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3
月
の
人
口
の
う
ご
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出生胴54女ろ1計85
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転入〃44〃ろ2z〃76

転出〃50／／41同90

世帯9．102

人口47．117
男22．948
女24．169

民族の幸福と平和を願い

平和都市を宣言

　

市議会は最終日のろ1日、全世界

の平和をねがう人々と共に永久平

和の確立と人類の幸福を増進しよ

うと、満場一致次のように平和宣

言を行いました。

宣言

　

大野市は日本国憲法を貫ぬく平

和精神にもとづいて、世界連邦建

設の趣旨に賛同し全地球の人々と

ともに、世界の永久平和確立と人

類の福利増進にまい進することを

宣言する。

奥
越
の
総
合
開
穀
と

総
合
的
都
市
建
設
計
画
を

市長施政方針

　

市制発足いらい財

政状況はもとより、

産業・経済・教育・

文化・交通その他あ

らゆる面におきまし

て県内いずれの市に

も例を見ない発展を

遂げましたことは、

市民各位と共によろ

こぴを等しくするも

のであります。

　

これすなわち当地

方の発展力の強さを

物語ると共に、市政

運営に当り新市建設

への市民の力強き熱

意と議員各位の真し

なる御活躍と、加え

てこの地方の包蔵す

る豊富なる資源力の

しからしむる所で、真の大野市の発展

は今後に期待されるものが大でありま

すことをお互いに自覚し、更に市民の

この期待にそうべく理事者、議会の一

体性を強固にし、新年度に対処すると

共に、大野市永遠の発展の基盤をこん

日我々の手において築きあげる光栄と

責任を負うべく最善の方策と努力をい

たしたいと念ずるものであります。

総工費7，505万円

3年がかりで完成

　

有終西校は昭

和ろ2年12月着工

いらい尽夜兼行

でその完成を急

いでおりましたがこの程全工事を完

了、いよいよ4月の新学期からここ

で授業が始められます。

この新校舎で学

ぶ児童は1，ろ47

名で、完備され

た校舎に学ぶ子

供達の表情は明るい。

　

（写真は完工の新校舎＝運動場側よ

　

川

奥越振興政策への

密接なる協調を

　

北県政の第一にあげられる奥越総合

開発政策に呼応し、全市民をバックボ

ーンとする大きな政治力を結集し、協

力一致し、この事業の推進をはかり、

各種の懸案事項を一気に解決すべく全

力を尽して行き度いと考えます。

　

更に越美北線の最終段階である岐阜

県との交通上の握手を促進し、奥越電

源開発に対処する万全の方策に遺憾の

ないようつとめたいと思います。

後世に悔いなき都市

建設への構想を樹立

　

過去5か年間の建設事業をふりかえ

り新市建設計画の再検討をなし、後世

に悔いなき都市建設への構想をたてる

べき時期かと信じますので、市街地と

農村地帯との相互関連性をもつだ都市

計画を樹立し、これを基本として市庁

舎の建設、文化社会施設の充実、保健

衛生施設、旧地域の一体融和性と産業

開発上絶対必要なる道路網、橋梁の充

実、工場誘致の実現策と観光施設の対

策、農業経営に対する基本的な転換方

策など、産業別、地域別な総合的都市

建設計画をたてることが本年の大きな

課題であると信ずるものでありますが

現実はなかなかこれを許さない実情で

ありますので、大局を誤ることなくそ

の実現を早めるべく努力することがわ

れわれの使命であり責任であると考え

ます。

店舗改装に資金貸付

　

県の店舗改装資金の貸付が次のよう

に非常に有利になりました。改装され

る計画をおもちの方は、精々御利用下

さるようお奨めいたします。

貸付金額20万円以内

据置期間翌年のろ月まで

償還方法4月より翌年ろ月まで

　　　　　　

の12ヵ月均等月賦償

　　　　　　

還

利子貸付期間を通じろ分6

　　　　　　

厘

　

なお市の貸付金は従前のとおりです

詳細に。ついては商工市民課へ。



筆貧君億919百即濁

一般会計予算きまる

　

災害復旧費5，500万円が計上され一

躍ろ億9千余万円と云う空前の一般会計

予算は次のグラフの通りです。

　

消費的経費158，ろ62，700円

　

投資的経費199，871，ろ00円

　

公債費40，206，000円

　

その他1，010，000円

災害の復旧を最重要施策として組み立

てられていることがわかります。

　

なおその歳入歳出を部門別に見れば

別表のようになっており，予算説明の

なかにおいてもろ4年度の事業量を下回

らないよう各種の事業を行うほか，更

に災害復旧を行い度い旨が強調され，

現在の市の財源から見て，最大限の予

算であると説明されました。

昭和35年度一般会計歳入歳出予算

歳入

　

科目予算額

1市税164，158，190

2地方交付税26，000，000

ろ公営企業及財産収入9，756，000

4使用料及手数料4，269，900

5国庫支出金67，07ろ，400

6県支出金10，249，010

7寄附金2ろ，ろ86，000

8繰越金15，000，000

9雑収入ろ2，7ろ7．500

10市債46，810，000

　

歳入合計599．440，000

歳出

　

科目予算額

1議会費5，897，000

2市役所費81，559，000

ろ消防費11，8ろろ，000

4土木費60，084，000

5教育費52，864，000

6社会及労働施設費28，450，000

7保健衛生費7，61ろ，000

8産業経済費104．858，000

　

イ商工費ろ6，977，000

　

ロ農務費4ろ，679，000

　

ノゝ農場費6，102，000

　

ニ林務費18，100，000

9財産費950，OOG

10統計調査費418，000

11選挙費108，000

12公債費20，ろ87，000

1ろ諸支出金2ろ．459，〔〕00

14予備費1，000，000

　

歳出合計ろ99，440，000

　

新しい年度の市政の大綱をきめる第41回定例市議会はろ月

11日午前10時から下庄出張所で開かれ、昭和ろ5年度歳入歳出

予算案、市役所の位置を定める条例の一部改正など44議案、

陳情20件、請願17件につきろ1日まで三週間にわたり慎重な審

議が続けられました。

一
般
会
計
予
算
な
ど
4
4
議
案

請
願
、
陳
情
3
7
件
も

議案説明
こんど決められた主な

議案は

議案第4号基本財産の報告について

議案第5号

　

一般会計予算案

　

総額

ろ99，440，000円

議案第6号

　

特別会計国民健

　

康保険予算案

　

総額

　

4ろ，216，000円

議案第7号特別会計

　

国保予算直営診療施

　

設勘定

　　

富田診療所

　　　

2，487，000円

　　

五箇診療所

　　　　

557，000円

議案第8号特別会計

　

簡易水道事業予算案

　

総額2，425，140円

議案第9号特別会計

　　　　

（ろ面に続く）

新
庁
舎
は
公
民
舘
跡
に

経費 9．650りl

　

昨年ろ月の議会で市庁舎

の建設がきめられてからそ

の位置、大きさなど市民の

関むの強いいろいろの問題

について研究が続けられま

した。

　

先進市役所の視察、各地

の資料の収集などもおこな

い慎重に審議されてまいり

ました。庁舎建設準備委員

会も特別委員会に切替えて

15名とし、前後11回にわた

って会合をひらき、その間

全員協議会も2回開かれま

した。なお去る1月には市

内全区長の意見等も求めま

した。

　

敷地は最低6，600m－2（約

2，000坪）は必要であると

いう結論にもとずき、いく

つかの候補地の中から遂に

現在の大野公民館敷地周辺

6，690�2にきめら

れ11日の本会議で

正式に決定されま

した。

　

経費はろヵ年継

継で（議案第ろ4号

）市庁舎建設のた

め9．650万円の経

費が予定されてお

りますが，この経

費は次のようにろ

年継続支出するこ

ととなっています

　

なお現在の公民

館をどうするか、またその

間の公民館活動をどうする

かなどは大切な問題である

だけに、出来るかぎり支障

のないような方法をとりた

いと市長、教育長の意向も

あきらかにされました。

昭和35年度一般会計歳出予算財源調
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り

平和な世界の建設と

正しい秩序で悔なき人生を

2ヵ月おくれの市

の成人式は出席者

480名（該当者数

840）でろ月15日有

中講堂で行なわれました。森広市長の式辞、加藤市議会議長の

祝辞のあと杉本市教育委員長から「失敗は人生の行詰りではな

く幸福への別れ道である。決してくじけることのないように」

と激励の言葉がのべられ、成人者を代表して嘲部太一郎君は青

年であるという誇りをもって、平和な世界の建設に貢けんし、

正しい選挙権の行使で正しい社会の秩序を打ちたて、悔なき人

生を送り度いと答えました。このあと金沢大学沢田教授の記念

講演、映画観賞などで楽しい門出の1日をすごしました。

　

（2面より続く）

　　

駅東土地区劃整理事業予算案

　　　　　

総額17，614，000円

議案第10号特別会計母子家庭生徒就

　　

学事業予算案

　　　　　

総額180，000円

議案第11号特別会計児童生徒厚生事

　　

業予算案総額14，ろろ5円

議案第12号一般会計一時借入金にっ

　　

いて

　　

一般会計の資金繰りに充てるため

　　

本年度中に一時借入を出来る金額

　　

を50．000千円とします。

議案第1ろ号特別会計一時借入金にっ

　　

いて

　　

本年度中の一時借入を5，000千円

　　

以内とする。

議案第14号市歳計現金の預入先にっ

　　

いて

　　

預先市内各農業協同組合

　　　　　　

福井銀行大野支店

　　　　　　

北陸銀行大野支店

　　　　　　

大野信用金庫

議案第15号大野市職員定数条例の一

　　

部改正について

　　

義景保育園の新設に伴い職員4名

　　

増となった。これで市の職員定数

　　

は20ろ名です。

議案第16号大野市特別職の職員の給

　　

与に関する条例の一部改正にっい

　　

て

　　

社会教育委員の給与がきめられた

議案第17号大野市特別職の職員で非

　　

常勤のものの報酬および費用弁償

　　

に関する条例の一部改正について

　　

非常勤の各種委員の報酬について

議案第18号市民病院建設審議会委員

　　

の報酬および費用弁償に関する条

　　

例の制定について

議案第19号大野市職員の給与に関す

　　

る条例の一部改正について

議案第20号大野市税賦課徴収条例の

　　

一部改正について

　　

地方税法の一部改正に伴って条例

　　

の一部を改正したもの。

議案第21号大野市手数料条例の一部

　　

改正について

　　　

家畜人工授精手数料

　　

県の手数料引上げにより料金が引

　　

上げられたもの。

　　　

予防接種手数料の徴収

　　

これまで予防接種の手数料は徴収

　　

せず無料であったものを次のよう

　　

に徴収することs，した。

　　

④種とう1件につき10円

　　

回腸、パラチフ、ス初回ろO円

　　　　　　　　　　

追加10円

　　

＠ヂフテリヤ1件につき10円

　　

＠百日せき初回100円

　　　　　　　　　　

追加ろO円

議案第22号大野市営簡易水道供給条

　　

例の一部改正に。ついて

　　

水道の使用料が次のようになりま

　　

した。

　　　

①一般用②営業用③公共用

　　

五条方地区簡易水道①ろ10円

　　　

②一般用の1．ろ倍③1栓につき

　　　

50円

　　

富田地区〃①260円②同上ア倍

　　　

③50円

　　

木本地区〃①270円②同上7倍

　　　

③50円

　　

蕨生地区〃①280円②同上7倍

　　　

③50円

議案第2ろ号大野市国民健康保険条例

　　

の一部改正について

　　

1、保険税の最高限度が5万円とな

　　　

りました。

　　

2、保険税の賦課割合が次のよう

　　　

になりました。

　　　　　　　　　　

（4面に続く）

祠迎鶏

この間

求めた

市政に．

対する

アンケ

ートの

結果によると、公衆衛生・

公衆道徳や観光対策等につ

いての意見が案外と多かっ

た。これは当市の文化のバ

ロメータを図るのに大変参

考になることだと思う。▼

豚糞ふんぷんたる状態であ

った中共などがうそか真か

現在は一匹の蝿もいないと

自t曼していることなどは、

ある程度中共の文化的ふん

い気をうかがえて面白い。

▼この間大阪の知人が来て

まず大野の水のきれいなこ

とを大いに褒めた。私は大

野の水のよさがうまい地酒

を生むことや、人情のこま

やかさを醸しだすことまで

も附言して吹聴したが、あ

とから考えると、いささか

冷汗ものだった。▼夜、コ

ソコソと塵芥を川に流した

り、甚しきは糞尿を捨っる

に至っては、全くもって鼻

持ちならぬ。▼高山市を流

れる宮川の清流とアルプヌ、

の連峯がマッチする光景や

室生犀星のペンネームさえ

生れた金沢市の犀川などは

全国的でも有名だ。川と町

陽のあたる坂道なんてもの

は、やっぱり健康的な文化

の匂いがするものだ。▼陽

のあたる坂道もある亀山は

公園とは名のみで、毎年桜

の枝が折られて減ってゆく

赤根川の堤みの桜樹もまた

同様で、ひどいのになると

御丁寧に掘って盗んで行く

そうだ。六間通りのアカs／

アさえ折られる仕末では到

底救われない話だ。よく風

雪に堪えてと言われるが、

人心の保護なくして育つも

のではない。▼また春はめ

ぐって今も桜のシーズンを

迎える。花の下より鼻の下

式の桜見物や百の説法より

庇一つの行為がくり返えさ

れることでは、まことに以

って情ない。ここらでひと

っ川や町をきれいにする運

動を市・町ぐるみでやった

らどうか。各位の奮起を望

みたいo



春は平年より暖かい

　

春は一時低温の期間もありますが、

概して平年より暖い日が多いでしょう

降水量はやい目になりそうです。

　

梅雨は早目に始まり一時活発となる

こともあります。前半に中休みもあり

ましょう。明けは多少おそくなる傾向

があります。

　

気温は高目の方ですが、梅雨の末期

にはやゝ低くなることもありましょう

また降水量は平年並ですが、北部では

やい多目の見込です。

　

盛夏期の気温は平均では平年並かや

や高目ですが、一時低目になる恐れも

あります。また一時かなりの雨の降る

所もありますが総雨量はやs，少ない見

込です。

　

秋の天候は大体平年並ですが、始め

残暑気味でその後多少低温となる傾向

があります。台風の来襲は平年並の見

込です。（大野気象通報所）

農家の指針に
市農場の試験成績を配布

　

昭和ろ4年度中に市農場で行なわれま

したいろいろの実験の結果がまとまり

ましたので、農家組合長、農事研究会

長、営農指導員あて配布いたしました

　

近く回覧して農家の皆さんの参考に

資することになつていますから、ご研

究をお願いしたいと思います。内容は

次の通りです。

1。水稲試験成績書

　

一般経過の概要

　

めい虫発生の予察

　

水稲原種決定現地試験

　

水稲早植栽培育苗および施肥試験

　

水稲除草剤使用試験

　

穂肥効果試騒

　

施肥標準試験

2、施費標準試験地成績書

　

28地区の試験成績

　

おでいかんがい試験成績

ろ土壌調査書

　

土壌の分類について

（ろ面より続く）

④所得割40

　

資産割10

　

被保険者均等割ろ5

　

世帯別平均割15

議案第24号大野市社会教育委員設置

　　

条例の一部改正について

議案第25号大野市公民館設置条例の

　　

一部改正について

　　

24、25号は議案17号の改正により

　　

不必要となった部分についての改

　　

正。

議案第26号大野市清掃条例の一部改

　　

正について

　　

個人が焼却場へ運搬し焼却を依頼

　　

したものについて次のように汚物

　　

処理手数料を徴収することs，なっ

　　

た。

　　

④リヤカー又は荷車1合につき

　　　　　　　　　　　　　　

50円

　　

＠小型貨物自動車〃100円

　　

○大型〃200円

議案第27号財産の処分について

　　

次の不用になった財産の処分にっ

　　

いて議決されました。

　　

1●有終西小学校舎209坪

　　

2．小山中学校舎128．25坪

　　

ろ。下庄小学校中保分校舎

　　　　　　　　　　　　

115．5坪

　　

4．土地59．77坪

議案第28号専決処分事項の報告にっ

　　

いて

　　

小学校改築事業に対する起債20，

　　

000千円の償還方法などについて

　　

承認されました。

議案第29号建物賃貸借契約について

大野市青果市場の建物について当

事者との間に賃貸借の契約がなさ

れました。

建物は当分の間無償で貸されます

が、借主は150万円の火災保険に

加入し、維持管理の費用も負担と

することなどがきめられています

議案第ろ1号大野市立保育所設置条例

　　

の制定について

　　

これまでに管理規則によっていた

　　

ものを内容をあきらかにし、条例

　　

化しました。

議案第ろ2号大野市立母子寮設置条例

　　

の制定について

　　

ろ1号と同じ趣旨によって出来まし

　　

た。

議案第ろろ号大野市保育所保育料徴収

　　

条例の一部改正について

　　

これまで保育料は毎月15日までに

　　

前月分を徴収していましたが，毎

　　

月25日までにその月分を徴収する

　　

こととなりました。

議案第ろ5号ろ4年度国民健康保険追加

　　

更正予算案

　

議第ろ6号ろ4年度富田，五箇診療所

　　

追加更正予算案

議案第ろ7号積立金の設置について

選挙第1号出納臨時検査立会議員の

　　

互選について

議案第ろ8号昭和ろ4年度一般会計歳入

　　

歳出追加更正予算案総額6，754，ろ

　　

45円増額されました。

　　

これでろ4年度の予算現額は406，17

　　

0．675円となりました。

議案第ろ9号大野巾役所建設資金積立

　　

条例の制定について

統合中学は継続審議

　

富田、阪谷、勝原、下打波の四つの

中学校を統合して東部中学校（仮祢）を

新設しようとする第46号議案は、更に

慎重に審議するため継続審議とし、特

別委員会をもうけ4月20日までに結論

を出すことs，なりました。

こんと

ノックアウト

早く煙を出してください

一月－

三池炭鉱殿

郷土いろはかるた

名君金森長近公

　

天正元年（今から約400年前）こ

の地方の一向一揆を平定した織田

信長は、部将金森長近を大野に封

じた。長近公は明敏で人情も厚い

名君であった。亀山城の構築（天

正7年頃より約5ヵ年）京都に模し

た城下町の建設（天正10年頃より

約ろヵ年）中竜、面谷鉱山の開発

等、長近公の業績は偉大である。

○先号のかるたの文中式内九社

　

に「篠座神社」がおちていまし

　

たので、訂正いたします。



4千321万6千円 国保予算のあらまし

　

国保予算の概要を説明します。

第1の市役所費は4，ろ76千円で予算全体

の10％に当り、6，ろ00世帯、ろ0．400人

の被保険者のために行われる諸事務費

であります。この財源は国庫から支出

される事務費負担金2，888千円（66％）

と保険税です。

　

第2の保険給付費はろ6，140千円で予

算全体の8ろ。6％を占め、被保険者皆さ

ん方の入院費や診療費の半額を支払う

ためのろろ、2％千円と、その他に。診療所

の収入である他会計繰出金、審査手数

料、療養費支給に要する費用。赤ちゃ

んが生れたときさしあげる助産交付金

　

（1人につき500円）、被保険者が死亡

したとき交付する葬祭費（1人に。つき

1，000円）等すべての保険給付費です。

この療養給付費は全国的にも年々増加

していますが、大野市でも前年より5．

8％ふえています。この財源は国庫か

らくる療養給付費負担金が1ろ、754千円

　

（ろ8％）と保険税です。

　

第ろの保健施設費は被保険者を病気

からまもろうという予防活動の費用で

す。全体の1％に。過ぎませんが保健婦

1名を置き、とりあえず今年は県の成

人病対策事業と呼応して健康診断など

を行う費用で、4ろ6千円です。これに

対して国・県から78千円の補助金が交

付されます。

　

第4の公債費は市国保が国庫から借

りた再建整備資金の返済など合計267

千円、全体の0．6％であり、これは全

部保険税やその他の収入金で負担しま

す。

　

第5の諸支出金は1，695千円で全体の

ろ。9％に当り、県連合会負担金、診療

所経費の不足分に対して出す繰出金、

保険事業に協力して下さる区長、嘱託

員の方々に対する報酬、保険税の納入

済みに対して市税と同様に奨励金を交

付するための費用等で、この財源は保

険税とその他の収入金です。

　

以上歳出と併せて歳入についても申

しましたが、昭和ろ5年度における国保

事業をこの計画に基いて運営するため

には1世帯当りろ、800円で、合計2ろ、940

千円の保険税を負担していたyくこと

になります。

　

なお富田、五箇の診療所会計では診

療収入によって薬品代、職員費を支払

い、不足額は事業勘定の予算から援助

する仕組みになっています。

昭和35年度特別会計国民健康保険

　　　

歳入歳出予算

　　　

（歳入）

国保徴収金 26，124，000

使用料及手数料 40，000

国庫支出金 16，680，000

県補助金 40，000

繰越金 100，000

雑収入 2ろ2，000

計 4ろ，216，000

（歳出）

市役所費 4，ろ76，700

保険給付費 ろ6，140．000

保険施設費 4ろ6，600

公價費 267，000

諸支出金 1，695，700

予備費 ろ00，000

計 4ろ，216，000

保険証がかわります

　

昭和ろ5年4月1日から改める事務取扱

いについて、おしらせいたしますから

皆さんのご協力をお願いします。

　

①昭和35年4月1日付で新しい被保

　

険者証を発行します。

今度の更新によって記号番号を市一本

の通し番号に大改正を行います。後程

区長さんから新しい被保険者証が届き

ましたら速やかに古い被保険者証をお

返し下さい。

　

②療養費の支払は

療養費支払というのは、県外の医院な

どで診察を受け、本人（患者）が一応

全額をお払いになった場合ヽ、後でその

領収書の内容を審査して市が半額を現

金で本人にお支払いする方法です。

　

ろ5年度からこの方法は極力少くする

方針です。すなわち真に止むを得ない

ものだけをこの方法でお払いすること

にしました。勿論、緊急の場合等は適

当なところで入院治療をうけていただ

いてよいわけですが、この場合でも市

保健課へ電話してくだされば、被保険

者証番号をおしらせしますから半額だ

け窓口でお払いになるようにしてくだ

さい。

　

なお金額をお払いになる場合は必ず

病名、診療の明細を記入した領収書（

用紙は保健課に備付けてあります）を

もらって帰られないと後で巾｀から半額

分をお支払いできないことになります

義景保育園の完成

　

昨年11月、清水上地係に着工された

大野義景保育園（工費277万円、建坪

2ろ17712）は、暖冬異変が幸いして順調

に工事が進み、このほど完成、4月1日

から開園しました。

　

この施設の完成で市立保育園の収容

人員は1ろ5名となり、児童福祉施設も

年々充実され、無心に遊ぶ園児の顔も

一段と明かるくなりましよう。

　　

（写真は完成した義景保育園）

教育資金申請書受付

　

4月8日から15日まで

　

市では困窮母子家庭の子女に対して

高校就学を助成する意味で毎月授業料

に相当する金額を給付いたします。

　

ろ5年度教育資金給付を希望される方

は、申請期間中に市民生課まで申請し

てくだざい。

確定申告が

間違ってCゝたら………

　

3月15日の確定申告書を提出した後

で次のような間違いがあった場合は

ー、所得の一部が申告もれであった時

　

正しい所得を計算して早急に修正確

定申告書を提出していただきます。期

限は税務署から更正の通知のあるまで

です。なお税務署で調べた結果、申告

所得金額に誤りがあるとき・は一応修正

確定申告書の提出をおすxめしますが

提出がないときは税務署で調べた所得

金額で更正して通知します。

　

このような修正確定申告及び更正通

知の場合は、本税のほかに過少申告加

算税（事実を隠ぺい仮装した場合の更

正には重加算税）利子税延滞加算税が

追徴されます

ニ、所得金額を過大に申告した場合

　

確定申告書提出後一ヵ月以内に更正

の請求書を提出することができます。



（6）第70号
／昭和ろ4年9月16日
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斉）課寸めレぐヽこ祉り

商工市民課の巻 ②

問先月はΓμ民係の業務内容について

　

お尋ねいたしましたが、今月は商工

　

係について説明して下さい。

答この係では商工と観光の業務を取

扱うほか、統計や主食配給業務などで

主な内容は次のとおりです。

　

1、銀行、会廿、市場に関すること

　

2、運輸及び通信に関すること

　

ろ、電源開発及び工場誘致に関するこ

　

と

4、発明特許及び商標に関すること

5、商工団体に関すること

6、計量器に関すること

ア、配給の事務に関すること

8、上記以外の商工業振興に関するこ

　

と

9、観光に関すること

10、指定統計に関すること

11、国勢調査に関すること

12、公園及び緑地帯の維持管理に関す

　

ること

問本年度から市が当面する重要な商

　

工行政にはどんなものがあげられま

　

すか。

答商工行政はその幅も広く市の発展

衰微にかかわる事項が山積しています

が、重要なものを列記すれば次のとお

りであります。

1、繊維産業の振興と安定策

　

市の主産業である繊維産業が替為、

貿易の自由化に伴う生産コヌヽト引下げ

や系列化に対処して、技術の向上と品

種の改善ならびに設備の近代化など企

業の合理化が必要であります。

2、越美北線の早期開通

　

越美北線福井～西勝原間の営業運転

は本年10月1日を目標に工事が進めら

れていますが、更に西勝原以遠の早期

完成によって中京方面経済圏との結び

っきを促進すべきであります。

3、工場誘致の促進

　

工場の誘致に関しては、本市は北陸

本線の沿線でない、地価が高い、労働

力に乏しい、汚水処理に問題があるな

ど、立地条件が悪く誘致に困難性を伴

いますが、市の収入の増加および二、

三男対策などのため、適地の調査を進

めつつ誘致宣伝に当らねばなりません

4、奥越電源開発と水没部落民の移住

　

地対策促進

　

奥越電源開発は、昨年の伊勢湾台風

の災禍によってその時期を早め、工事

施行会社は早ければ今夏に決定をみる

ようです。ダム建設による水没部落民

を一人でも多く受入れて市の人口増加

を図らねばなりません。

　

また市内に25万kwの発電所が建設

されれば、市税の増加など市の発展に

大きく影響することでありますので、

電源開発の促進と移住民の受入地対策

を急がねばなりません。

5、観光事業の振興

　

観光事業が重要産業の一つに。数えら

れる今日、奥越高原を中心とする市内

の観光施設を充実し、観光客を誘致し

て収入の増加を図るとともに工場誘致

の立地条件を高めねばなりません。

問市がこれらの重要な商工政策を強

　

力に推進するため、理事者や議員は

　

勿論、市民が一体となって事に当ら

　

ねばなりませんが、それを更に強力

　

に支援する他団体のバックボーンが

　

ありますか。

答奥越電源開発をはじめ越美北線の

早期完通、工場誘致、観光、地下、森

林資源の開発などいわゆる奥越総合開

発の促進を目的とする奥越総合開発促

進期成同盟会が昨年12月大野市、和泉

村、西谷村の一市二村共同のもとに結

成され、北知事を会長に推して目的達

成のため事業が推進されています。

　

更に県には県総合開発審議会があり

奥越地帯の総合開発に大きな関心がよ

せられています。

新しく二つの区が誕生

　

4月1日から新しく下舌下二区、新栄

町（しんさかえちよう）の二つの区が

出来ました。

　

前者は小山出張所裏の市営住宅20世

帯、後者は荒井町二区の中で県道南六

呂師大野線北側の農道を中心とする42

世帯で、これで市内の区数は全部で16

5区となりました。

個人．団体を表彰

　

県では昭和ろ4年度産米の売渡し、お

よび集荷ならびに産米改良優良者を表

彰いたしましたが、市内でその栄冠を

得られた方々は次のとおりです。

（個人）

食糧庁長官賞下舌木下藤次郎

知事賞上丁水上キクノ

（団体）

食糧庁長官賞大野市米穀売渡推進

　　　　　　

協議会

知事賞大野農業協同組合

陸．海．空．

自衛官募集
志願受付4月15日まで

詳細は市役所（出張所）へ

危険物取扱主任者講習会

とき4月14日～15日

ところ大野公民館

　

こんど法律の改正によって、この講

習を受けなければ今までの免許証の効

力はなくなります。

　

第1～6類までの免許証をお持ちの方

はかならず受講して下さい。

求人情報 ／大野職安扱
市内関係分ノ

【男子】

土木建設業者現場事務員1名20歳

　

位まで高卒7，0∩0円

車輛修繕業修繕見習工4名20歳位

　

までろ．000～5000円

機業場糊付工1名45歳位まで

　

8．000円

木工所木工見習4名20歳まで

　

ろ．000円

木工所雑役5名年齢不問日270円

　

以上

ふとん販売店店員1名18歳～45歳

　

まで8，000円～10，000円

新聞販売所拡張員1名25歳～40歳

　

まで固定給5，000円

土木業土工10名年齢不問

　

日500円以上

ブロック製造会社製造見習6名20

　

歳まで日200～250円

生命保険会社外交員10名50歳位ま

　

で待遇は面談の上

酒販売店店員1名20歳まで6，000

　

～7．000円

食料品販売店店員1名18歳まで

　

ろ．000円住

【女子】

機業場織布工10名40歳位まで

　

8，000円

機業場事務員1名ろO歳位まで

　

6，000円

食料品店店員1名20歳位まで

　

ろ．500～4．500円

文房具販売店事務員1名22歳まで

　

5．500～6．000円
木工所雑役ろ名年齢不間日200円
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