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慣習や惰性から脱皮して︑︑新しい
大日向市民の生活を確立するため．

りませんか︒

お互いの知性を整え︑その決意を
集めて︑大いにがんばろうではあ
近く策定される総合計画はその
道しるべであり︑たとえば美々津
国営パイロット事業︑大王谷開発
事業︑観光客受け入れ態勢などに
も勇断をもって︑全市民が相たず
さえ積極的に取り組む姿勢こそ緊
要かと存ずるのであります︒
各位のご健康をお祈りし︑よき
ご指導とご協力を切にご期待申し
あげる次第でこぎいます︒
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写真は高森山より美々津を望む
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れ、いま、気象調査や水利現況調査など各種調査が行なわれて
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ない限り︑生活水準の格差を完全
に解消することはできないし︑そ
のためには︑どうしてもみんなが
立ちあがってやるよりほか名案は
ないと思われるからでごぎいます
市政施行十八年め︑私たちの考
え方も明治百年︑戦後二十三年の

児

躍進の年を迎えて

察します︒

活発になりました︒

日向市は︑昨年も画期的な上水
道工事をはじめ教育施設や道路整
備等の公共事業をみんな計画通り
に進め︑多年懸案の工場誘致も軌
道にのり︑経済の動きはいよいよ

ん︒

しかし︑大切な問題の解決はや
はりこれからと言わねばなりませ
内外とも極めて複雑な情勢のも
とに︑日本は今新しい未来への大
きな転換期を迎えております︒
激動する地域経済社会の将来の
行くえを見極めて思い切った農林
業︑地場産業の体質改善を断行し

漁業の近代化をはかり︑中小企

蚕等の農業が行なわれる計画です。

営開拓パイロット事業」は、美々津、岩脇地区をはじめ隣接の

この地域も遠からず開発のッ手音がこだますることでしょう

都農町、東郷村を含めた5，200ヘクタールの広大な山林、原野

を造成するとともに、道路や水利グム等も建設し、みかんや養

ト事業の調査が着々と進められています。この「美々津地域国

ヘクタールの山間部が開発予定地で、この地区を開発して農地

津地域の山々では、大規模な農地を造成する国営開拓パイロッ

市内では、美々津、幸脇、平岩、塩見の一部を含めた、953

琿やかしき1969年を迎えました、新春の日ざしを受けた美々

います。

国営開拓パイロット地区

を開発して、農地を造成する計画で、昭和40年度から手がけら

開発を待つ

1969

広域行政を推進して
柏

田

の最高水
準にあ︶

とげ世界．

日本の経
済は高度
な発展を

十三年︑

戦後二

大日向市の発展を
市議会議長

ます︒

〜
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このような高度経済成長の中に
地域社会は過疎問題等著しい変化
が生じて︑地方財政にも大きな影
響を与えて参りました︐
本市は︑昭和三十九年一月待望
の新産業都市に指定きれて一躍脚
光をきたし︑昨年は旭化成が一区
に進出して開発の基礎が確立きれ
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本谷地区の農道改良工事は︑本
谷地区団体営農道整備事業として
四十二年度から引き続き行なわれ

があふれています︒

ら本谷農道や和田橋の建設︑西川
内︑塩見間の農道建設工事が行な
われており︑静かな農村にも活気

必要になってきました︒
そこで︑気高地区では︑︑昨年か

きたことなどから︑．農道の整備が

今日の農業には︑自動車や耕う
ん機などの大型機械による農作業
が取入れられて︑やさいや果樹等
の農産物輸送がひんぱんになって

量弔置

一方海上には﹁海のバイパス﹂
として細島と川崎を直結するカー
フェリーが近く就航するなど本市
の前途は洋々としております︒
私たらは︑こうした郷土の開発
と地方自治の現況を直視し︑政府
の施策に即応しつつ広域的行政を
大幅に推進し行政水準の高揚を計
らなければならないと思います︒
そうして﹁人間尊重と社会開発
を基本とした経済発展に尽力し﹂
高度な生活文化と明るい福祉社会
を有する大日向市の建設に︑きら
に意欲的に取り組むことをお誓い
するとともに市民各位のご活躍を

々進行しております︒

たのを始め︑市南部地区では︑三
千二百八十ヘクタールに及ぶ美々
津地域国営農地開発事業が決定し
大規模な農地開発事業の調査が着

おりです︒

補正予算のおもなものは次のと

た︒

一般会計の補正予算は︑歳入歳
出予算の総額にそれぞれ六千三百
十八万四千円を追加し︑総額は十
一億千二百四万八千円となりまし

六千三百万余円の追加

一般会計に

わもなものは次のとおりです︒

しました︒

昭和四十三年度十二月定例市議
会が︑さる十二月九日から二十三
日まで行なわれ︑市営住宅管理条
例の一部を改正する条例案や四十
三年度一般会計補正予算案など二
十三議案を原案どおり︑可決承認

．

ており︑現在の道はば三厨︵平

総務費関係では︑退職金や給与
改正に伴う人件費など千二百六十
五万五千円が追加されました︒
民生費では︑社会福祉会館建設
費補助金の百三十万円や生活扶助
費の二千万円などが追加されて︑
約二千五百万円が計上きれていま
す︒

衛生費は医薬材料費や人件費旧
約三百四十万円の追加です︒
農林水産業費では︑融くい虫防
除協議会事業費補助金と人件費が
おもなもので︑五百三十五万円が
追加補正されました︒

土木費は︑交通安全施設整備費
の百三十六万円や現年度県営事業
負担金六百万円などが追加され︑
街路事業費の六百万円は減額され
ましたので︑総体では二百八十七
万三千円の追加となります︒
消防費では︑団員退職報償金や
消防車購入費補助金︑人件費など
三百四十七万八千円の追加です︒
教育費の追加額は︑三百六十二
万五千円で︑ほとんどが人件費に
当てられ︑・ほかに部落公民館建設
費補助等になっています︒

労働費では︑失業対策事業の賃
金等に百三十七万七千円の追加で
す︒

災害復旧費は︑十一ヵ所の道路
災害復旧工事費三百八十二万五千
円が計上きれています︒

特別会計では
公営住宅事業等に追加
特別会計の補正でおもなもの
は︑公営住宅事業に次年度の用
地購入費として六百二十万円が追
加されて︑歳入歳入はそれぞれ二

千九百十四万一千円となりまし
た︒

爵︻民健康保険事業では︑療養給

︑

五百六十二万三千円の追加とな

しましたが︑予備費から五百五十
五万円が組替えられましたので︑

ココロロコ

のレコロ

ロコ

ロヒしけコ

りしロココのロコ戸口

ロロロ

り︑予算の総額は一億五千八百七
十九万八千円となりました︒
コ

梱十二年度決算まとまる．・
昭和四十二年度の決算がまとま
りました︒

一般会計では︑歳入が九億二千
三百二十七万九千六百七十円︑歳
出が九億二千百七十四万六千七百
三十二円で︑歳入歳出の差引残額
は百五十三万二千九．百四十一円と
なっています︒

特別会計では︑公営住宅事業が
歳入の五千九百四十万七千六百十
一円︑歳出が五千二百六十八万八
千四百五十円で︑差引六百七十一
万九千百六十一円の残額です︒
東部第二土地区画整理事業は︑
歳入が五千二百十二万二千二百四
十二円︑歳出が四千九百三十二万
五千七百二十二円で差引残額は二
百七十九万六千五百二十円です︒
と畜場事業は︑歳入百二十万七
千四百二十一円︑歳出二十三万七
千百七十二円で差引九十七万二百
四十九円の残額となりました︒
国民健康保険事業では︑歳入が
一億二千八十九万八十一円で︑歳
出の一億九百六十一万六千百九十
一円となり︑差引千百二十七万三
千八百九十円の残額となります︒
農業共済事業では︑歳入千九百
三十八万千八百三十六円︑歳出千
三百六十四万六千八百四十三円で
差引き残額は五百七十三万四千九
百九十三円となりました︒

公営住宅の用途を廃止

ド噌

昭和二十六年に至上屋の櫛の山
ぞいに建設された引揚者住宅︵木
造平家︶＋七むねこ再四戸と昭和
︾

∂

する予定です︒

り︑残り約千メードルは︑四十四
年度事業として工事が行なわれ︑
四十五年三月には︑全延長が開通

百十八・ニメートルの工事が終

本工事は︑県が︑農免道路事業
として︑工費一千六百十一万円で
昨年十二月より着工しており︑本
年三月には塩見の奥野まで︑千八

︵三十七メートルを含む︶の建設
工事が行なわれています︒

長さ二千八百十八・ニメートル

はばが三・六耕でH型鋼けた橋と
いい同じく三月に完成します噂
一方︑西川内地区でも︑塩見の
県道日向人吉通線へ通ずる農道︑

．愁．副
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◎

付・費等に千百十三万三千円を追加

三

月に完成します︒

円で昨年の十二月から工事が始ま
り︑延長千二百十六材が︑本年三
また同地区では︑和田橋の改修
工事も始まりました︒これは︑四
十一年九月に災害を受け︑その復
旧工事として行なうもので︑昨年．
の十二月から工費三百八十八万円
で鉄骨の永久橋を建設しているも
のです︒この橋は︑長さ十五綴︑

のです︒

この事業は︑県が富高川河川改
修工事として事業費約三千三百万
で昨年七月から始められているも

富高川の改修工事も急ピッチ
市内本谷の御手洗橋附近︵八幡
神社前︶でも︑富高川の河川改修
工事が行なわれ︑いま右岸︵西側
の川岸︶に堤防が建直されていま
す︒

二十五年および二十八年に同地に
建設された災害住宅等︵木造平家
建て︶六むね十二戸︑また︑昭和
二十七年目富高草場に建設きれた
分散引揚者住宅︵木造平家建て︶
八むね十戸は︑公営庄宅の用途を
廃止ししました︒

職員の給与を改正

ップきれました︒

︵

ぼ

国家公務員の給与改正に準じて
市職員の給与を昨年七月にさかの
ぼって平均七・九ベーセントがア

ゴ
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噛

﹁﹁
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が十分注意しましょう︒

衰ﾓ慰撫
ね
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写真は富高川の改修工事

．

次のとおりです︒

も

￠曳

一
i〜

二︑時間午後一時半から四時

咩冝@一月二十七日

・残りの約千八百メ4トルの右岸︑

三︑会場 市役・所大会議室

この会は︑知事が地域住民と直
接ひざをまじえて話し合い︑この
声を県政に反映させて︑住民と血
のかよった県政を行なうために開
催されるもので︑日︑時︑会場は

た︒

﹁知事を囲む座談会﹂が本市で
初めて開催されることになりまし

知事を囲む座談会の開催

ことでしょう︒

同流域は︑これまで大雨や集中
豪雨の被害をたびたび受けました
が︑今後は︑この心配もなくなる

備されつつあります︒

れ︑富高川流域は︑いちだんと整

わせて﹁橋﹂の改修等も計画さ

また将来は︑河川改良工事にあ

〜﹂

⁝説懸歓野饗碑銘墜

㎝に準備してやってください︒ 一
一▽ これからは空気が異常に乾︷

ド

一婦のかたたちはつらくてあ早め．．

⁝ゆとりを︒って家を出すようξ〜

㎝て登校する途中に︑交通事故を一
おこす例が多いようです︒十分

一りまで寝かせておいて︑朝食も
一そこそこに飛び出翻し︑あわて一

︹ 児童︑生徒を登校時間ぎりぎ㎝

一のはつらいものです︒

皿に寒い朝など︑ふと．んを離れるい

〜 寒さもいよいよ本番で︑とく

︷

ハ︑一月のくらし

騨w博い勲い膚

響

均︶を五・五材に広げ︑カーブを
なくしようというものです︒
四十三年度は︑工費八百四十万

建設中の堤防は︑下側の流域と
なる部分がコンクリート製の石垣
で積みあげられ︑その上に盛土し
て︑・現在よりもニメートル高くな
っています︒

四十三年度は︑これを川下へ三
百十メ：トルまでのばし︑現在の
川はば約十三メートルを三十メー
トルに広げて︑大雨や集申豪雨な
どにそなえようというものです︒

で造くられることになっていま

このほかに︑ ﹁いぜき﹂や﹁水
門﹂ ﹁ひ門﹂などもこの工事の中
す︒

この工事が完成するのは︑本年

）

画です︒

三月末の予定ですが︑このあと︑
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重美地区で数カ所砂建設中
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最終地点の富高橋まで︑およそ五
年間を目標に工事が進められる計
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、
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42年度の各会計はともに黒字
会場には、およそ700人が出席し、代表者に、市長
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から証書と記念品が贈られ、りっぱな社会入になって
くださいと、あいさつがありました。このあと代表が

脚

写真は本谷農道の改良工事

校で盛大に行なわれました。

画膨，

社会福祉費等を追加
G

9

俺
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成人者を祝いはげます式典が、成人の日に富高小学

6

約11億1．200万四に

蚕磐は
成人者800人が晴れの門出

7

勝
慰霊塔に記念植樹をしました。
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広場

年金の保険料が
今月から上ります

な給付の額に改善するところにあ
って︑おおむね五年目ごとに再計
みなさんご存じですか︒

らえない拠出年金とがありますが

金として救われる道がありませ

保険料を掛けても間に合わず︑年

市職員の異動

次の方がたは︑長いあいだ市役
所の仕事をしていただきましたが

昨年十二月三十一日付をもって︑
退職されました︒ ︵ ︶内は︑こ

れまで勤務されていた課です︒
西山慶治︵福祉事務所長︶ 白
水常夫︵衛生課︶ 永翁綾子︵衛
生課︶ 甲斐照美︵税務課︶ 甲
斐はる子︵総務課︶ 塩月智恵子
︵福祉事務所︶ 児玉 厚︵農林
課︶ 児玉浩︵市民課︶ 日野悦
子︵細島小学校︶ 鈴木藤島︵建

設課︶黒木文治︵総務課︶

源泉所得税の逞付手続は

はやめに

に行なわれます︒

昭和四十三年分の源泉所得税の
還付を受ける確定申告は︑本年一
月一日から受付けができることに
なっており︑還付金の支払も早め

︵屋内は︑六帖︑四帖半

かたは︑市財政課へお申し込みく

を次により募集します︒ご希望の
ださい︒

¥込期日

三月上旬︒

五千円以内の予定︒

一月二十日から同三十日まで︒
二︑家賃

三︑入居予定

通常の確定申告は︑二月十六日
から三月十五日までとなっていま
すが︑この期間申に還付の申告を
すると︑納税相談等の混雑のため
やむを得ず︑長時間お待ちになり
無駄な時間をすごさねばなりませ
んので︑還付を受けられる方は︑
早めに手続をしましよう︒
・

三帖にふろ付きです︶

市では︑新しく亀崎東区に建設
中の第一種住宅︑簡易耐火︵ブロ
ック︶平家建て十二戸分の入居者

申込みは四月三十日まで

住宅の入居者募集

は︑すぐ加入しましょう︒

以上簡単に説明しましたとおり
国民年金は︑拠出年金が基本とな
っていますので︑二十歳になった
とき︑会社や官公署などの厚生年
金や共済組合等に加入してない人

というのが福祉年金です︒

これらの人に︑掛け急なしで国
が全額負担し︑年金を支給しよう

ん︒

算が行なわれます︒
こうして納めていただく保険料
は︑老後や事故があったときに︑

金です︒

わたしたちが︑働ける間に一定
の掛け金︵保険料︶を納めて︑年
老いたときや病気やケガで働けな
くなったとき︑あるいは一家の働
き手を亡くしたときに︑加入者相
互の助け合いによって︑将来の安
定した生活が送れるようにするた
め昭和三十四年四月に法律が制定
されました︒そして︑三十歳から
六十歳未満の人︵厚生年金等の加
入者を除く︶は︑すべて加入しな
ければならず︑掛け金を一定期間
かけなければ年金がもらえないこ
とになっています︒これが拠出年

杖とも柱ともなる年金を支払うた
めの重要な財源となるわけです︒
今回の保険料は︑法律改正当時
︵四十一年︶に二百五十円または
三百円にされるべきところでした
が︑一度には負担が大きいために
四十二年一月と本年一月の二回に
わけて改正きれたものです︒
以上のような改正の趣旨をご理
解いただき︑納入の際には︑誤り
のないようおねがいします︒
なお︑保険料を納めないでいる
と︑将来︑年金がもらえなくなり
ますので︑十二月分まで未納のか
たは︑早めに納めてください︒

二十歳になったら

このようにして拠出年金億︑三
十六年四月からスタートして︑四
十六年にはいよいよ六十五歳の人
に老齢年金の支給が始まります︒
しかしながら︑発足当時︵三十
六年︶に五十歳以上の人︵明治四

前にも述べましたように、転入届けをされ
るときは、本人でなければならないわけです
が、どうしても届け出に行けないときは、世
帯主が本人にかわって届出をすることができ

国民年金に加入しよう

に住所を移すときに届け出ることをいいま

の人が三百円となります︒

今回から、届出をするときの注意と届出の
際に市民課窓口に提出していただく必要な書
類などについて述べることにしましよう。
まず、すべての届出に共通することは、

十四年四月一日以前に生まれた
人︶は︑﹂保険料をかける期間も短
かく︑また︑発足当時すでに身体
障害の人および母子世帯の人は︑

四︑入居資格

e現に同居し︑又は同居しよう
とする親族があること︒

世帯数

口現に住宅に困窮していること
が明らかであること︒

総数46．699人150人増

日月平均所得額が二万四干円陣

上︑四万円以下であること︒
このほか︑住宅が空き家とな一．
に受け付けをします︒

51世帯増

11．866世帯

た場合の補欠入居の申込みも同時

しか入居でき・・ません︒

女24．382人48人増

国民年金制度には︑保険料なし
で年金がもらえる福祉年金と︑保
険料をかけていなければ年金がも

かけます。

国民年金の保険料が本年一月分
︵今月︶から変り︑三十四歳まで
の人は二百五十円︑三十五歳以上

印かんもお忘れなく

，

この補欠入居は︑入居の順位を
きめるもので︑第一種と第二種と
がありますが︑第二種住宅は︑月
平均所得額が二万四千円以下の人

ン
ラ

︑

22．317人斡品支毫

男

（次号は転出届につ
るようになっています。
いて掲載します。）

これは︑昭和四十一年に給付内
容が大幅に改善され︑年金額が二
倍半もあがった関係で︑それぞれ
五十円引き上げられたものです︒
国民年金制度は︑保険料を納め
る人の数や︑年金を受ける人の数
そして幸せな生活を保障すち年金
額を十分検討して︑みなさんの生
活に無理のいかない程度の額で保
険料がきめられます︒また︑年金
額が引き上げられたねらいは︑今
日の国民生活の水準に見合うよう

転入届は必ず14日以内に

一、

F

人ロ（1月旧現在）

「

驚

転入届は、転入した市町村に転入した日か
ら14日以内に届け出るようになっており、転
入した日から14日以内に届出をしないときは
2千円以下の過料に処せられます。
本市内に転入する人は、いままで住んでい
たところの市役所または役場から転出証明書
をお取りになって、転入した日から14日以内
に本市の市民課窓口係で転入届を済ませてい
ただかなければなりません。
●

．「届出は本人がしなければならない」という
．歪

︑ζ

す。
ぜ

また、印かんは、全部の届出に必要ですか
ら、忘れずに持参してください。それでは、
転入届について説明しましょう。
転入届とは、本市以外の市町村から、市内
覧

ことです。よく代理できた人が、窓口で返答
ができず、二度も三度も足を運ばれるのを見

鑛圃
■
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