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今月の主な内容
6面・7面…法律シリーズ

2面・3面…新しく「土地保有税」

（刑の執行猶予について）

新入生への心づかい
春の防犯運動

雑報

勲鄭

4面・5面…春の全国交通安全運動
両陛下カーフェリーでお帰り

話題を追って
3歳児健康診査日程
8面・…

昭和48年3月22日発行

3

月

号

発行所

日向市役所

おしらせ

（講214）

編集

総務課穆書広報係

とじておくと便利です⁝⁝⁝○

春といってもまだ寒い・

砂てつくった﹁おうち﹂を︑ちいさな波がサーツと

洗ったらなくなって︑春風に︑ぬれた手が赤くなっ

て冷たかった︒

簸

北風にほえたった冬の海は遠くに行って波は静

かに動いている︒

葦

柵㌔鵡．療．

物

風

171．1

、425，816

219．6
S5

483，234

249．2
593，064

305．8

別表e

所得控除

別表口のとおりとなります︒

③税率の緩和
この表で計算すると︑例えば︑

課税所得金額二十万円の人の現

限界点となる所得︶の引きあげ
税率の緩和﹂が基本の考え方とな
っています︒

在の税金は︑二十万円かける三

固定資産税

るほか免税点の引きあげも行なわ

地については軽減措置が講ぜられ

土地の固定資産税のうち三宅用

⇔

なります︒

ギで六千円︒改正後は二十万円
かける二警四千円ということに

では具体的にどうなるのか

①名種控除額の引きあげと控除
各種睦除の引きあげや控除額

種類の騙せつ
などは別表eのとおりとなりま
扶養睦除﹂
れるようです︒

︵扶養親族のうち七

十才以ヒのおとしよりについて

す︒新しくできるものは﹁老人

適用される︶と﹁扶養親族のな
また︑昭和四十八年度は土地︑
家屋の評価替の年でもあり︑法の

③集団登校は班長によくたのんで

く︒

②学校までの所要時間を計ってお

険なところを調べておく︒

①入学前に一度︑親と子といっし
よに自分の通学路を歩いてみて危

して

その他︑入学前後の心づかいと

みましよう︒

︵具体的には学校からの説明など
があります︒︶家族そろってたの
しいふんい気のなかで話しあって

うことに気をつけたらよいかを︑

いス学を迎えるためには︑どうい

ほぐすために︑あるいは︑たのし

とにかく︑入学前の緊張をとき

おしてみることが大切です︒

う一度︑子どもの生活をみつめな

がほとんどですが︑この機会にも

でに集団生活に慣れている子ども

最近は︑幼稚園︑保育所で︑す

を借りずにできることです︒

など︑身のまわりの始末が人の手

便や手洗いがしつかりできる︒

④服や下着をぬいだり着たり︑用

がうまくできること︒

③人のものと︑自分のものの区別
がはっきりできて︑整理整とん

と︒

③いいたいことが率直にいえるこ

ができること︒

①何かいわれたら︑はっきり返事

り大切なことでしょう︒

い未亡人についても寡婦控除の
適用﹂の二種類です︒

﹁そんなことがわか

らなければ一年生にはなれないよ

たとえば︑

への大きな影響をおよぼします︒

あっては︑せっかくの向学心を摘
みとってしまうことになり︑将来

をさらにかきたてるようなことが

の﹁不安﹂が︑子どもの﹁不安﹂

校はたのしいところしという印象
に結びつきますが︑いっぽう︑親

11新入生への心づかい11
子どもを学校に入学させるとい
うことは︑その子が何番目の子ど
もであろうとも︑はじめての子ど
ものときと同じように︑親として
は︑大きな﹁よろこび﹂であり︑

また﹁不安﹂でもあります︒その
ことは︑子ども自身にとっても同
じことでしょう︒

﹁よろこび﹂は︑そのまま﹁学

︒﹂とか︑﹁先生にい
︑
しつけるよ︑しなど︑

学校や先生を引き合い
に出してこきおろした
り︑おどしの材料に使
ったりすることは︑ぜ

ひさけなければなりま
せん︒

﹁勉強﹂という呼びか

学校というと︑すぐ
たで︑誤って﹁知識﹂

のことのみが頭に浮び
がちですが︑学校での
﹁勉強﹂のことは︑学

校を信頼して︑先生に

おく︒

いように︒

④﹁忘れもの﹂をしないように︒
また﹁忘れもの﹂を途中で思い出
し︑大急ぎでとりに帰ることのな

おまかせいただくこと
にして︑それよりもご

注ぐことのほうが︑よ

家庭では︑生活上の基

墜轡…壁墜 除目，顔 q除i

類

行
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十四万円

︐十二万円

十五万円
十六万円
十四万角﹁ 十五万円
十二万円皿

十一万円

十二万円

︐ーーー．．．毛コ．一万円

十 万円
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．一﹂判万胃
シ

ーナ︐︐一．ージ⁝．

ナ
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三十八万円
四十三万円．

鼎鵬⁝面構
6パー．百五十
百五十万円
．セント︑ 万円以下⁝
以下
土地保有税

︼月一日以降に取得した土地の保

有などについて︑保有税︑取得税
る面積以上の場合について︑取得

を課するもので︑励表⇔にかかげ

ら取得価格の三響︒

積

︑．︐一︐Q矧︐Qσσ

約︵千五百坪︶

五︑○○○
平方メートル

︵約六百坪︶

平方メートル

ヨ○○○

．面

税は本年七月一月以後の取得分か

域旨

指定域
都市
峰および区
計画法第5条
騨定市す
る都邑
画区域を有する市
町村の区域
その他の市町村の
平方メートル
区
域 ︼︵約三千坪︶

市税の納入について
昭和四十七年野分の︑市税の納
納付がまだお済みでないかた︑

期はすべて参っております︒

の手続きをとることにもなります
ので︑早めに市内各金融機関︑市
役所の名支所︑税務課納税係に︑
いたします︒

納付されるようご協力をおねがい

市議会だより
本年度初の三月定例市議会が︑
十三日招集されました︒提出され
た議案は︑昭和四十八年度予算な
四月号でお知らせします︒

ど︒議決された案件については︑

ひと声かけて非行の防止﹂

﹁あの子もこの子もみんなの子

新しくできる税︒ 昭和四＋四年

㊨

﹁盗られて

って防犯﹂

ﾄマン

つ

豆

βロ

脚工σ

とくに︑あき家︑公園︑あき地

場となっております︒

場となり︑非行の行なわれやすい

あき家︑駅などは少年らのたまり

公園︑盛り場︑映画館︑喫茶店︑

先に多く発生しております︒

り少年の非行︑家出などが例年春

学校の春休み︑また進学︑就職
など︑いろいろな環境の変化によ

へ む
くのださし

○少年の非行防止と補導にご協力

泣くよリ笑

○あき巣︑

ご用心︒

忍び込みに

いよいよ
行楽のシー
ズンがやっ

てきました
︒これから
先は花見な
すにする機

どで家をる
会が多くな
りカギをか
けないまま不用意に外出する家庭

回る

．矯
ドブずり

さ土の

わせ≧﹀

なってシンナー遊びによる死亡者

れております︒

などの人の少ないたまり場所では
︑シンナー︑ボンド遊びが行なわ

の事件や花見に伴う飲酒のうえで

相当の混雑が予想されます︒それ
らに乗じて︑スリ︑置き引きなど

が一人でております︒

してください︒

合は︑少年の非行とあわせて通報

うな遊びを見たり聞いたりした場

このようにシンナ：︑ボンド遊

日向警察署管内でも︑ことしに
のけんか︑婦女子に対するからか

びは危険な遊びですので︑このよ

通報してください︒

たりしたときはすぐに一一〇番へ

このような被害を受けたり︑見

ます︒

い︑いやがらせなどの迷惑行為や
小暴力などの事件が発生しており

行楽地には多数の人出があって︑

○小暴力︑迷惑行為の防止
例年のごとく︑桜の名所などの

一一〇番﹂

﹁暴力をみたら闘いたら

く頼んでから出かけましよう︒

お出かけのときは︑必ず戸締り
などを厳重にして︑隣近所にもよ

があります︒

が済んでいないかたは︑延滞金な

昭和四十七年度分以前の分も納付

正

四月二日〜二十一日目税務課
※固定資産税の納期

改

ども加算され︑また滞納処分など

別表口

．税率﹁現

行

五月過七月︑十二月︑二月

四月二日〜六日11各支所

※固定資産課税台帳縦覧期間

されることになりました︒

﹂や﹁固定資産税の納期﹂が変更

改正等の事情で︑昭和四十八年度
に限り﹁固定資産課税台帳の縦覧

人■i
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昭和四十八年度の税金
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障
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非課税
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②
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S3

されると八十六万円に引きあげ

という﹁地方税法﹂改正案とはど

142．6

とになっているが税が課税される

んなものでしょうか︒そのおおま

276，522

分

帯控：控

サラリーマンの場合現在課税最
低限八十万円ですが︑法が改正

113．9
S2

かなことについてお知らせしまし

220，851

S6一

S1

学校はたのしいところ

千円

区

いま開会されている国会で﹁地
方税法﹂改正案が提出され︑審議
されています︒﹁地方税﹂は︑県
市町村財源の中心をな す も の ︒

市町村民税や固定資産税などで︑
日向市における近年の市税は︑

表のとおりで︑その額は順調な上
昇をしめしています︒このことは
自主財源が甘んでいることをあら
わし︑日向市の健全な発展をもの
がたっていると言えま し よ う ︒

な養．

課税最低限の引きあげ
例えば︑夫婦に子ども二人の

団属肇

昭和四十八年度の市民脱は﹁個
人負担の軽減を図るため︑課税最

ところで︑国会で審議されている

偶一
寡

られることになります︒

よう︒

100．0
193，919
40

者

区

低限︵所得の一定の階層以下の入
に対しては︑悦が課せられないこ

市民税

報者：
害

の配1扶i配塞

寡扶i老特．動老障寡

本的な習慣づけに意を

∠

春の防犯みんなで心がけよう
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度
年

婦

あなたはねあわれてい鵜

年度別市税の伸び

別
表
、、

一

2

広報ひゆうが
昭和48俸5月号
昭和48年5月号

広報ひゆうが
3

る︒

目

壷

理を強化し︑その体制を確保す

※事業所の運行管理︑安全運転管

運行管理者︑安全運転管理者

■運転者の雇主︑職場の管理者︑

出さない︒

※車を運転する人には︑絶対酒を

注意をうながす︒

とりあげて︑家族の関心を高め

※交通安全を﹁茶の間﹂の話題に

十分にする︒

かたなど︑交通安全のしつけを

6

※仕業点検︑定期点検を確実に実

﹁歩行者事故︑とくに新入学児
童︑園児︑幼児および老人の事故
防止﹂をスローガンに︑ことしも
春の全国交通安全運動が四月六日
から十五日までの十日間行なわれ
ます︒

とかく春先になりますと人と車
の動きが活発となり︑交通事故が
とくにこの時期は︑幼児の戸外

轟
掛︷

レメ

百八十四件が発生︑二十三人が死
亡︑三百五十一人がケガをしてい
■自転車に乗る人
※後ろの泥よけには︑反射ガラス

※酒を飲んだら乗らない︒

■運転者

または反射テープをつける︒

※二人乗り︑かささし運転︑手放
※道路の左側端を一列に進む︒

し運転はしない︒

人のケが人がでています︒

幽

∩

戸レ

嗣

N

桑通

C

新入学︵園︶児童を
交通事故からまもり

越し︑わき見運転はしない︒

※スピードの出し過ぎ︑無理な追

する︒

※踏切一時停止と安全確認を励行
※飲酒運転は絶対にしない︒

完全な状態で運転する︒

※仕業点検︑定期点検を励行し︑

学童︑園児の通行を優先させて

※スクールゾーン内においては︑

やる︒このため定められた時間
内には進入ない︒もし進入した
場合は徐行や停止をする︒

■家庭の主婦
歩行︑安全運転励行の﹁愛のひ

※家族が家を出るときは︑安全な
と声﹂をかける︒

︑遊ばせたりしない︒

※幼児を道路へひとりで出したり

り

正しい歩きかた︑安全確認のし

※幼児を連れて謹を歩くときは︑

帰

を東に曲って中央通線︑開発局

︵十号線を南下︑パスセンタ・−

前を通ってターミナルへ︒ター

四月八日︑小林市で行なわれる
皇后両陛下は︑十二日細島工業港

カーフェリーターミナル構内

へ

む

十四日以内にすませましよう︒

せん︒届出は︑転入の場合と同様

また︑市内で住所を変えた場合
にも︑転居届をしなければなりま

るようにしておきましょう︒

届け出の際発行されます︒この場
合に︑新しい住所がはっきりわか

ればなりません︒転出証明書は︑

きなどもすませておきましよう︒
転出される場合は︑市役所また
は支所へ転出する届け出をしなけ

い︒同時に︑国民健康保険の手続

るかたは年金手帳をお持ちくださ

また︑国民年金に加入されてい

そ

たさし

市内に転入された場合は︑十四
日以内に︑前に住んでいたところ
の転出証明書をそえて届け出てく

転出する入がとくに多い月です︒

勤務先などの異動があり︑転入︑

どへ県外就職する人が多く︑また

ω

等学校前までの歩道両側

@カトリック幼稚園から富島高

お見送りの場所

ミナル午後二時二十五分着︶

．亀

校︑高等学校を卒業して︑都会な

三月から四月にかけては︑中学

お忘れなく

転出入の届出を

異動時期です

ω延岡〜カーフェリー間お車

例宮崎〜延岡間お召列車

ご順路

の場所などは次のとおりです︒

れます︒当日のこ順路︑お見送り

からカーフェリーでお帰りになら

全国植樹祭においでになる天皇︑

お

両陛下カーフェリーで

←よしょ・つ

路をゆずる︒

発生︑十九人が死亡︑二百五十八
する︒

※横断歩道では︑歩行者に必ず進

ます︒また日向市内では二百件が

踏切では必ず一旦停止を・

※右や左に曲がるときは手で合図

交通安全は︑わたしたちみんな
の願いです︒でも︑この願いとう

ハイ横領
︑

どこへ行く
r

まって安全を確める︒

道路に出るときは︑必ず一旦止

わるふざけ

︑・5

r

※踏切およびせまい道路から広い

ノー

し

らはらにこうした事故はきようも

実行しましよう︒

を再確認し︑つぎのことを確実に

※歩道でない道路では右側端を歩

目一︷〜・々そXほ塵

9

めだってふえてきます︒

での遊びが増えてくるのと︑四月
はじめには︑交通に十分慣れてい

あちこちで起きていますが︑この
運動をきっかけに︑市民ひとりひ
とりが事故の恐しさ︑人命の尊さ

ない新入学園児が登下校しはじめ

ます︒

※道路を横断するときは︑遠回り

■歩行者

昨年中︑全国でおきた交通事故
は︑発生件数六十五万九千二百八
でも横断歩道︑横断歩道橋など

ますので︑幼児や学童が交通事故
にあう危険がいっそう高まってき

十三件で︑死んだ人一万五千九百
を利用する︒

杖の交付
通指導

▽四月九日

穎入学︵園︶児の交

▽四月八日11老人に対する黄色い

の実態調査

※道路のななめ横断はしない︒

ない︒

※車のすぐ前︑すぐ後ろを横断し

てから渡る︒

て右左右をみて︑安全を確かめ

※横断するときは︑必ず手をあげ

く︒

十八人︑ケガをした人八十八万九
千百九十八人となっています︒ま
た県内でおきた事故をみますと︑

の負傷者がでています︒

五千四百六十五件が発生し︑百七
十一人が死亡︑七千二百九十八人
さらに︑日向警察署管内では二

ない︒

労運転︑過重積載︑スピード違

■無理のない運行計画をたて︑過
反などをさせない︒

▽四月十一日11自転車の街頭検査

▽四月十日罐自動車の騒音測定

※法令講習会︑事故防止研究会な

○運転捻向け

たしかめてまたたしかめて

○歩行者向け

ほくしない道路の飛び出し

Cこども向け

時三十分︶

▽期間申1ーサイレン吹鳴︵午前七

▽四月十五日11交通違反者講習会

業所の立入りと検討会︒

▽四月十四日1一安全運転管理者事

い杖の交付

▽四月十二日11老入に対する黄色

施し︑必要な注意を喚起ずる︒

※毎朝の点呼時にひと口教育を実

r
r

♂覇

酵

どを実施し︑交通ルールの徹底
と安全運転技術などの向上に努
める︒

■すべての人
※すべてのおとなは︑みずから交
通ルールをよく守り︑子どもの
※道路で遊んで

模範となるよう心掛ける︒

横断歩道橋を渡ればひと安心…
し

15日まで
〜

4月6日

横断歩道は必ず手をあげて
せまい日本そんなに急いで

随ドー︐

σつ

O

施し︑整備不良車の運転をさせ
いる子どもを
みたら﹁愛の
かける︒
※学童︑園児︑

注意﹂を呼び
⁝

老人および身

クールゾーン

▽四月七日にス

使用取締り

ド︑不正道路

願祭︑バレー

▽四月六日腿祈

おりです︒

るおもな行事
は︑つぎのと

内に実施きれ

なお︑期間

る︒

すんで誘導す

なで守り︑す

の通行をみん

体障害者など

で
悲惨な事故はきようもまたどこか

国交通安全運動
春 の 全

4
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月号で︑一目所だより﹁
﹁遺言のはなし﹂をご紹介しま

被告人に科すべき﹁刑﹂は︑はっ

定められた期間内に再び罪を犯す

び悪の道にはいらないよう警告を

ようなことになれば︑猶予を取り
消すということによって本人が再

﹁自由刑﹂とも呼ばれ︑罰金︑科

はたらきが重く見られるようにな

させ︑社会の役にたつ人間として
立ち直らせるというはたらきがあ
り︑最近では︑刑罰のこのような

料は︑刑を言い渡された人から一

が生じると︑さきの﹁猶予﹂が取
犯入を︑悪の道から立ち直らせ
にもなるのです︒

与え︑本人の立ち直りを促すこと

きり決められていて︑一定の猶予
期間内に再び罪を犯すなどの事情
り消され︑決められたとおりの刑

産刑﹂とも呼ばれます︒

予﹂が付けられるのは︑このうち

こまたは二十万円以下の罰金を言

この執行猶予は︑前科のない者
等について︑三年以下の懲役︑禁

れを︑刑の﹁執行

れたのでしょうか︒

ここで︑刑罰を科する目的につ

法律シリーズ②
9●

：

書

がないといえ

行をする必要
ところで︑せ一．かく執行猶予に

す︒

禁こを雪口い渡すときには︑再度の

亀ノ㌔9；量ノ︑．；

執行猶予が許されることがありま

3

もはや刑の執

亀﹁

いと誓っているようなときには︑

るということを目的とすると︑あ
まりに過酷な刑罰はかえって逆効

が執行されることになっています
︒つまり︑執行猶予の場合には︑
実刑とも無罪とも違って︑一定の
果です︒また︑比較的軽い罪につ
また執行猶予の期間中に罪を犯し

のについてです︒

﹁執行猶予﹂の付かない刑を︑ぞ

期間内における本人の行状によっ
いては︑刑の執行を受けるまでも
なく︑犯人が自分の悪かったこと

﹂といいます︒︶

い渡すときに付けることができ︑

くに﹁実刑﹂などと呼んでいます︒

て︑刑の執行を受けたり︑受けな

﹁実刑﹂の場合には︑その裁判
が倥訴や上告などで争えなくなる
な事情があり︑一年以下の懲役︑

た場合であっても︑とくに気の毒

︵これを︑裁判が﹁確定する﹂と

最近の統計によると︑刑事事件
懲役や禁こでは︑

かったりすることがあるわけです
︒なぜ︑このような制度が設けら
を悟り︑今後はまじめに社会の役

懲役︑禁こと罰金の比較的軽いも

りました︒

﹁執行猶

3

定のお金を取り立てるもので﹁財

︸

にたつような生き方をしていきた

の有罪判決のうち︑半数以上の五

いいます︒︶と︑言い渡された刑
がそのとおりに実行されます︵こ

十四響が︑この﹁執行猶予﹂付き
3

なっても︑本人の立ち直りを助け
てくれる親兄弟がいないとか︑就

︸

ます︒それば
かりか︑本人

・3：30㌦．●㌦．・㌔ノ㌦♂㌔．：亀．・㌦ノ．馬u響︑．

職口や住居が見つからないとかい
った場合には︑本人だけの努力で

乙・．．︑．・●3︒︑9﹁・39︑︒9㌦．︒︑．：馬ノ90ノ㌦

を刑務所に入
立ち直ろうとしてもなかなかうま

鱈う も

入れてしまいます
し︑罰金や科料で
れると︑悪い

受刑者を刑務所に

響動

したような犯罪が成立するかどう
は︑言い渡された

実際の裁判では︑ 検察官の起訴

かとか︑被告人がはたして真犯人
人から犯罪の
くいきません︒

取り立てます︒

金額をその者から
やり方を教えられたり︑ 出所後に

かどうかということで有罪︑無罪

ただちには刑の執行が行なわれま

の場合には︑裁判が確定しても︑

いうことを世間の人に知らせ︑他

与えるべきだということがまず考
えられます︒また︑罪を犯すと︑
このような重い刑を受けるのだと
ずれて︑かえって以前よりも悪く

っかく立ち直ろうとした決意がく

くても︑刑務所にはいったという
ことのひけ目からやけになり︑せ

いよう指導するとともに︑就職の
あっせんをしたり︑相談相手にな
ってやったりしながら本人の立ち

の観察官や民間から選ばれた保護

人を﹁保護観察﹂に付することと
します︒そうすると︑保護観察所

このような場合には︑裁判所は
︑執行猶予の言渡しと同時に︑本

のはっきりしている被告人に対

の者が罪を犯さないように︑

なるといった心配もあります︒

直りを助けてやることになります

仲間になるように誘われたりする
ことも考えられますし︑そうでな

し︑どの程度の刑を科するのが相
せん︒それどころか︑その後一定
の期間︵一年から五年の間で︑裁
せしめ﹂にすることも考えられま

です︒この制度によれば︑刑の執

いて考えてみましよう︒悪いこと
をした者には︑それ相応の苦痛を

当か︑ことに﹁執行猶 予 ﹂ を 許 す べ

判所が適当に定めることになって

効果が重視され︑

行によって︑かえって本人の立ち

あいに少なくて︑有罪であること

きかどうかという点が争われるこ
います︒︶執行猶予の言渡しが取

﹁みせしめ﹂の意味で︑残虐な刑

どういうことでしょう か ︒

刑の種類には︑重い順に︑死刑
︑無期または有期の懲役︑禁こ︑

す︒昔は︑刑罰の持つこのような
﹁しかえし﹂や

執行猶予﹂の制度が考案されたの

なことは避けられますし︑他方︑

該当者は︑昭和四十四年四月一

ださい︒

日から昭和四十五年三月三十一日

の検査など︑いろいろと相談を行

をいたしますが︑万一もれて通知
のこない場合でも︑もよりの場所

までに生まれた子どもさんです︒
該当者には︑保護者あて個人通知

ない︑その結果について適当な指

で必ず受けてください︒

受付時問

体育センター

体育センター

．﹁i幽

検診対象区域
；一：﹁

コ

ロ

南︑庄手︑梶木
コロ

園通り︑新生地区

1一

ド

密騙嘉混噛空

一

一

一

原町一丁目︑二丁目︑三

腰場︑切島山一区︑三

北町︑南町︑中央︑東草場一

本町︑︑︐中町︑上町︑都町一

一
新財市︑千束口︑奥野︑
中村︑永田︑本谷︑西川一
日︑広見︑中原︑高見橋．
通り︑花ナ丘

︑松原

山下︑比良︑川路︑往還一

コミ

目︑ 三丁目︑亀崎中︑東︑

曾根︑鶴町一丁巨︑二丁一

細島全域︑畑浦︑堀一互

美々津︑幸脇地区

1：．

一

なお︑受診の際は母子手帳を必
ず待轟ください︒

場

検診日程
実施月日

体育センター

〃

〃

十三時三十分から
平岩全域
岩脇支所 十四時まで
四月十七日

美々津支所
四月二十日

曾根公民館

五月

五月十五日

五月十日

八日

四月
二十六日 体育センター

細島支所
四月
二十四日

四月＋九日

所

導︑措置をすることになりますの
で︑ぜひ︑子どもさんをお連れく

発育上︑重要な時期ですので︑か
らだの発育状態︑疾病の有無︑歯

この年令は︑精神的︑身体的に

診査を行ないます︒

才に達しない子どもについて健豪

ことしも︑満三歳をこえ︑満四

該当者は必ず受診を

三歳児健康診査

司さんが︑猶予の期間中本人を見
守り︑本入が再び悪の道に走らな

り消されないで無事に過ぎたとき
は︑刑の言渡しそのものが効力を
が行なわれました︒しかし︑刑罰
たちの仲間入りをしたりするよう

直りの決意をにぶったり︑悪い人

﹁み

とが多いのです︒

失い︑永久に刑の執行を受けるこ
とがなくなります︒それでは﹁無
には︑このような効果のほか︑ま
なった者に対し︑その考えを改め

趣

漸蝕■覇．

新卒就職者激励大会
ことしの春︑市内の中学校を卒
業して県内州に就職する生徒の激
励大会が三月十四日午前十時から
市勤労青少年体育センターで行な

X

そこで︑さきに言ったような﹁

罰金︑拘留︑科料といったものが
罪﹂と変わらないではないかとい
ちがった考えから罪を犯すように

三一者クラブが植樹
日向市高頃者クラブ︵会長平賀
儀雄︑会員四千人︶は︑二月二十
五日︑細島の官修墳墓︵明治十年
西南の役における彰没者埋葬墓地
︶で植樹祭を行ないました︒当日
は︑会員がそれぞれたんせいこめ
て育てあげたツツジ︑サクラ︑ヒ
トツバなどの花木約三百本を持ち
に植えこみをしていました︒

炉奪・

より︑会員二十人の手でていねい

磨癌

︑奪
雛．．

われました︒ことしの就職生は︑

県外就職八十人目市内就職四十人
その他で︑男七十五人︑女六十人
計百三十五入です︒

料漁

×

では︑その﹁執行猶予﹂とは︑

あります︒懲役︑禁こ︑拘留は︑
う疑問が出ると思います︒
しかし︑執行猶予の場台には︑

観 光 サ ー ビ ス講座
ホテル︑旅館︑みやげ品店︑ボ
ーリング場︑ドライブイン︑タク
シー業などの経営者および従業員
などを対象とした﹁観光サービス
講座﹂が︑二月二十日市役所会議
室で行なわれました︒当日は︑関
席︑富田真生先生︵東 京 在 住 ︶ の お

係業者︑従業員など約六十人が出
話﹁接客サービスについて﹂を熱

鐸

大会後は︑市役所前広場で記念
植樹を参加者全員で行ないました

．瀟類三民り﹂て・わだいをおって・ワタイヲオ汐デ蛭

董灘︑

鷲魏塗

q

刑を受ける人を一定の刑罰のため
の施設の中に入れてしまうもので

これに対し︑ ﹁執行猶予﹂付き

が争われる事件というのは︑わり

という結果になっています︒

事を見かけますね︒

事件の判決主文で︑よくこんな記

⁝新聞の裁判報道を見ると︑刑事

﹁懲役一年︑三年間執行猶予﹂

⁝﹂をご紹介いたしましょう︒

﹁刑の執行猶予制度について

一ました︒
今月は︑その第一 一 回 と し て

今後は︑〃法律シリーズ
として掲載することにいたし

したが大変好評を得ました︒

…

心に聞き入っていまし た ︒

転記郷

撃鰺
製田舟レ

〃
〃

㍗『爵

懸

〃

〃

米の山展望台完成間近
市内が一望に見わたせる米の山の頂上に︑近く
モダンな展望台が完成します︒これは市が総工費
二百十万円をかけて建設中のもので︑鉄筋二階建
て︑高さ七綴︑直径十二癖︒形は穴角形︑これが完
成すると市街地︑太平洋などはもちろんのこと︑
細島臨海エ業地帯やお倉が浜海岸一帯︑また近隣
のまちや村などもながめられます︒

市
市

〃

箋

軸

ρ

市
市

市

市

市

働
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四 月 二 日 業 務開始
市美々津支所
美々津県庁あとに建設中の市美
々津支所︑公民館はあとわずかで

△貸付額H大学生︵月額︶五千円
団体︒

の手続きと保険期間﹂などの内容

当日は︑宮崎行政監察局の職員
および日向地区を担当する行政相

△日時11四月二十三日︵月︶︑午

扶養家族一人につき一万円を倥

①総所得から勤労所得を陛除し︑

ましよう︒

を約束する国民年金に必ず加入し

あなたの老後に︑ ﹁生きがい﹂

つかむことはできないのです︒

る権利は︑あなた自身の手でしか

あなたに与えられた年金を受け

のものにすることはできません︒

せっかく約束している年金を自分

じゃろ﹂という気持では︑制度が

﹁歳がいったら︑なんとかなる

国民年金に必ず加入を

を添付すること︒

度︵四十七年度︶の源泉微収票

◎収入報告については︑必ず前年

い︒

課住宅係までお問い合わせくださ

そのほか︑くわしいことは︑建設

する親族のある人︒

③現に同居︑または同居しようと

らかな人︒

②現在住宅に困っていることが明

除した月額収入が五万八千円以

について︑くわしいことは市教育

百．冊︐

料

下であること︒

険

委員会社会教育課におたずねくだ

ケが一日潮
医療保険金

保

さい︒

保険金額

保険金額︑医療保険金および保険料

分

五百円︐

千三百円

八百七十五円

︑．一︑ゴ十六百円．

﹂モ廿百五十円F

．：川百加黒円1

四百四十五円

談委員がみなさんの相談に応じま

政相談を行ないます︒

による交通事故や暴行その他の不

占領中︑沖縄においてアメリカ
合衆国の軍隊またはその要員など

対し︑こんど国から見舞金が支給

前十時〜午後三時まで︒
△場所閥日向市役所二階会議室

い︒

す︒どうぞお気軽におこしくだき

該当者は︑昭和二十年八月十六

されることになりました︒

第一種︑第二種既設

△申込み場所11市役所建設課住宅

で︒

︿募集期間11四月二日〜十四日ま

つぎのとおり募集します︒

現在︑市内にある既設市営住宅
にあき家ができた場合の入居者を

補充入居者を募集します

す︒

△相談料は無料︑秘密は厳守しま

巡回行政相談所を

おたずねください︒

福岡防衛施設局事業部業務課へ

大手門二丁目五番十五号

くわしいことは︑福岡市中央区

者︑またはその遺族です︒

により人身被害をこうむった日本
国籍を有する沖縄住民である被害

カの軍隊︑またはその要員の行為

までの間において︑沖縄でアメリ

日から昭和二十七年四月二十八日

けがをしたり︑病気になった人に

法行為のため死亡した人または︑

舞から見舞金

E謡∵聾朋童

第二種寒雷配＋爾

̀訪∫晦筋即﹁

諱vド種﹈h﹁目Uに五十万町

区

﹁この保険で対象となる事故﹂

二︑その他

するが︑対外試合︑練習計画に

﹁お支払いする保険金﹂︑﹁加入

︒高等専門学校︵月額︶四千円
高等学校︵月額︶三千円︒
△手続き11奨学生願書と奨学生推
せん調書各一．通に︑学業成績証

明書をそえて市教育委員会にご
提出ください︒

△募集期間口三月五日から三十一
日まで︒

スポーツ安全
傷害保険に加入を〃
き︑万一︑けがをしたり死亡した
場合のあとあとのことも一応考え

運動競技などを行なっていると

決を経てからということになりま

完成︒業務開始は︑三 月 市 議 会 の 議

すが︑いまのところ四月二日をめ

ｱの保険に加入できる団体

置き︑かつ団体員が明確に把握さ

会教育関係団体のうち︑責任者を

傘下のスポーツ団体︑その他の社

この保険は︑スポーツ安全協会

う︒

険﹂に加入されたらいかがでしょ

て︑つぎの﹁スポーツ安全傷害保

どに事務がすすめられ て い ま す ︒

美々津支所では︑美々津町︑大字
先生の区域の戸籍︑庄民登録︑印
鑑証明などの事務が︑公民館は市
南部地区の公民館活動の中心とな
り︑地域の文化︑産業などの振興
に寄与することになり ま す ︒

奨学生募集

の取扱上その目的︑活動によりつ

れている十名以上の構成員を対象
とします︒これらの団体は︑保険

△対象旨学校教育法に定める高等

基づく定期的な活動を行なわな

ぎのように区分します︒

学校︑高等専門学校︑短期大学

い団体︑すなわち︑校内︑社内

市教育委員会では︑昭和四十八
年度の﹁日向市奨学生﹂をつぎの

︑大学およびこれらと同じ程度

大会などへの参加︑あるいは親

①第一種11運動競技種目を目的と

の各種学校に在学している人︒

睦のみを主たる目的として活動

市営住宅のあき家ができた場合

l

l世帯数

円円円円円円
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△入居方法

§ミ

l計5α422人76人増i

E．1

補充順位により随時入居︒

l女26，790人28人増i

悟千・吾禧

△申込み資格

（3月1日現在）

とおり募集します︒

△ 条 件 1 1 ① 日 向 市 内に引き続き一

開設します
行政についての苦情︑不平︑不

する団体︒

②第二種11官公庁︑民間会社の運

満などについて︑つぎのとおり行

年以上居住している人の子弟
②学業︑品行ともに優秀で健康

く定期的な活動を行なっている

動クラブなどで︑練習計画に基づ

1

50増

14，085

l

48人増i

23，632人

i

堕

1
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l男

口㎜刎肱

〃脇厭人
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な人︒③学資の支弁が困難と認
められる入︒
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