広報ひゆうが

初夏の風物詩

地聯嚢纏始蒙る

〃ヨノノヨ

した︒

〃ヨイノヨ

繊

のかけ声も高く︑

青松白砂のお倉が浜で〃地引き網〃が始まりま

夢鱗灘

はだしで網を引く快感と︑生きた魚を手づかみ

にする楽しさが網を引く人たちをよろこばせる︒

盛饗

今月の主な内容
2面・3面

3っの企業と市とが公害防止

6面・7面・法律ノリーズ

協定を結ぶ
5月臨時市議会から

1広報

響応

（離婚と子の保護）

話題を追って
区長、公民館艮決まる

4面・5面…・懸崖持集（投票は6月24日）

農業共済広域組合発足

8面・…

・・おしらせ

ロロ

（溺．216）
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織務課秘書広報係

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝：○

讐

購＝
日■

も

り

選挙が行なわれましたが︑その結

ありますが︑これは市財政運営の

まず﹁財産の取得について﹂で

⁝︾

ノ饗藩隷癒

一

廿

ており︑第二回目は八月初旬︑第三回目の調査は来年三月ご

層の有無などをはかってわき大気汚染を予測するのに必要な
資料を得ておくのが目的︒調査は日本気象協会︑県があたっ

減につとめる︒

する場合は︑あらかじめ市に協議

ろに行なわれる予定︒

ることになりました︒

﹁廃棄物処理﹂は︑その処理計
画︑埋立場所︑運搬の方法につい

るとともに原材料の国人や製品の

﹁環境美化整備﹂については︑
工場敷地内の緑化︑美化につとめ

ラー株式会社﹂と公害防止協定を

本ハム株式会社﹂︑ ﹁日本プロヤ

りました︒去年九月﹁日に﹁南日

この協定は調印式のあった十一
日からさっそく守られることにな

題を解決することになっています

害補償の協議をし︑すみやかに問

過失の有無にかかわらず会社は被

周辺で不測の公害が発生した場合

することになっています︒﹁被害
の補償﹂については︑会社はエ場

また︑ばいじんについては法や県
て事前に市と協議する︒

搬出時には環境が汚されないよう

業資金として︑市債十万円の追加

行なザ︑また公共土木災害復旧事

度額として債務負担行為の補正を

年も青年学級振興法にもとつく青

営をはかってまいりましたが︑本

設し︑その自主性を尊重し︑生活
の実態︑本市の実情に即応した運

年勤労青年を対象に青年学級を開

松木一郎︑西田滉︑板谷慎吉

三樹光男︑奈須勇吉︑一政茂︑

とになります︒

公害を出さない約束﹂ができたこ

結んでいるので︑これで五社と﹁︐

を及ぼさないよう万全の措置をと
る︒

施設を新しく作ったり増設したり

充分留意し︑災害の防止について
も万全を期する︒などを定め︑さ
らに会社が公害の発生に関連する

配分を受けたので︑地方債の補正

年学級が︑つぎの五ヵ所で開講さ

行されましたが︑これは﹁国民の

法律の一部を改正する法律﹂が施

月十二日に﹁国民の祝日に関する

ますが︑ご承知のとおり︑本年四

奈須勇吉︑江藤満治︑是沢芳男︑

﹁経済常任委員会﹂六人
◎山本孫春 ○西田滉

柏田利彦︑黒木利一︑古川義信

治田繁雄︑一政茂︑松木一郎︑

◎宮本増雄 ○壱岐栄治

○松木一郎

○奈須勇吉

九人

八人
○是沢芳男

○一政茂

〇一政茂

日高達吉︑林賢太郎

七人

五人
林田盛男︑黒木親光︑江藤満治︑

﹁都市計画審議会委員﹂

委員﹂ 三人
三樹光男︑治田繁雄︑古川義信

﹁国民健康保険運営協議会

宮本増雄︑板谷慎吉︑岡部猛男

黒木鶴雄︑日高達吉︑山本孫春︑

◎小城重正

﹁議会運営協議会委員﹂八人

宮本増雄︑柏田利彦

黒木親光︑治田繁雄︑山本孫春︑

◎日高達吉

﹁市有財産調査特別委員会﹂

日高達吉︑小城重正︑古川義信

林田盛男︑黒木親光︑松木一．郎︑

◎田中金次郎

﹁国鉄対策調査特別委員会﹂

林賢太郎

田中金次郎︑黒木利一︑山口茂︑

江藤満治︑鈴木正︑山本孫春︑

◎壱肢栄治

推進調査特別委員会﹂九人

﹁国営開拓パイロット事業

山口茂

日高達吉︑山本孫春︑宮本増雄︑
河野秀光︑三輪賢一郎︑岡部猛男

◎小城重正

﹁広域行政調査特別委員会﹂

を行なったものです︒

ますので︑こんどの議会で承認を

青年学級の開設については︑議
会の議決を要することになってい

学級です︒

開設青年学級は︑財光寺︑岩脇
塩見︑日量屋︑はまゆうの各青年

得たものです︒

と国庫補助金を充当し︑一部予算

す︒

つぎに︑

は副委員艮

：市議会各委員の構成は︑つぎの
とおりです︒◎印は委員艮︑○印
﹁総務常任委員会﹂七人
◎日高達吉 〇三樹光男

で︑基金積立金四万円を追加し︑
れました︒

祝日﹂が日曜日にあたるときは︑

山口茂

つぎに︑

翌日を休日とする内容のもので︑

﹁建設常任委員会﹂七人
◎岡部猛男 ○田中金次郎

柏田勝︑黒本親光︑板谷慎吉︑
河野秀光︑小城重正

本年は︑四月二十九日の﹁天皇誕

林田盛男︑黒木鶴雄︑鈴木正︑

聞︑休日及び休暇等に関する条例

生日﹂及び九月二十三日の﹁秋分
の日﹂がこれにあたり︑それぞれ

﹁文教厚生常任委員会﹂八人

翌日が休日となったのでありま

◎治田繁雄 ○三沢芳男

特別委員会﹂八人

﹁工業開発・公害調査

三輪賢一郎︑林賢太郎
﹁青年学級の開設につ

いて﹂でありますが︑本市では毎

つぎに︑

正したものです︒

す︒これに基づき条例の一部を改

等の一部を改正する条例﹂であり

﹁日向市職員の勤務時

補正額は︑組替えによって措置さ

ですが︑今回は︑歳出のみの補正

健康保険事業特別会計補正予算﹂

﹁昭和四十七年度国民

一億二干四百八十五万円となりま

ったもので︑補正後の予算総額は

の組替えと充当財源の更正を行な

もなもので︑財源は︑住宅使用料

れることになりました︒

つぎに﹁昭和四十七年度公営住
宅軽業特別会計補正予算﹂ですが
今回の補正は︑公債費の追加がお

﹁騒立﹁防止﹂については︑市条

置︑防音壁等を設置して騒音の低

例に定める基準以下とし︑消音装

国の排水基準よりずっときびしく
し︑周辺水域の生物や環境に影響

﹁水質汚濁防止﹂については︑

条例の基準以下とする︒

年四月は二︑○響以下にさげる︒

﹁大気汚染防止﹂については︑
いおう分の少ない重油などを使用
し︑昭和四十九年四月頃はいおう

灘

騨

細島臨海工業地帯で︑公害を未然に防止する基礎調査のう
ち気象調査がはじまりました︒この調査は風速︑風向︑逆転

『

ようにする︒

写真は第1回目の気象調査

艸

鞠

塾．

﹁悪臭防止﹂については︑悪臭
が漏らない構造にし︑または悪臭
除去設備を設置し︑悪臭がしない

●

の含有二二︑五響以下︑昭和五十

職員等の丁場立ち入り調査もでき

社の操業を停止させるというきび
しい条件も定められ︑市公害担当

容︒待に公害が発生するおそれが
あり︑また発生した場合はその会

環境美化整備などがそのおもな内

騒音防止︑悪臭防止︑廃棄物処理

書︒大気汚染防止︑水質汚濁防止

はじまる十三力条からなる協定

れぞれ確認し⁝⁝﹂という前文で

の責務をもつものであることをそ

三社と公害防止協定結ぶ
五月十一日︑市は細島臨海工業
﹁第一糖業

地帯の﹁株式会社日向製錬所﹂︑
﹁株式会社鉄興社﹂︑

株式会社﹂の三つの会社とそれぞ
れ﹁公害防止に関する協定﹂を結
調印きれたのは﹁企業の生産活

びました︒

動によって発生する公害の防止に
ついては︑企業自身が社会的に重
大な責任を有し︑かつ地方公共団

を選任

体も公害の防止について住民保護

勝氏

副議長に柏田利彦氏

果︑叢叢艮に柏田勝氏︵690畑浦

市議会新体制でスタート
第二回臨時市議会は︑会期を一
江

またこの日は︑市議会正副議長

ついて順次お知らせしましよう︒

ではつぎに︑可決された案件に

良︶が選ばれました︒

︶︑副議長に柏田利彦氏︵58

日間としてさる十一日に開かれま
した︒こんどの議会に提出された
案件は︑報告五件︑議案一件の計
六件で︑全部原案どおり承認可決

の選任や︑各常任委員︑待別委員

ための措置として︑さる昭和四十

されました︒

た︒正副議長の選任にあたっては

ことになり︑三百八十四万円を限

四十七年度に繰りあげて施行する

るため︑四十八年度事業の一部を

仏川内林道開設事業の促進をはか

の充当財源の更正を行ない︑更に

正と一部予算の組替えや歳出予算

待定財源の確定に伴うもので︑こ
れら財源の範囲内における追加補

般財源と国︑県支出金︑市債等の

は地方譲与税︑地方交付税等の一

計補正予算﹂ですが︑今回の補正

つぎに﹁昭和四十七年度一般会

です︒

改めて買いもどすことにしたもの

回財源の見とおしがついたので︑

市開発公社に売却したものを︑今

などの議会構成が行なわれまし

塑

議長

副議長

j

．・

T穐

．6

請レ

氏

柏田勝
柏田利彦氏

お

五年七月に議会の承認を得て︑財
光寺市有地三二︑二八七画面層を

沖．

欝

一

3社と市との公害防止協定の調印式

■

調査

工場の立入

議長に柏田

臨時市議会

操 業 の 停 止
義

2

広報ひゆうが
昭和48年5月号
昭和48年5月号

広報ひゆうが
3

．集

冨

冨

市議会議員補欠選挙は記名式で
す

記名式投票は︑従来の投票と同
じく︑自分が投票しようとする候
補者一人だけ﹁こうほしゃしめい

お出かけ前に﹁入場券の投票所

欄﹂に鉛筆で記入する方法です︒
▼投票所を一部変更しました
﹂をお確めください︒

安之神社境内﹂の曾根公民館を

・第五投票所は︑新しくできた﹁
指定しました︒

・第二十五投票所は︑立縫公民館
から︑新しくできた美々津公民
館を指定しました︒

日向市長選挙と市議会議員
補欠選挙の主な日程
5月50日11立候補予定者の説明会
6月14日11選挙期日 告 示

一立候補受付開始
H不在者投票開始

市長選挙と市議会議員補欠選挙の投票日が六月一一十四日号決まりました︒

市長選挙は︑市長の任期が七月十日に満了となるために行なうものです︒
また市議会議負の補欠選挙は︑一昨年四月に選挙された議員に二人の欠員が生

この二つの選挙は︑わたしたちの市政をまかせる人を選ぶ大切な選挙です︒

じたので︑市長選挙の六月二十四日︑同時に行なわれます︒

めに点字投票︑代理投票制度があ

い人︑読み書きのできない入のた

候禰者の政見をよく聞き︑よく考えて自分の信ずる人に投票しましよう︒

ために不在者投票の制度がありま
りますので︑投票当日︑投票管理

す︒

不在者投票は︑投票当日︑投票
者にそのことを由し出れば投票が

六月二十四日︵日曜日︶午前七

9投票

区域外で仕事に従事したり︑その

当日は︑入場券に記載してある
復投票の方法

できます︒

投票の方法は︑市長選挙は記号

ほか市外旅行︑病気︑出産︑老衰
に行けない場合には︑そのことを
式投票で︑市議会議員補欠選挙は

身体故障などで︑みずから投票所

昭和二十八年六月二
選挙管琿委員会まで申し出て︑投

月二十三日︵投票日の前日︶の
とする候補者一人に○の記号をつ

ていますから︑自分が投票しよう

記号式投票は︑投票用紙にあら
かじめ︑候補者の名前が印刷され

市長選挙は記号式投票でず

間で︑毎日午前八時三十分から

六月十四日︵告示の日︶から六

午後五時までです．

◎不在者投票のできる期間

記名式投票で行なわれます︒

多投票できる人
◎年令要件
十五日以前に生まれた人︒

◎住所要件は昭和四十八年三月十
三日までに転入し︑庄民基本台
帳に登録されている人︒

◎市内異動碍昭和四十八年五月目
日までに市囚で住所を移し住民
基本台帳の異動をされた人は︑

ができない者である︒﹂ことの

ら投票所に行き投票をすること
は︑従来の投票のように投票用紙
に候補者の名前を書く必要はあり

したがって︑この記号式投票で

けて投票する方法です︒

宣誓書を提出していただきます
ません︒

◎手続き11﹁選挙の当日︑みずか

また印鑑を必ず寒参してくださ

新しい庄所へ登録の移し替えを
◎投票所で︑万一︑選挙人名簿か
らもれていた場合でも︑選挙資
い︒

けるには︑備えつけの木印にス

タンプィンキをつけ︑自分が投
費しようとする候補者名の上﹁

また合併によって︑農家に不便

くなることが考えられます︒

れたのは昭和二十二年に農業災害

をかけるようなことはないかと心
配するかたもありますが︑合併し
ても家畜診療所は市直営とし︑い

以来共済組合等は︑これまで各
市町村の区域内で組織化されてき

に不便をかけることはまずありま

などもいままでとほとんど変わり
ありませんので︑農家のみなさん

ままでどおり行ない︑損害評価員

ましたが︑近年は世の中が発達し
てきたことによって市町村をこえ
た効率的な運営もでさるようにな

一市二町五村が合併

せん︒

心としてきましたが︑今後は方向

日向市の農業共済事業は︑昭和

ジゆこまま

き

蜜慧

産物などの新種

設園芸︑地域特

るほか︑肉豚︑施

年から実施され

たとえば︑新たに果樹共済が本

村をこえた組合に広域合併し︑組

ていく時代の要請にこたえ︑市町

く変わってきました︒したがって
農業共済の仕事も︑急激に変わっ

農村の環境も昔にくらべると大き

ようになりました︒しかし最近の

で︑経費が効率的に使用されま

ω業務が合理的に行なわれますの

化されます︒

体制が充実し︑損害防止事業が強

きます︒

ω財務内容が充実し︑資金が円滑
になって︑じゅうぶんな補償がで
㈹事業も専門化するので︑仕事の

共済事業も検討

合の規模を拡大にして行なうこと

みなさんの変わりないご協力をお

業共済をめざした広域組合が四月

以上のように︑新しい時代の農

す．

せるために︑昭和四十五年から県
下各地域で郡単位の広域合併をす

国や県は︑新しい時代に即応さ

すめ︑すでに昭和四十六年度で四

番です︒

産センター研修室︑電話網〇七六

なお︑組合の事務所は財光寺畜

一日に発足しました︒今後とも︑

入方法も任意加

が強いうえに加

願いいたします︒

日向︑門川を含む入郷地区も︑

す︒

国や県の方針にそって︑日向市︑

地域に広域組合が設立されていま
でのような市町

入となっていま

村単位の組合で

門川町︑東郷町︑西郷村︑北郷村
︑諸塚村︑推葉村︑南郷村の一市
きない部分が多

はこれに対処で

すので︑いまま

象物は︑地域性

されておりま

防げます︒

すので︑農家の掛金負担の高騰が

ω共済に必要な危険分散ができま

益があります︒

よって︑農家にはつぎのような利

合併による利益
農業共済事業が合併したことに

は四月一日に発足いたしました︒

廃止して新組合に移譲し︑新組合

承認を得て三月三十一日で市営を

明会を開催し︑一方では市議会の

かたがたにお集まりをいただき説

に区長︑農林委員艮︑農林班艮の

価会︑運営委員会︑三月六︑七日

とまり︑去る二月十九日に損害評

二町五村で区域を一つとした広域
組合をつくることで話し合いがま

一行な・ていただきま究

㎝従来と同じ方法で投票を

ﾍ︑記号式投票でなく︑

@不在者投票と点字投票

つけてください︒

Φまたは逸のように訂正して︑
投票しようとする候補者に○を

違えて○をつけたときは︑○を

ω投票しようとする候補者を間

けてください︒

ありますので︑必ず欄の中につ

○をつけると無効になることが

㈲○をつける欄以外のところへ

の投票は無効になります︒

り︑○以外の符号をつけるとそ

ださい︒○以外のことを書いた

②○のほかは何も書かないでく

になります︒

補者につけるとその投票は無効

つけてください︒二人以上の候

ω○は必ず一人の候補者だけに

◎無効投票にならないよう

おしてください︒

○をつける欄﹂に一つゼけつを

影蒙擁甑繭
畷講撫㈱

撰隈臼轟趨慧轟融時瞬蓉農嚢

が急務とされています︒

度に脱皮しようとしています︒

を転換し︑新しい農業に即した制

情の関係からいままでは米作を中

一方︑この制度も近年の食糧事

りました︒

補償法が制度化されてからです︒

いまの農業共済事業がはじめら

一市二町五郎の広域組合発足

A新時代の農業共済﹀

◎正しい記号のつけ方
投票用紙に正しく○の記号をつ

格があれば名簿に登録して投票

吻そのほかの投票
盲人︑身体の故障で字が書けな

市役所一階西側︶

◎場所1一選挙管理委員会事務局︵

ができるようになっていますか

委員会室

票

伸びゆく日向市

選ぶ目が生きて

センター

日向勤労青少年体育

午後七時三十分開始

六月二十四日

ます︒

は︑即日開票で行なわれ

議員補欠選挙の投票結果

この市長選挙と市議会

開

齒兜ｷ日向市役所二階

投票日に投票のできないかたの

吻不在者投票

待ちください︒

ら︑調査するあいだ投票所でお

しました︒

票することができます︒

投票所へおでかけください︒

時から午後六時まで︒

日向市長選挙

三十五年に組合から市で運営する

搬黎は

へ

欝向お議会議貴補欠選挙

す︒このような
新しい共済の対
◎

轟瀞ザ鷺

15日11立候補届出期限

駆

23日日不在者投 票 最 終 日
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午後六時ま で ︶
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うに決める必要があります︒

の親権者を父母のどちらかいっぽ

んし︑両親が離婚すると︸．・は︑子

生活環境︑また︑子自身の状況や

の性格で子に対する愛情︑収入や

現代のように社会の動きの激し
い時代には︑未成年の子を心身と
がそろっていてもたいへんなこと

もに健やかに育てることは︑両親
意志︑その他必要な事情を調査し
たうえで︑子にとって父母のどち
らを親権者にすることがより望ま
しいかを子のしあわせの観点から

親権者は︑夫婦が協議離婚をす
るときは︑話し合いで決めること

です︒まして︑父母が離婚したた
になります︒この場合には家庭裁

ますし︑調停が成立しないときは

判断に従って調停で父母を説得し

慎重に判断します．そして︑この

いができない場合には︑申し立て

判所は関与しませんが︑話し合
があれば家庭裁判所では調停や審

めに︑片親が子を育てなければな
らなくなった場合には︑いろいろ
いえましよう．

今までに述べたように︑家庭裁

ます︒

判所では︑父母の意向は尊重しな

算出し︑調停や審判の基準としま
このようにして︑経済的には若

す︒

干劣っていても︑その他の点で母
のもとで養育するほうがよい場合

がらも︑あくまでも子自身の将来
を考え︑客観的な立場から判断し
き︑養育費の一部を父に負担して

いたいなどといった申し出があり

暮す親権者でない親から︑子に会

育に関していろいろなことを扱っ

ような場合︑子の親権者とならな

ような場合には︑申し立てによ
り︑その面接の是非や︑具体的な

以上述べたように︑家庭裁判所
では︑父母の離婚が子の生活に暗
い影を落し︑その健全な成艮を妨

専門的機関としての家庭裁判所

の子の養育費を負

りです︒

ですが︑これは誤

なるかのように考
える人が多いよう

方法などを子の福祉の観点から考
え︑調停することもあります︒

親同士の間で意見が対立している

黶c三︑≡＝ミ︑一＝≡一﹁＼三一三三︑＝一一≡＝︑≡≡﹁﹁︑＝＝﹁一三︑≡≡︑＝≡一＝き＝≡三︑⁝一一≡一︑＝≡≡﹃≡≡＝塵

担する義務がなく

かった親には︑そ

ています︒たとえば︑子と別れて

養育されることとなります︒この

なお︑このような経済的な問題
のほかにも︑家庭裁判所は子の養

もらうこともできるのです︒

には︑子を母親の監護のもとにお

ますので︑夫婦が一時的ないきが
かりや︑意地で決めた場合に比べ
親の都合で子の福祉に反する結果
となることが避けられます︒

審判で決めることとなります︒

とむずかしい問題が生じゃすいと
判で親権者を決めることとなりま
夫婦が離婚し︑父母のいずれか
が子の親権者となりますと︑大部

でも︑その後になって親権者が子
の養育を放置してその責任を果た

教育費の負担等を定める

このように︑離婚は夫婦だけで

子の養育などに当たっているとき

権者が決まり︑父母のいっぽうが

についても調停で決めることとな

また︑離婚のときにいったん親

はなく︑それに増して︑未成年の
して︑離婚のときに同時に親権者

す︒また︑夫婦が家庭裁判所の調
停により離婚するときは︑原則と

ります︒

子にとっても望ましいこととはい
えないので︑家庭裁判所では︑夫
分の場合は︑子は親権者のもとで

てがあったときは︑できるだけ円

法律シリーズ互

S録と署⑪繰灘
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婦の仲にみぞが生じ調停の申し立

にあたって︑ど

満な関係が回復するようにつとめ

ら︑どのような

家庭裁判所は
親権者を決める

ます︒しかし︑不幸にして離婚を
せざるをえない場合には︑離婚が

点に配慮するの
でしょうか︒離

のような立場か

に配慮します︒

子の生活に及ぼす影響を最少限度
にくいとめ︑子の利益を守ること
今回は︑両親が離婚することと
さなくなったり︑親権者の再婚な
どのため家庭環境が変わり︑子の
げることのないように︑子の利益

婚する父母が︑ 子どもかわいさか
ら親権者となりたがることは親と

である家事審判官︵裁判官︶や︑

し立てがあれば︑家庭裁判所では
裁判所は双方の経済事情︑家族の

これを決めます︒このとき︑家庭

まとまらない場合は︑申し立てが
あれば家庭裁判所が調停や審判で

するかは︑親同士の話し合いで決
あるのが原則ですが︑話し合いが

多く働いています︒万一︑ここで
説明したような離婚にともなう親

研修を受けた家庭裁判所調査官な
ど︑いろいろな分野の専門家が数

察力を備えた調停委員︑主として

豊かな入生経験を特ち︑深いどう

前に述べたのと同様なしかたで手

する義務は残ります︒この場合︑
どちらの親がどの程度の額を負担

家庭裁判所は︑まず︑父母の両

権利と責任をあわせて﹁親権﹂と
いいます︒父母が円満な結婚生活
ます︒

きさつを十分に聞き︑きらに双方

迷い子郵便物を供養
迷い子郵便物の供養が四月二十
二日日向郵便局で行なわれました
迷い子郵便物︵郵便物のあてタ
の間違いや不完全なもの︶は︑全
国で一日三十二万通もありますが
こういった迷い子郵便物は三ヵ月
間郵便局で保管し︑その間に申し
出のない場合には焼却することに
はっきりと書きまし︑偽う︒

なっております︒あて名は正しく

を守るために必要だと認めれば調

続きを進めたうえ︑子のしあわせ
ろいろな事柄を調査したうえで︑

構成︑子が必要とする金額などい

るようお勧めします︒

子の生活に関する問題が生じまし
たら︑早めに家庭裁判所にこられ

．︑親権者の変更を行ない

掌畿

ヨ

停や審判

セ

麓鰯

暑さの中で
新産都市駅伝大会
初夏を思わせるような快晴の日
曜日︵四月二十九日︶に︑第四回
日向新産都市駅伝大会が行なわれ
ました︒大会には一般の部に七チ
ームが参加し宮崎合繊が優勝︑高
校の部には三チームが参加富島高
校が優勝︑中学の部には五チーム
が参加岩脇申Aが優勝しました︒
当日は暑いさ中︑選手たちは一
生けんめいがんばっていました︒

ケ丘一黒木直人︑空手U野並武彦

㍑山田茂︑北町一−甲斐貞次︑花

日高明

︑空谷11黒木武男︑

遠見一柄本秀男︑ 幸脇縫志田稔

︻幸脇地区︼

野忠志︑養毛

尾︑金ケ浜一甲斐倉治︑籾木目川

野中−−児玉正義︑笹野西11山崎楠

松葉弥市︑笹野東け甲斐義雄︑笹

喜三郎︑曙U児玉袈裟雪︑本宮11

秋留口黒木義喜︑美砂﹂八反地

︻平岩地区︼

出満二郎︑

高々谷絆甲斐正美︑宮の上11小

幡21黒木秋好︑伊勢 山下奈良一

︐−．黒木秀雄︑八坂11原田一郎︑八

輪賢市︑地蔵11海野安市︑庄手向

清正障大橋芳太郎︑吉野川・i三

︻細島地区︼

梶木11柏田進︑

︻新町地区︼

松木清︑長江

︻美々津地区︼

上町目原田猛︑申町一河野勉︑

差置︑

弥︑余論一物則誉︑田の原口黒木

宮の下11橋口元喜︑別府け黒木静

落草11侵書写︑高松一増田義男︑

東敏雄︑石

矢野英明︑下原町11関本勇︑江良

蟹1一高木良美︑駅通u・塩月立志︑

下町目河野茂︑新町

田寿郎︑亀崎東11宮本昇︑亀崎南

鶴町硅高山喜代子︑亀崎中闘中

︻日知屋並郷地区︼

田福一︑

千治︑曾根匹三樹安正︑曲浦11柏

公園通り巨猪野止︑堀一方陀金丸

11内山勘助︑永江11成合和次郎︑

上原町ーー阪本正男︑高砂団地一

︻勇知屋本郷地区︼

団地11原田実

山口博︑切島山二

吉︑松原一前田宝一︑切島山一一1

美︑川路11横田豊︑往還11森沢源

山下一遠藤寅一︑比良一1黒木政

︻財光寺地区︼

正見︑永田11黒木太七郎

田計︑中村控松木隆︑奥野腿山本

新雛市同石谷安治︑鳥の巣﹁−増

︻塩見地区︼

見橋通り11早川今市

ほ河野義雄︑中原頃−松木倉夫︑高

昌常︑西川内⊥二尾図南雄︑広見

雄︑西草場一森栄逸︑本谷﹁・鈴木

中央一1鈴木甫︑東草場11熊谷岩

︻多量地区︼

町口黒木重見︑北町二一秋吉利︑

西川鹿之助︑旭通り11森茂樹︑都

太郎︑本町11藪沢初次郎︑上町一

南町1一柏田仙蔵︑中町11大下近

区長公民館長決まる

昭和四十八年度

双方の事情に応じた適正な金額を

心理学や社会学を専攻し︑待別な

方からその言い分やいままでのい

県民珠算競技大会
第二十三回県民珠算競技大会が︑四月二十二日

？o
母

螂‡襯画

h，晶

富島中学校で行なわれました︒この大会は国民珠
兼ねて行なわれたもので当日県下から小学生九十

算競技大会県予選︑全国小学生珠算競技県大会を
七人︑中学生五十二人︑高校生八十三人︑一般十
三人の計二百四十五人が参加し︑日ごろの腕まえ
をきそいあって い ま し た ︒

：撫、．汐甘
・．

／κ

する重要な事柄ですから︑子のし
あわせを第一に考える必要があり

を営んでいる間は︑父母の双方が

市武道大会
盛大に行なわる
市武道館落成記念武道大会︵柔
道︑剣道︑空手道︶は︑四月二十
二日午前＋時から武道館と勤労青
少年ホームで盛大に行なわれまし
た︒柔道は中学︑高校︑一般の部
剣道は小学︵個人︶︑中学︵団
体︶の部で熱戦がくりひろげられ
ました︒また空手道は模範演技な
どが披露され︑会場いっぱいの観

噂

詣雛を邊って・わだいをおって・ワダイヲ言︑ッテ．一

客から拍手を浴びていました︒

？

要がありますが︑このような親の

親権者として︑共同で子の養育等
に当たりますが︑結婚生活が破た

適当といえなくなった場合には︑

変わり︑はじめに決めた親権者が

親が子を扶養する義務は︑親と

して自然な感情であり︑これに離

図るために︑家庭裁判所がどのよ
家庭裁判所には︑法律の専門家

を守る立場から努力しております

婚にともなう感情的な対立が加わ

子という血のつながりから生れる
ものですから︑親権者でない親も

うな役割りを果しているかを︑子
の親権者の決めかたや養育費の支
りますので︑この親権者をめぐり

ることがときにあります︒

払いを例にとって簡単に説明しま
深刻な争いになることも珍らしく
ありません︒父母のどちらが子の
父母のいずれかから︑家庭裁判所

世話が十分にできなくなったりす

遺切な親権者を選ぶ

しよ︐つ︒

護など子の将来の生活設計を左右

親権者となるかは︑子の教育や監

︑事情が

未成年の子の養育や財産の管理

このように︑後になつ

等は︑親が責任をもって当たる必

に親権者の変更の調停や審判を申
し立てることができます︒この申

なった場合︑未成年の子の福祉を

@

新である以上は子の養育費を負担

一一
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行 政 相 談 委員が
決 まりました
行政管理庁では︑本市の行政相
談委員としてつぎのかたがたを決
めました︒

行政相談委員は︑国︑県︑市の
行政上の問題︵たとえば年金︑社
会福祉︑環境問題など︶について
つねにみなさんの立場から相談に

応じ︑解決に努力していただくこ
とになっております ︒

役所のことでお困りのときは︑
︵宮崎行政監察局︶

行政相談委員に気軽にご相談くだ
さい︒

行政相談委員
大 山 順 一 さ ん 1 1市内財光寺四一

一〇番地︵電話七九八三番︶

とに届かないかたは︑市民課年金
美々津小︑美々津中︒

小︑塩見小︑平岩小︑幸臣小︑

二つの様式のものを発行していま
したが︑今年の八月一日からは﹁

印鑑登録票﹂だけになります︒し
たがって︑七月末日までに新しい

係にご連絡ください︒
育委員会総務課にあります︒

台帳に切りかえをしておかないと
八月からは新規に登録しない限り

▽その他11登録申し込み用紙は教

O国民年金は︑老後の生活や︑思
わぬ事故などに対して年金で所得
の保障をする制度です︒そのため

巡回交通事故
相談所を開設
県では︑つぎの日程で巡回交通
事故相談を行ないます︒

示談問題や損害賠償問題などで
悩んでいるかたや︑相談されたい
かたがありましたらご遠慮なくご
相談ください︒

日時陪五月三十日午前九時から
午後三時まで
場所11日向交通センター︵本町

五番六号︑電話六七〇二︶

印鑑の登録がえについて
印鑑の登録がえは︑お済みにな
りましたか︒

ご承知のとおり︑昭和四十六年
八月から﹁印鑑証明書﹂が複写さ

農業者年金で

︶11右記以外の時間

▽畜産センター︵電話四〇七六番

午前八時三十分〜午後五時まで

▽市農林課︵電話二一一一番目11

連絡先

先はつぎのとおりです︒

家畜の往診などについての連絡

市農林課で行なっております︒

三月三十一日まで農協に業務委託
しておりましたが︑四月一日から

家畜診療業務については︑本年

変わりました

家畜診療業務が

行なってください︒

まだ切りかえの済んでいないかた
は早目に市民課窓口で切りかえを

証明書が発行されなくなります︒

には保険料を納めなくてはなりま
せん︒

しかし︑家計が苦しかったり︑

失業や災害などで保険料を納めた
くても納められない人についても
年金が受けられるように︑保険料
の納付が免除される制度がありま
へ り
くほださし

すので︑申請免除の手続きをして

学校給食調理員
代替登録者募集
現在各学校の給食調理員として
働いている職員が休んだ場合で給
食業務に支障のないようにその代
替として学校給食に従事していた
だく臨時的な職員を確保しておく
ため︑登録制を実施することにし
募集要領はつぎのとおりです︒

ました．

れた﹁印鑑登録票﹂に改正されま
した︒これは少しでも事務能率を

は農業協同組合へ加入申し込みを

してください︒

O加入しなければならない人

五十アール以上の農業経営主で

国民年金に加入している大正五年
一月一日以降生まれた人は︑すべ

て加入しなければなりません︒

Oそのほか加入できる人

国民年金に加入している満五十

五歳未満の人で︑つぎのア︑イ︑

ウに該当する人は希望によって加

入できます︒

満の農業経営主︒

ア︑三十アール以上五十アール未

時従事している構成員︒

イ︑農業生産法人の営む農業に常

の跡継ぎ︒

ウ︑五十アール以上の農業経営主

そのほか︑この農業者年金につ
いてのご相談︑問い合わせば︑市

おたずねください︒

農業委員会または農業協同組合に

世帯数

三八八七番地の一︵電話美々津

豊かな老後を

計50，381人209人増

あげ︑待ち時間の短縮や間違いの
ない証明書を発行するために改正
したものです︒このため昭和四十

この農業者年金は︑全国の農業

女26，787人112人増

▽申し込み先一日向市教育委員会
総務課
▽申し込み期日目昭和四十八年忌

六年八月以降︑印鑑を待って来ら

者のみなさんの長年のご熱望によ
ってできあがった制度で︑農業者

月二十日まで
▽資格要件11健康であり︑いつで

れたかたについては順次新しい台

（5月1日現在）

三股工−代子さん 闘 市 内 美 々 津 町
局口〇穴番︶

国民年金保険料について

も給食業務につける状態にある

のかたがたの老後の福祉の向上と

あなたも早めに市農業委員会また

農業の近代化を目的としています

まりこのニカ年間は従来の手書に
よる﹁印鑑証明書﹂と︑複写機に

帳に切りかえをしてきました︒つ
▽日当一千三百五十円

よる複写された﹁印鑑登録票﹂の

女子︒

昭和四十八年度の国民年金保険
料納付書を︑五月中旬︑被保険者

小︑日知屋小︑財光寺小︑細島

▽給食を実施している学校一1富高

庄所の異動などで納付書が手も

あてに郵送しました ︒

108増

14，230

97人増

23，594人

男

口〃甥甑

〃輝、，」人
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