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；市の人口㌧
（6月1日現在）
男19，994人（＋38）
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計⑳，656人（÷114）

きい．

市役所の市金庫の方に納めてくだ

まだ納めておられ︵〃−い方は早目に

ております︒

と︑保険税第三期の納期限になっ

今月の三十日は市民税の第一期

今月の納税は
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8．393世帯（＋19）

日向市役所藤井満義

女20，662人（÷76）
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いないそうです︒

▽二人戦死の遺家族には︑一人戦
死の遺家族より扶助料を多く出す
というような方法はないのか︒
現在のきまりでは︑戦死者二人
のうち一人について認められま
すが︑二人の分は認められない
ことになっています︐
▽市営の野菜市場を作ってほしい

うにしてほしい︒

その考えで検討しています︒
▽農業技術員を増員して︑各区で
講習会などを開き︑指導させるよ

一

農業技術員は増員したいと考え
ています︒近いうちに︑畜産︑
園芸の技術員を採用して︑農業
の技術指導に当らせたいと思つ
ています︒

何人でもよろしいのです︒運営
のしやすい人数で作ってくださ
い︒

▽ガリ版刷りのプリントが回覧さ
れるが︑印刷が悪いために読みと
れぬことがある︑．

広報紙を読んでいらっしゃるよ
うであれば︑現在一回の広報紙
を二回にし︑それに同覧文書で
流すものをできるだけ載せて行
︸・・たいと思っています︒

▽市と日向日日新聞社の共催で行
なった美々津海岸の観光撮影大会
に︑市の職員が一人も来ていなか
った︒聞けばあの日︑延岡に貸切
パスで遊びに行ったそうだ︒

．

職員たちはずっと以前からあの
日に遠遊会を行なうことをきめ
ていたのです︒仕事も都合をつ
けていたことではあるし︑楽し
みにしていたものですから⁝︒．
▽市の職員採用は現在やつている
のか︒やっているとすれば︑どの
ような方法でか︒

現在再建団体という枠内でおさ
えられていますので︑職員採用

はしていません．．待別な技術者

ます︒

れないことはないが︑運輸省で
は他に方法はないかと言ってい

あります︒ ﹁日向駅﹂とつけら

市議会に近く相談してみたいと
思います︒すでに下相談はでき
ているのですが︑案として出た
﹁日向駅﹂というのは千葉県に

が悪い︒

今年度中には改築したいと考え
ています︒構想としては︑現在
の薪炭炉を重油炉に切り代えた
いと思います︒重油炉にすると
二〇詩か︑二五認の重油で約五
十分間あれば死体処理ができる
ようです︒ほかに待合所︑事務
所︑祭場︑管理人住宅︑納骨堂
などを整備するつもりです︒
▽日向市の市名と︑市の玄関口で
ある富高駅の名称が違うので勝手

理の橿⁝想はないか︒

ドブを上げる時は衛生課に連絡
していただきますと︑トラック
をまわすよう手配いたします︒
▽火葬場の破損が目立つ︒改築修

りに来ない︒

▽ドブさらえをやって︑汚物を道
端に上げておくのだが︑市から取

す︒

道路にまくのは︑溜っているよ
り衛生的であるとの見方もあり
ます︒まくことは︑市民お互い
の良心に訴えて︑その自覚をう
ながす以外に手はないと思いま

ないものか︒

▽下水溝の水の溜ったものを道路
にまいている︒取りしまりはでき

︹旭通り区琵5月30日︺

火葬場の整備をはやく

していたしません︒

のみ採用しています︒ただ採用
する時は︸定の試験をし︑その
成績によって人事資問委員会で
採否をきめます︒椿実人事は決

覧

○⁝⁝⁝とじてご保存下さい⁝⁝⁝○

三地区で市政懇談会
先月一ばいのうちに︑堀一方︑石並︑旭通りの三区で市政懇談会が
開かれました︒各区とも︑それぞれ区としての悩みや︑市民として
の市政に対する疑閤点を引︾︑︑出して︑そういった問題をどう解決し

て行くか︒市のそれらに対する考え方はどうなっているのか⁝⁝な
どを︑みんなが選んだ市長を囲んで熱心に︑しかもなごやかに話し
合いました︒

⁝一

たパ﹂援

▽納税組合結成にへ数の剖
限はないのか

いと思います．︐

税組合還営の事務補助金
としてご理解いただきた

償へ華こいうのは妥当では
ないようです︑︑これは納

ザ㌔尊．ンし上唇日出へ距︐︑

合百分の二．一を報償金とし

合です・こ納期前完納の場

度には二百三十二人に差
しあげました︒組合の場

なっています︑︑コ．十四年

偶入には立てまえなので
報償金は熟ません︐ただ
し︑一筆分を前納きれた
人には差しあげることに

か．

償金はどうなっているの

▽偶人と︑納税貯蓄組合で
納期前に完納した場合の報

︹美々津石崖区h5月26日

よくわからない

回覧文書が

婁︸︽〜．︑

生き物だから︑飼育管理をよく
検討してからでないと簡単にや
れない︒高然由の増殖したサル
は︑まだ各市にわけるほど多く

まると思うがハ響

いまのところ︑むずかしい問題
だが︑研究してみましよう︒
▽公園にサルを飼ったら人もあつ

次に︑これら三区の主な問題をまとめてお知らせしましよう︑

伊勢ケ浜にサルを
︹堀一方区一5月9日︺

▽伊勢ケ浜公園までパスを通して
し

まし︑︒
ドロ

宮門の営業上の問題ですから︒
市としても要望するようにした
いと思います︒

▽小さな車で︑市営でやってもら
えないだろうか︒

，

國

日

日

＝

官公庁につとめている人や会社に
つとめている人は︑つとめている
間に掛け金を納めて︑年をとった
りケガや病気などで働けないよう
になると︑例えば恩給︑厚生年金
保険︑船員保険などのようなお金
がもらえるようになっています︒
ところが農業をしている人や︑自
分で商業を営んでいる人︑厚生年
金保険︑船員保険に入れない人た
った妻が老令年金を受けられる期
したときに六十才から六十五才ま

間の保険料を納めている夫と死別

で支給されます︒

その年金額は夫が受けることので
きる老令年金の半分です︒

昨年の十一月からは保険料を納め
ていない人にも特別にもらえる年
金へ福祉年金︶がもうすでに始ま
っています︒

す．︑

保険料を納めるのは昭和三十六年
四月置らですが︑それから何年か
経たなければ前に述べました拠出
制年金はもらえないわけでありま

て支給されています︒

福祉年全はそれまでのつなきとし
保険料を納めないでもらえる禰祉
年金は老令︑母子︑障宮の三種類
であります︒

ます．．

以上が国民年金のあらましですが
七月に入りますと︑昭和三十六年
四月から始められる槌出制国民年
金の被保険考凋査華壇期間に入り
拠出制国民年金の実施は︑いよい
よ明年四月から始まりますので︑
その主旨︑内容については今から
市民の皆さまに充分知っていただ
㍉．︑たいのであります︒

ませんので必ず出されるようお
知らせいたします︒

おいでください︒

用紙は市民課国民年金係に用意
してありますから︑年金証書と
それに押してある印鑑を持って
なお届ける人は本人でなくても
家庭の所得状況がわかる方なら

蕊奪慧

廼鑑

笠田

し

艦

二等陸士︵七千五百名︶海土︵二
百名︶空士︵千名︶を募集してお
ります︒受け付け期聞か七月十一
日までになっておりますので希望
の方は早目に市役所総拐課までお
申し込みください︒

志願票︑その他の必要書類は総務
課の方にとりそろえてあります︒
▽応募資格
ω昭和三十五年九月一日現在で︑
満十八才以上の者
＠学校教育法に定める中掌校卒業
程度以上の学力を有する者など
です︒

なおくわしいことは市役所の総畜
課におたずねください︒

職業補導委託生募集
県下で十一名の身体障害者職業補
導委託生を募集しています︒

からだの不自由な方で何か職業を
おぼえたいと思う人は早目に市隔

石本 義明
真弓 八郎

︸
1
4
8

い︒これは県が月二千円を支払っ

祉事務所の方へ申しでてくだき

＝三一＝﹁

て︑事業主に身体障害者の職業補
導を委託するものです︒

≡⁝⁝一⁝＝三

ーセノトをめぎして納税運動に
●

パーてノトを螺消し︑い実田圃

その結果五月末で滞納頷の五十

O＝一一一一≡≡；一二一⁝≡＝二一＝三一三一＝＝≡≡≡ニ；＝一⁝三＝﹁二三一≡；一≡⁝三﹁≡一二一≡︸＝≡一二＝≡≡；；﹁

どなたでもかまいません︒

11

⑤

努力しています︒

へ写真は庄手滞納整理委員の
皆さん︶

︽論陣零

蝦鎖綱
美々津
日知屋

香

三輪
権さんの便り届く

た権順翔さんから︑このほど市長

先ごろ日向市から朝鮮へ帰国され
宛に手紙がまいりました︒

手紙の内容は︑無事新潟の日赤セ
ノターについたこと︒駅まで見送
って頂いたり︑お世話になったり
した市民のみなさんへの感謝︒帰
などでした︒

国しても日朝親善に努力すること

亀

︻母子年金︼

一︵籾木︶古高仏市︵．迅見︶池田

▽五力年連続前納者

常一︵石並北︶
中野＋景市︵山下︶

をうけることができます︒

そのほか︑日ごろわたしたちの生
活をとりまく法律上のいざこざに

ついて︑法律知識にとぼしいた
め︑無駄なあらそいをしたり︑主
張すへき権利も行使できない人た
ちに法律上の指導や助言もあたえ
てくれます︒

してくれるのです︒

またどうしても裁判をしなくては
ならないが︑その費用のない貧し
い人には立替えてもらえる制度が
ありますが︑そのようなお世話も
日向市の人権擁護委員は次の方で
す︒

細島

鷺二二＝ニ≡一≡＝ニ一一＝＝≡二≡一≡︐ニ＝≡ニニ≡三＝ニ﹁一一≡一＝＝≡＝≡二≡＝一≡＝≡≡≡≡；一一三≡一二＝＝ニ一二≡≡一＝＝＝二≡⁝≡二一三一鵡

ています︒

か︑一時たてかえなども行なっ

を訪問して納税をすすめるほ

出された十名の委員は︑各家庭

同区内の五班から二名つつ選び

となってできたものです︒

長の黒木兼蔵︵55︶さんが中心

の滞納を一掃するために︑前区

滞納額があることがわかり︑こ

上で︑庄手勢に約十万円程度の

日に行なわれた市政懇談会の席

この滞納整理委員会は︑二月二

ぐんあげています︒

し︑いま同区の納税成績をぐん

らなる滞納整理委員会が誕生

去る二月︑庄手鼻に委員筆名か

珪手滞納整琿委員会

灘剛

▽三力年連続前納者
山田栄作︵比良︶長友健︵上原町
︶松木金助ふ山下︶小池公徳︵上
原町︶荒木正人︵亀崎北︶木田負
︵秋留︶森下一也︵石並南︶

▽保険覗完納組合
南町三組︑同四組︑同五組︑同六
組︑中町六組︑本町一組︑同二組
同婦人会︑上町︸区一組︑同五組
同六組︑同七組︑上町二区三組︑
同六組︑同八組︑中央区一組︑同
七組︑同八組︑草場区若草会七組
咽頭二会五組︑西川内妻一組︑同
二組︑本谷和田組︑肩山ケ迫組︑
ほか百二十八組
▽健康家庭表彰
仲田正勝︵中町︶日吉善平︵上町
一︶河野月へ上町二︶鈴木ハマ︵

中央︶渋谷フジエ︵西川内︶三輪
タネ子︵吉野川︶児玉道男︑笹野
東4四倉健治︵幸脇東︶富山喜平
︵別府北︶安藤光太郎︵石橋北︶
ほか百八十二名︒

人権擁護委員のしごと
わたくしたちが日常生顔をする上
で︑とかく起りがちな法律問題に
ゆきなやんだとき︑親身に梶︑5つて

相談に応じ︑わたくしたちの人権
が不当におかきれたとき法務局と
一しょになってわたくしたちを救
ってくれる人︑それか人権擁護委
員です︒

国の権力を用いる公務員が権限を
らんようして人権がわかされたと
きや︑封建的な考え方から起りや
すい人身売買︑村八分などの問題
は︑人権擁護委員に申しでて助け

1

︻老令年金︼

老令年金は保険料を二十五年以上
納めた人︑または保険料を十年以
上納めた人で︑貧乏や病気などの
理由で保険料を納めなくてもよい
と認められた期間と︑保険料を納
めた期間を合わせて二十五年以上
になる人︒

これらの人が六十五才になったと
きもらえます︒

れた額がもらえることになりま

母子年金は妻が一定の期間保険料
を納めたのら︑一家の働き手であ
る夫と死別し︑十八才までの子を
養っている場合に支給されます︒
年金額は保険料を納めた期閲によ
って一万二千九百円から二三五千︐
八百円︑そのほかに子供が二人以
上あるときは第二子以下の子供︸
人に対して四千八百円つつ加えら
す︒母子年金も一定期間保険料を
納めることができなかった人に福
祉年金か一万二千円と第二子以下
の子一入につき二千四百円を加え
た額が支給きれま
す︒

︻遺児年金︼

福祉年金︵老令︑母子︑障害︶
を受けている人は六月一日から
三十日までの間に所得状況届を
市役所に出さねばなりません︒
もしこの届を出さないときは︑
六月からの福祉年金が受けられ

◇福野年金受給﹂首へ◇

今月中に所得届を

寡婦年金は婚姻関係が十年以上た

︻寡婚年金︼

金は支給されません︒

この年金と次の寡婦年金は福祉年

す︒

年金の額は父または母が保険料を
納めた期間によって七千二百円か
ら一万五百円︑子供か二人以上の
ときは第二子以下の子一人につい
て四千八百円を加えた額となりま

ます︒

遺尼年金は︑父母
のいずれとも死に
別れた十八才末吉のチに支給され

羅

6制度がありませ

もらえる年金の額は二十五年以上

保険料を納めた人には二万四千

二千円ときめられています︒

円︑二十才から五十九才まで全部
納めた人には四万二千円が支給さ
れます︒福祉年金はだれでも一万
︻障害年金︼

次に障害年金は︑一定期間保険料
を納めた人が病気やケガをして働
けなくなったとき︑または働くこ
とが相当因難になったときその程
度によって支給されます︒

もらえる年金は保険料を納めた期
間によって二万四千円から四万二
千円までですが︑働くことが全然
できない場合はその額に六千円を
加えた額が支給されます︒
一定の期間保険料を納めることが
できなかった人で以上のような状
態になったときは一万八千円にな
っておりますが︑この場合は働く
ことが全然できないような場合︑
例えば両手︑両足を失った程度の
人に限ります︒

●

ノへ諸鐙︶

野末芳へ本谷︶福田正行︵幸川東
︶森栄逸へ草場︶目星光義︵海瀬
︶芝崎要︵本町︶鈴木良逸︵中原
︶本宮政治︵江良︶野並武彦︵川
手︶矢北清︵中村︶安藤福一︵高
々谷︶松葉忠義︵本宮︶黒木ミチ
▽納親指導者の部
長曾我部武︵西川内︶黒木今朝吉
︵奥野︶黒木兼蔵︵庄手︶綾部末
吉へ亀目北︶三輪弘︵地蔵︶三輪
馨へ八坂︶毒口釈嘉蔵︵余瀬︶黒
木正美︵田の原︶橋口貫之へ宮の
下︶相馬捨蔵︵美々津

上町ご

︵保険税のみ︶幸脇中

▽完納部落の部
籾木区︑美々津上町二
︵同︶高松一︵同︶

▽優良納税者の三
治兵衛︵切島山︶橋ロ

橋本保︵上町ご赤木
アグリ︵上町ご長友
栄太郎︵山下︶田中義
高︵下原町︶中村鶴一
︵梶木︶石崎市松︵亀
崎中︶山下奈良一︵伊
勢︶小西今朝市︵高々
谷︶甲斐毅︵金ケ浜︶
橋口袈裟雄︵宮の下︶

魔

ちにはこのようへ

れることになります︒

またこの条件にあてはまらない人
でも三十年以上保険料を納めるこ
とができなかったと認められれば
老令福祉年金が七十才から支給さ

んでした︒

国民年金制度はこのような人たち
に︑恩給をさしあげる目的で作ら

鶏

れたものです︒

この国民年金には毎月
少しつつの掛金︵保険
料︶を一定の期間納め
てもらえる年金︵これ
を拠出制年金といいま
す︾ と掛け金を決められた期間納
められなかった人に支給される年

金へこれを福祉年金といいます︶
があります︒

拠出制年金とは

満二十才以上満六十五才未満で︑
前記のいろんな恩給年金をもらえ
ない人はかならず国民年金の被保
険者とならなければなりません︒
恩給や年金をもらっている人︑ま
たはこれからもらえる人︑あるい
はこの人達の妻︵夫︶や学生は本

人の任意加入できます︒

以上の人は昭和三十六年三月末ま
でに市役所に届けねばなりません
被保険者は保険料を昭和三十六年

四月から納めることになります
が︑その額は二十才から三十四才
までは月百円︑三十五才から五十
九才までは月百五十円です︒
国民年金は老令年金︑障害年金︑
母子年金︑遺児年金︑寡婦年金の

五種類です︒

磯
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健康家庭も併せて表彰

一郎︵山下V原田松栄︵上町二 ︶

三十四年度の優良貯蓄納税組合表
彰式は先月の二十五日︑市役所の
講堂で開かれました︒この日晴れ
の表彰を受けたのは次の方々です
▽納税貯蓄組合長の部
蛭子清八︵上町二︶竹内政行︵広
見︶黒木肇︵奥野︶高橋徳蔵へ永
田︶古谷富三郎︵切島山︶児玉金

／

驚ざ
年1
申川澄治︵本町︶鈴木
宝蔵︵本谷︶秋吉利︵
高見橋︶高橋ウメ子︵
奥野︶黒木万蔵︵江良
︶黒木吉郎︵庄手︶吉
本次助︵清正︶川野佐
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湯浅芳雄︵曾根︶芹沢善三郎へ同
︶遠藤重一︵同︶金丸伊作へ亀崎
中︶吉田浩太︵笹野西︶川野千鶴
子︵遠見︶甲斐誠市︵幸脇西︶河
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一向

去る五月十六日から︑県民運動の
一つとして︑ ﹁正しく塗るく運
動﹂が︑長期にわたって行なわれ
ることになりました︒

査時間は午前九時から午後九時ま
で︑小雨横様だつたので︑通行量
は平日より二割ぐらい少なかった
ようでした︒
︻流入・療．店街の方に来た人︼

四︑一一︵Ψ台

一時聞

▽歩行者 四︑八〇五人 一時聞
平均四〇〇人︑最も多い時間は
午前九時〜十二時の平均四三二
人
▽自転車

平均三四三台︑最も多い時間は
午後五時〜九時の平均四一八台
一時間

昆．も多い時間は

四︑四一六人

︻流出遥商店街から出る人︼

▽歩行者
平均三六八人

︻合計11通った入全部︼

午後五時〜九時で平均四〇五人
▽自転車 三︑八C童名 一時間
平均三一七台 最も多い時間は
竿後五時〜九時で平均四〇五台

最も多い騨時間は

一時間

▽歩行者 九︑二二一人 一時聞
平均七六八人 最も多い時間は
午後五時〜九時で平均七九六人
平均六六︵Lムロ

▽自転車七︑九一九台

午後五時〜九時の平均八二三台

からだの不自由な方は
ご相談ください

堂で開きます︒

県と日本赤十字社県支部共催の身
体障害者︑戦傷病者巡回審査更生
相談を今月の三十B︑市役所の講

の症状より良くなると思われる

からだに障害ある方でまだ身体障
害者手帳を持ってわられない方︑
昭和二十九年以前に手帳の交付を
受け等級改訂をしていない人︒
更生︵育成︶医療を受くれば現在

いでください︒

人︑補装具をつけたいと思われる
人︑補装具はつけているがどうも
合わないと思われる人は相談にお

県外の病院にかかるときは
前もってご相談ください

近ごろ︑被保険者で︑県外の病院
にかかり︑後からその費用を請求
する方がふえました︒

です︒

本市ではできるだけお支払いをず
るようにはしていますが︑書類の
整備ができないため︑数ヵ月たつ
ても払えないことがあります︒
ですから県外の医師にかかるとき
は緊急な場合を除いて︑かならず
市保険課と打合わせてください︒
なお︑大学附属病院は︑ごく一部
をのぞき︑種別を問わず社会保険
の扱いをしませんから注意してく

ださい︒

店員さんの訓練講習会

われます︒

県三色課と市商工水産課共催の︑
商店従業員訓練講習会が︑十五日
午後一時から市役所の講堂で行な

のです︒

これは店員を講習訓練し︑経営の
改善をはかるために行なわれるも

す︒

事業主の方は多数従業員を参加さ
していただきますようお願いしま

のミ日南号ミ→ま、上りが18時13分、下りが10時39

7月15日は

分にそれぞれ富口宣を発車します。駅でも利用を

このような場合は緊急の時以外支
払をしなくてもよいのが立てまえ

め、たくさんの人が富高駅前で出迎えました。こ

日向市でも﹁正しく歩く運動﹂
の推進協議会︵会長藤井満義︑
副会長近藤華子ノが生まれ︑毎
週金曜に街頭指導などを行ない
この運動を強力に推しすすめる

始めて通過する下りミ日南号ミを藤井市長をはじ
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あるミひかり号ミと同じ型のジーゼルカーです。

農業委員選挙の日です
登録した数です︑．

されたものと︑農業委員会と選挙
管理委員会と連絡をとり︑名簿に

あっても投票できません︒

農業委員の選挙権の資格は︑十ア
ール以上の耕作者で︑年間六十日
以上農業に従事している方です︒
農業委員の選挙人名簿は補充選挙
人名簿の調整ができませんので︑
現在選挙管理委員会にある選挙人
名簿にのっていない人は選挙権は

6月1日から、日豊蔵置の別府一西鹿児島間を走

七月十五日は農業委員の選挙日で
す︒

十二名・﹄百八ヘクター

日向市の農業委員は現在二十五名
で︑その内選挙される委員は十七
名︑残りは組合選出が四名︑学識
経験者が四名となっています︒
選挙きれる委員の定数と一人当り
の受け持つ耕地面積の割合は︑富
島地区・

ル︑ 皿石脇︑ 美々鴇痒一期区−レ山冠名U−古R

る準急ができました。ミ日南号ミといって、現在

ことになりました︒

市民の皆さんも交通規則︵とくに
右はし歩行と正しい横断︑自転車
の左側一列通行︑道路環境の整備
日向市を交通事故のない明るい街

を守ってください︒
にいたしましよう︒
︵写真は街頭指導をする日向 市 長 ゾ

す︒

は立候補できます︒

しかし農業委員には名簿に登録き
れていなくても︑七月十五日に年
令が満二十才になり︑日向市に住
んでおり︑選挙権の資格のある人
て投票しましよう︒．

七月十五日の投票日は全員こぞっ

呼びかけています。

通行量まとまる︵上町︶
商工水産課はこのほど富高上町商
店街の通行量を調べました︒これ
は︑七月から県市共同で行なう商
店街企業診断の資料にするもので

調査ば十九日に︑上町通りの富高

三ヘクタ⁝ルとなっています︒
ただいま選挙管理委員会では︑七
月十五日の農業委員の選挙準備を
すすめています︒
農業委員の選挙人名簿に登録され
ている有権者数は八千百五十七名
で︑これは昨年十二月農家の皆き
・ん方から農業委員会を通じて申請

○⁝⁝⁝とじてご保存下さい⁝⁝⁝○

別府一通鹿児島聞

人は必ず右はしを

薬局晶削︑竹島食堂前︑九電営 業 所

・

準愚、日南号、走る

正しく疑るこう

前の三か所で行なわかました︒謁

ゆ

吃

・

ヘロのりのま
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