適温の生育期間が短かくなっ
ず⁝・︒⁝三・三8︑三胃三 ⁝一⁝3一一⁝三一＝

肉

◎

貧

雑
1︑しっかり勉強をしましょう

﹇

顎

彰力
名
ま

イ
山

噌

一

捌

ぱ

ち

ま
カ、

お
と

市報
第53号

＿4＿

筋自

