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色どられました︒

新緑が目にしむ五月十四日︑昭和四十七年度の成人式
が市民体育館で行なわれました︒
会場は晴れ着に身をつつんだ娘さんたちではなやかに

八百七十五人がおとなの仲間入り

成人おめでとう
議難纏 話 籍

《》5月19日午後7時〜9時市公民館

＝新成人者はお気軽におでかけください＝

性の認識 1回目
「生と生殖の生理」講師中条病院
江里ロ淳一郎先生
《》5月26日 午後7時〜9時 市公民館
性の認識 2回目
「結婚と遺伝」講師十日町保健所長
丸 田 貞 介

新成人代表
として青年
学級生三名
の男女の方
からテーマ
原稿﹁二十

ました︒

と題して新
成人の喜び
の声を述べ
ていただき

歳に思う﹂

㎜一

思いっきり社会勉強を

この世に生を受けて︑早二十年︑よろこびの成人という年令に達しました︒いままで
マイペースを目標にしてきましたが︑私は健康がすぐれなかったため早く健康を取り
戻し︑家庭から離れて外で働きながら社会勉強が出来る日を待っています︒
高校三年の夏休みに左目を煩い就職試験は不合格でした︒それから今日まで︑家庭
に入り︑療養を兼ねた手伝い︑和裁を少々︑それに雑用係などやって来たわけです︒
目に見える成果があるわけじやない日常茶飯事程度のことで
すが︑それで
も一日にいろ

村山むつ子 んなことがお

市内太子堂

き︑住めば天国でも実際はそうじやない︑外で働く人の味わえ

ない苦労もあるのです︒ これまで︑次女︑むつ子二十歳︑無職︵家事手伝い︶と書類

ことを体験しました︒

や何かに書くことが︑ たまらなく寂しい気持ちでした︒健康が生活の第一条件である

目の方も順調なので︑今年を契機に︑小さい目を一杯見開いて︑今までの遅れを取り

もどすために﹁ゴーイソグ・マイ・ウエィ﹂で︑今までの経験をかみしめながらがん
ばって行きたいと思います．
︵家 事︶

﹁アジア青年の船﹂に期待

二十歳︑昔は青年が兵役の義務を負わされ︑一人前の成人として認められた年だと

聞く︒もの心付いた頃︑馬の背に父に抱かれ︑山に行った思い出は今にない姿である︒

場山ろく大規

牛馬は耕運機に代わり︑トラクターとなり︑大八車はマイヵーに代わる︒不自由な過
去の両親の苦労を思えば︑今日︑平和と自由の中で二十歳を迎えられたことを︑育て
てくれた両親と社会に感謝しなくてはなりません︒けれども激動する現代︑田植えが
終わると部落に働く青年の姿がない︒このような現状の中に
農業に従事し
ていますが苗

宮沢八州男

市内小黒沢

模総合開拓パイロット事業の構想に大きな期待を掛けているの

です︒今後は人間として小さな考えでなく︑もっと視野を広めなくてはと考えていま

したが︑たまたまJCアジァ青年の船に乗船する機会を与えていただぎ︑ それが二十
歳の年であるだけにただ感謝の心で一杯です︒昇聞で知った体験を︑ 海を隔てた青年

と交わり︑語り合い今後の生活に役立てたいと思います︒

1−91−Il！塵畦︸畔︐！

i膨書ー1︐奪サ

秤夢にも思ったことがなかっただけに︑力一杯頑張って送ってくださる方々のご期待
にそえるよう努力したいと思います︒
︵農 業︶

第二の青春へのはばたき

てよいかわか

私は︑卒業して今まで︑何を目的に生きてきたか︑と聞かれると何だかこわいよう
な気がする︒今までの私は︑会社や社会の空気にとけこむことだけで精一杯で︑自分
が何を目的に生きたいか︑考える余裕がなかった︒しかし︑ようやく慣れた今︑今ま
でのようなだらだらした生活からぬけ出さなければならないのだと痛感している︒だ
から︑私には目的をもった人がうらやましい︒他人の良いところばかり見えて︑あせ
︑うカ
︑
りさえ感じてしまう私だから︑二十歳になってどう思
などといわれ
てもどう答え

根津和子

市内学校町

らないが︑これからは目的をもった生活をしなければならな

いのだと思う︒今の若者たちには︑自由はあっても﹁いかにあるべきか﹂などと一生

懸命考えたり話しあったりする場が少ないように思われる︒ 責任とは︑ある意味では

自分を︑よく圧することでもあるだろう︒私も第一の青春に終止符をうち︑第二の青
春へはばたいていきたいと思う︒ ﹁成人﹂は︑思いっきり青春を謳歌するためには少
︵第四銀行勤務︶
し重荷ではあるが︒

一432一

覗年度予算

a鴬円での︾んな齢ご翫危

はさらに機械化︑省力化による
額しました︒

善資金などの預託金を大幅に増
また商工組合中央金庫預託金

経営の改善がせまられています
そこで農林水産業費は一億千

その結果︑前年にくらぺ二千

百万円をあらたに計上しました

となっています︒

百八十七万円︑防火水槽新設工
事︵三ヵ所︶に百九十二万円等

これは小型動力ポソプ購入費

を計上しました︒

市民の財産と安全を守るため
の消防費に九千三十五万九千円

小型動力ポンブ車
など購入

十三万円計上しました︒

ている地下水の調査費として二

その他工場用水等に利用され

す︒

経営の近代化に役立てられま

八百万円の増額となり︑およそ
七千四百万円が企業の合理化や

千三百万円︑労働金庫預託金六

畜産振興︑苗場山ろく開発事業

四百八十四万三千円計上し︑土
地基盤整備や林業構造改善事業
等に意を用います︒

主な仕事はつぎのとおり︒

▽養蚕振興補助金等に
二百八十八万四千円

▽畜産振興補助金

百九万五千円
▽農免道路測量設計委託料︵馬
水地区︶四百二十四万二千円
▽土地改良事業補助金
六百六十三万五千円
▽土地基盤整備事業補助金
八百五十万円
▽苗場山ろく開発推進事業
七百一万二千円
▽林業構造改善事業
千八百四十七万七千円

ほ河

苗場山うく総倉闘発

幽鋭億円マこ瀧な桜ごとを

三月七日から二十二日まで開かれた市議会定例会で四十七年度予算がきまり
新しい仕事のスタートがきられました︒
予算額は市報とおかまち三月号でもお知らせしたとおり一般会計二十一億千
七百七十一万九千円︑特別会計をあわせると約二十五億八千万円に達しました︒
昭和四十七年度市政の重点項目は道路交通の整備︑教育文化の向上︑福祉行
政 の 推 進 を 三 本 の 柱 とし︑日常生活に直結した施設の充実と市民 福 祉 の 向 上 に
重点をおきました︒

衛生費は︑一億四千八百五十

し尿処理及び焼却
場建設 用 地 の 購 入
を予定

千百万円を計上しました︒

また生活扶助費として一億四

た︒

今月は一般会計予算に盛りこまれた市のしごとの主なものをおしらせします︑

六千百四万円

▽都市公園事業六百五十八万円

▽下水道事業千五百二十六万円

▽克雪管理セソター建設
七百四十七万三千円

▽街路事業

道路改良舗装を大幅に
一般会計歳入歳出予算総額は
二十一億千七百七十一万九千円
となり︑一般会計歳出のグラフ
︵下図︶でご覧のように土木 費
に歳出総額の二割に相当する四
億三千八十一万二千円を計上し

そのほか⁝⁝
総務費は︑二億五千四百五十
六万四千円で総務関係や税務︑

本市では︑昭和六十年を目

農業振興の方向

標とした︑長期構想をこの三

月策定︑この構想のなかで現
在調査中の苗場山ろく地域開
発を促進し︑大型機械化営農
団地の実現を図る必要がある

の河岸段丘地で︑全国でも北

また︑清津川上流に多目的

す︒

ダムを構築し︑幹線用水路で

海道とならぶ指おりの︑すぐ

れた条件の開発可能地域とし

導水を行訟い︑畑にはスプリ

左右されず︑変動する農業情
勢にも対応できる農業基盤を

水補給を行ない︑自然条件に

を︑乾田化された水田には用

ンクラーによる畑地かんがい

て注目されています︒

その開発可能面積は︑一万

六千診にも及ぶ広大な地域で

すが︑今回計画されているの

は︑そのうちの約五千二十七

確立し︑他産業なみの農業所

里村との境界に至る地域で︑
得をあげることを目標に︑国
関係面積は︑千九百二十二診 営事業で実施される計画で

診で︑十日町市の関係する地
域は︑川治川より南側から中

を基幹とし︑畜産︑養蚕その
他特用作目を組み合わせた施

③社会開発的役割

一方︑市全体としては稲作

ことを強調しています．

策を推進し︑農業の所得を高

利調査事務所によって調査が

です︒現在北陸農政局の出先
機関である信濃川水系農業水

②農用地開発構想

現在︑ボイ山︑原野等の未

墾地の開拓と併せて︑既存の

す︒

水田や畑のほ場整備を行な
い︑大区画ほ場を造成しま

部落からほ場︑団地と団地

を結ぶ幹線道路︵舗装道路︶

を中心とした道路網及び用排

水系統を整備し︑大型機械に

よる作目別営農団地を構成し

ます︒

また︑生産物の集荷︑出荷
施設等の必要な近代化施設を

配し︑流通機構の整備と相ま
って農業の近代化をはかりま

ます︒

も

せしますが︑広く市民の皆様
のご理解とご協力をお願いし

次号から︑くわしくお知ら

協等一体になって進めます︒

います︒農業はもとより︑中
魚沼︑十日町市地域の将来を
左右する大事業ですので市農

この開発構想には国・県の
多額の開発投資が見込まれて

協力を

市民のご理解とご

ます︒

と地元との間に立って︑積極
的に調査計画の推進をはかり

うなど︑調査事務所や県当局

との話しあい︑一筆ごとの現
況調査︑営農計画の検討︑参
加︑不参加の意志確認を行な

土質︑道路︑水路︑営農の調
査計画と併せて︑苗場山ろく
開発室では︑部落説明会の実
施︑受益者や若い農業後継者

調査事務所で行なう気象︑

④今年行なわれる仕事

鍵をにぎっています︒

は大きく︑十日町地域発展の

などの生活用水に︑消雪用と
して無雪道路の実現にと効果

の利用は︑織物などますます
必要となる工業用水に︑水道

発︑清津川多目的ダムの貯水

レクリェーション用地の開

備︑当間山ろくなどの観光︑

造林の推進と林道網の整

う大きな役割があります︒

でなく︑地域の社会開発とい

す︒

め︑近代的で豊かな農村建設

進められております︒
ます︒

の実現をはかることにしてい

．〆

．

この開発構想は︑以上述べ
た農業面からの開発構想だけ

ムロ

珠

ψ

学校建設に一億二千
五百六十八万二千円
土木費についで教育費が二位

会計︑戸籍︑選挙などの諸経費
そのほかに︑交通安全対策関

が計上されています︒

係として交通公園造成補助金二

そのほか労働費千四百十二万

百万円を計上しました︒

苗場山ろく開発室
の設置

このような農業振興の基本

方向を定めたことにより︑市
では苗場山ろく地域国営農用

地開発に専門的に取り組むこ

とが必要となったため︑この

ほど﹁苗場山ろく開発室﹂を
設置しました︒

開発構想のあら
まし

苗場山ろく開発地域は︑十

Vノ

野

0ほ場鮪．淋禰給

目
口

ω開発地域

ご、、

o緬働麟の界姉

をしめ︑三億八千六百六十四万
五千円を計上しました︒

新座小と大井田小学校の統合

校舎﹁東小学校﹂と︑老朽校
舎︑屋体改築の真田小学校︑軽
沢分校の移築工事などに一億二

四千円︑議会費二千七百四十九
万六千円︑災害復旧費千八百六

コ1レフ場

一蠣．．

口

回

＝5
艦5

△

苗場山ろ《

日町市︑中里村︑津南町の三
市町村にまたがる信濃川右岸

！v

鯛
IL／糠

匝

∠

．▲

』
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南雲

蚤疑

N蹄燈
し

十九万円︑公債費一億四千八百
十八万円︑諸支出金三百三十四

その他76，0163炉

万五千円︑予備費百万円を計上
しました︑

繰越金56，5003％〉

し︑学校建設を進めます︒

商工業振興に⁝一億
百六十一万九千円
活気ある本市の発展をはかる
にはとりわけ商工業の振興をは
からなければなりません︒

セロ

12％

9％滋
商工費に一億百六十一万九千

ます︒

市債190，9009％》

254，564
48，180

千五百六十八万二千円を計上
そのほか︑市営グラウンド野
外フエソス工事に百四十万円︑
市民スキー場整備に百七十万円
等があります︒

老人憩の家建設に
千四百五十万円
民生費は重点施策のひとつと

そのほか塵芥作業車を二百五

万円計上しました︒

円︑焼却場の建設用地を千五百

量の増加にともない今年度は︑
し尿処理施設用地を七百五十万

清掃関 係 は ご み ︑ し 尿 の 排 出

二万二千 円 計 上 し ま し た ︒

18％

十万円で二台購入します︒

18％

141露22ノ
円を計上し︑アーヶード施設補
助金︑本町通り商店街振興診断
当間山観光資源調査等を行ない

2％ト
分担金及び負担金39，280

園造成等にとりくみます︒

市民生活や︑産業活動の基盤

日町の分担金五百三十九万六千
円︶

377，520

土地基盤整備事業補
助金に八百五十万円

癬麟麟麟蟹

また金融対策を重点に産業育
成資金貸付金︑中小企業設備改

総額

総務費
公債費

教育費

lOO％
6多

民生費

鑑憾 謎諸

曲り角に立たされている農業

1OO％
国庫支出金274｝000・騰一・
13％5

道路整備や︑都市計画事業︑公

となる道路や橋の工事に二億二

ための施策を進めます︒

上し︑老人福祉や︑児童福祉等
だれもが幸せな生活をおくれる

して︑歳出総額の十八％をしめ
る三億七千七百五十二万円を計

千百十万二千円を計上し︑さら
に道路改良︑橋梁工事について

また 雪 害 対 策 関 係 と し て ︑ 除

の地元負担金を全廃しました︒

社会福祉関係としては︑老人
円︒また︑広域圏事業として総
合福祉センターをニカ年継続事

憩いの家建設に千四百五十万

児童福祉関係として児童遊園
地に土百八万円︑保育所用地買

セソターを二ヵ年継続工事でつ

雪ブルドーザ一台︑圧雪用小型
雪上車二台を購入し︑克雪管理
くります︒

収費に百七十万円計上しまし

業で津南町につくります︒ ︵十

主な仕事はつぎのとおり︒
▽道路改良工事及び舗装工事
二億四百八十七万七千円
▽橋梁新設改良
千六百二十二万五千円

歳出総額

熱

▽雪害対策二千二百五十七万円

一433一

言者殿鷺轟鷺、レ

歳入

2，口7，719千円
33％
〈市・税691，982

一獺．

29％）・
地方父付税625，000

386，645

衛生費
一

l7，719千円
2，l

鷲島勤

、
土木費

一2一
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後 継者と市長との対話集 会

第二にどこでも車が通れるよう

が︑いずれにしても冬期間の無
雪化を徹底して進めてほしい︒

か︒キノコ栽培とか家畜の飼
育︑花卉植木等が考えられる

市農業委員会は去る四月十七日市農協・中魚沼農業改良普及所
の 協 力を得て︑市役所大会議室で農業経営者とし て 将 来 活 躍 し よ
うとする青年三十名と市長との対話集会を開きました︒この対話
集会は四っのテーマについて午前中それぞれ分科会を開き︑午後
市長の講演のあと全体集会で質疑︑意見交換を行ないました︒以

あなたの農業経営で一番の
問題点は

あなたの部落の農業振興策

，△中魚沼農業改良普及所長、佐藤清次△十日町

l（助言者）＋日町市農業委員会購宗平1

上村

水沢地区の人達だけの

からおねがいします︒
やってもらいたい︒

らでは無理︑所有権を移す前に

市単圃場整備︑通年施
行しな

小林

分科会ですが︑第一︑二︑三と
同じようです︒農地を拡張した

市単の圃場整備は

四日町地域は小規模農

上らな

家が多ぐ農業をやる意志がもり

滝沢

りません︒

通年施行をやらないと対象にな

農林課長

のでし

くとも土地が手に入らない︒補
助金を増強してほしい︒農業の

基盤整備の間題に

ようか︒

林いと補
助金が
小出ない

先き行
きは必
ずしも

上明るく
ない現

在︑農政改革をしてもらわない
と農業が好きでもやってゆけな

農林課長

い等問題が出ました︒

ついては十日町市は︑農地面積
の七・四四％で郡市内では一番
遅れているのが実情だ︒これは
織物産地で兼業化が進んでいる

に対処するためにも皆さんと話

ことも原因するが進めば進むほ
ど基盤整備が必要なわけで︑こ
れから進むと思われる請負耕作
し合って進めたい︒

か︒

市長

たいと思います︒

村山 土地を資産と考えるよ
り愛着心が強いため基盤整備の

農林課長

地域によって違う

支障をきたしているのですが︒

が︑平場の場合は愛着心よりも

土地の値上がりをまつというこ
とが考えられ︑山地の場合は愛

平場の場合は湿田

場に整備することも考えなけれ

着心と云うことになろう︒国の
政策が水稲の転換であるから米
以外の他作物を作れる条件の圃

農協専務

ばならない︒

のため基盤整備に経費がかか

る︒そのため補助率で何％とい

うのではなく︑額そのものを引

きあげなければならないだろ

地移

う︒また︑専業を志す人たちは
規模の拡大を望んでいるので農

福崎

家畜をかった場合のし

が必要でしょう︒

らえないか︒

養豚関係のし尿処

尿処理を市でやすくやってもら
農林課長

理は一台バキュ！ムを買ってあ
るが︑活用の方法等今後検討し
たい︒

苗場山ろくの

このへんで苗場山ろく

開発について
司会

開発についてどう考えておりま

十日町市の場合

り︑土地のない人は開発の仲間
に入れないのですが︑公団方式

地は所有者が経営の権利があ

開たくしても個人の土
まだ市街化区域を設定していま
せんけれども︑市街化区域の農

上村

すか︒

なたの営農経営について一番の

に安くゆずり渡してやらないと

市街化区域内の農地課

で土地を買い上げ耕作したい人

司会

し課税は出来ないと考える︒

を進めたいと思います︒

山間地の場合︑何人か

税については︑課税についての

水落

審議会を設置することになった

基盤整備に対して

った場合︑市街化区域外の農地

小林農地が市街化区域に入

ようです︒

の土地を一人の人が買ってから

ですか︒

基盤整備をしようとしても助成
がないが︑個人の場合は出ない
農林課長

と買換するとき税金をなんとか

市街化区域の農地

してもらいたいのですが︒

は地

長域ぐ

震林課長

の買換は税法の特例により︑通
常の場合は税金はかからないと

燕るみ

思いますが︑さらに検討してみ

越農でや
って

長年育った杉の木を無

いても
検討し

ている︒この苗場山ろく開発は
農地を作る外に水資源の確保が

春

長公社方
日式につ

市長 土地所有者だけのもの
でなく

ようも力 り

惨に切ってそれで良いものでし

樋口

無駄ではないでしょうか︒

地だからといって機械的にみな

うのであるが︑

税することをい

地とみなして課

域内の農地を宅

課税は市街化区

みなし

う考えています

題を主としてど

なし課税の問

ばならない︒み

能である︒山間
部も交換分合等
していかなけれ

小林 山間地
は機械におわれ
規模拡大は不可

課税の問題は

農地のみなし

落によびかけてほしい︒

滝沢

問題点はというところから話

司会各分科会の中から︑あ

施す促動
設る進を

農地の基盤整備をやってもらい
たい︒第三に農家の嫁不足の問

》、上村正夫、村山幸史、津畑芳一、宮沢八州男1

と問題点は

ヤ

ぎ

樋口市農
協専務

題等解決してほしい︒

〜小林富夫、服部栄一、福崎澄夫、滝沢幸英、樋5

サブテーマ
司会第三分科会からねがい
ます︒

農家が農業中心でなく

1口武利、富沢正敏、高野正、上村哲男、古沢弘∫

か⁝⁝なぜ⁝⁝

福崎
なり︑そのため農業の改善に団

躍魏犠沓讐，灘慮

対話集会に出席してー

1農業後継者と市長との

位であった︒

初めて催されたこの会は︑現代青年の鋭い感覚と実践を
通した生の声が活発に飛びかい︑時間の制限が惜しまれた

また︑うれしかったことは午後から
市内田麦
市長さ

全体討

福崎澄夫んが︑

声を積極的に聞き︑ご多忙のなか︑しかも貴重な時間を費や

議に出席され︑十日町市政は織物と農
裳を二本の柱として進める考え方を示し︑ われわれの生の

してくれたことは参加した若者の胸に勇気付けと印象深さ
を感じた︒主催者の農業委員会をはじめ︑農林課︑改良普

す︒

司会

市の予算はどれ位いで

農業に向けられる

最後に情報化時代であ

ござ

本日は大変ありがとう

お立ち寄りいただきいろいろ
意見を聞かせてほしいもので

こういう機会を通じ︑意志の疎
通をはかっていきたい︒今後み
なさんからきがるに市や農協に

は反省したいと思います︒今後

りながら情報が届いていないの

市長

見︑ご要望を

お気軽にご意

ています︒

費として一億千四百万円となっ

民の生活に関係の深いものがあ
るがそれらを除いた農林水産業

予算といっても道路その他︑農

農林課長

億九千万円です︒

市長 市の一般会計予算は︑
二十一億千七百万円で市税は六

か︒

位です

る予算
はどの

けられ

すか︒またそのうち農業に向

服部

農業予算総額は

に助言し指導に当っていただき心から敬意を表します︒

及所︑農協の各関係機関の方々︑貴．里な時問を私達の意見

出来るのです︒

農業青年の育

農業青年のつどい︵青

農業青年の活動に

りられるようになります︒

どうか検討したいと思います︒
農地取得資金は︑農業振興地域
の指定を受けると四百万円が借

合マイク・バス等利用できるか

ついては︑事業としてやった場

農林課長

方法ではないでしょうか︒

連絡をとってもらうのも一つの

どうしの話し合いについてもこ
の席の皆さんから積極的に横の

いが必要です︒また．農業青年

話し合いを行なっているように
農家の方とも部落ごとの話し合

絡をとってやってゆきたい︒織
物組合青年部会と市が積極的に

市長 市と農協がうまくいっ
てないという指摘︑また苗場山
ろくの問題についても農協と連

の話し合いを

農業青年同志

てほしいのですが︒

い︒機械銀行を作ってもらえな
いか︑農地の取得資金を増額し

上村 市と農協とがタイアッ
プして農政を指導してもらいた

い︒

友会︶の活動費を増額してほし

宮沢

の間題が出ましたね︒

司会 各分科会で青年の育成

成

あなたは農業が好きか嫌い

く志一▲十日町市農業委員会次長、山田熊治▲十〜
〜日町市農業委員会技師補、村山稔▲十日町市役》

部

苗場山麓の開発についてど
結力がなく困っている︒農地を
資産と考える人が多く経営規模
の拡大に支障をきたしている︒

基盤整備が不備のため労力が多

くかかる︒酪農のし尿処理方法
を考えてもらいたい︒規模の拡
大にもうすこし貸付金を多くし
てもらいたい︒苗場山ろく開発

い︒青少年の育成を充実しても

1保、太田久夫、村山和市、小林和幸、小林健一1

う考えているか

市並び関係機関に対する農
政上の要望
司会 ただいまから午前中に
おこなった各分科会のまとめを

発表していただきましょう︒ま
ず第一︑第二分科会での話し合
春日 冬をどうして過すか︑

については︑私有地を持たない

らいたい︒等話し合いがもたれ

1春川一郎、若井基八郎、岩田義貞、大津政晴，1

いからねがいます︒

これが一番の問題点となりまし
た︒冬いかにして出稼ぎにいか

1樋・熊蔵▲中魚沼農業改良普及所技師・小川与1

人は対象者にしてもらえないの
は間題だ︒農協はもっと地域に
あった営農指導をしてもらいた

仕事と

日期間の

〜

では最後に第四分科会
ぞ

ヲ

司会

ました︒

≧

下全体集会での要旨です︒

1市農業協同組舗務、樋口貫一△＋日町市役所l

村

もらいたい︒所有権を移してか

︵敬称略︶

しい
たま

ぞ

良土等い
を地か。
部改ら市

マ

して何
がある

器埜嚢灘阿部基▲＋日町市農業委員会1

春

曳

ノ

1鍵懲繕鷺雛振興部会長1
じ

ζ
l農骸鯉＋，町市農業委員会会長代i

テ
ず収入をあげられるかというこ
とで冬

》理、金沢太郎吉△十日町市農業委員会農政部会〜

服

司会山田
農委次長

β

、

市

、《一新
、」へ・
｛
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（事務局）十日町市農業協同組合開発課長、
〜

〜
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1

農業
》
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ギ螢湘町市長、春日由三
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4月一6月

学校の一部

生徒釧糊犬況

万一山火事の発生があった芝）、いち早く市消

防署、六日町営林署にお知らせください。
調査の範囲

調査期B

調査事項等

できるだけご希望に添えるようにしたいと思い

お気軽においでください。

ます。

相談日

貸出時問

場

毎月20日午後i時から3時まで（20
日が土曜、日曜日にあたるとき22日）

平日は午前9時から午後6時まで、土曜、日曜

市社会福祉事務所相談室

祝日は午後5時まで。

所
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︒﹂

︹問︺製品の製造加工︑販売

4﹃

z

勿
ン

1

などの事業活動により︑排出
される産業廃棄物は︑新しい

その事業、舌動に伴って生した廃棄物を自
らの責任において適正に処理しなけれはならない。

liill

法律により︑事業者が処理を

事業者は

m

する責務を負うことになった

そうですが本当でしょうか︒
︵高田町四丁目Aさん︶

第3条｛事業者の資務）
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1

市民講産0あし〜ぜ
市民のみなさんから余暇を利用して気軽に学んでもらうための
機会を計画いたしました。
仲間をさそっておいでください。

︹答︺まったくそのとおりで

いままでの清掃法が改正さ

す︒

物とに区分し︑事業活動に伴

れ︑廃棄物処理法と名まえが
かわりましたが︑そのなかで
廃棄物を一般廃棄と産業廃棄

って排出される廃棄物は事業
者の責任において処理しなけ

ます︒

ればならないと規定されてい

ひとりひとりの心がけから生

◇きれいなまちづくりは市民

まれます︒

◇川や空地にごみを捨てる人

︵市清掃課︶

を見たときや︑収集日以外に
ごみを出す人を見たときには
注意のひと声かけるなどごみ

い︒

の収集運搬にご協力くださ

臨叢灘1熱講
※昭和47年5月17・19日〜48年2月（17回）
※各教室とも定員40名で締切ります。
※なお書道教室は定員になりましたので締切りました。

llロ

していたのを︑天明二︵一七八
二︶年守山良朴和尚が御堂を再

1

﹁御縁起﹂というのは︑社寺

m

のです︒

ll

建し現在にいたっているという

ll

などの由来︑沿革︑歴史あるい
は霊験︑伝説などを述べた記録

ll

書を言います︒

m

この﹁略縁起﹂が作られたの
は天明四︵一七八四︶年の六月

1

繍集後記

今月から題字をあらため紙面を衣がえしま
した︒ご意見︑ご要望を拾寄せください︒

一435

1

観世音の﹁御縁起﹂の原物は

1

﹁略縁記﹂となっています︒

1

これは前号で述べた三好氏の

した。沖縄県の郵便番号をご希望の方は十日町
郵便局の窓口にお申し出ください．

28，798円

です︒

下条商工青年部2，500円
立正佼成会十日町支部

この﹁略縁記﹂には︑神宮寺
本尊千手観世音菩薩の由来等が

沖縄県も郵便番号制を実施することになりま

した︒

r沖縄県の番号簿は郵便局にあります」

2，000円

厨子奉納から三ヶ月後のことで

田中伊作

すなわち桓武天皇のもとで活

ご利用ください。

なお県文化財に指定された本

1，OOO円（香典返）

市長春日由三3，000円

ところで﹁略縁起﹂作成の月
が六月となっているのは次号に
述べるように深い意味があるの
です︒
︵続︶

富井信義

場

四日町新田地内に郵便ポストを新設しました。

本尊は六月十七︑十八日着

馬

十日町郵便局からお知らせ

衣類

10，000円

尊の仏像修理が行なわれます︒

大淵正一

工︑奈良に送られ修理し十月二

下条栄町

︵写真は観世音略縁起︶

（合）やぎや

十日しゅん工予定︒

寄付ありがとう
昭和町1

筆者・竹内道雄︵文化財観世音
護持会副会長︑長岡高専教授︶

傷病者手帳）をわすれずにお持ちください。

述べられています︒

◎おいでの際には印鑑、身体障害者手帳（戦

い。（十日町地区連合防犯協会・十日町警察署）

顯舞』禁
躍した将軍坂上田村麻呂が諸国
に伽藍を建立し観世音菩薩の像

故や犯罪の被害にかからないようご協力くださ

灘欝鍵諄罐

鑑饗雛享恥

を安置しましたが︑神宮寺本尊

場所市公民館2階第3集会室（市民会館内）

一寺勿掻︷懲

曜日）

の水死事故、火気の取扱いなどに十分注意し事

の千手観世音菩薩もその中の一

発生しています。盗難や少年の非行化、子ども
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