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市の人口（10月1日）
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日向市上水道拡張工富

納岬 ｱ水管（400ミリ）を新設励脚
喜

日向市の上水道拡張工事は、細島臨海工業地帯への工場

｝誘致にそなえて、いま急ピッチで進められています。

̀酋ゾ⁝⁝：とじて保存下さい⁝⁝⁝O︑

｝いままで日師の上水道綴は則1下流から取水した

、い

書

では間に合わなくなり、渇水時期などはたびたび断水し、

ξそのため市民のみなさんにはいつも迷惑をおかけしていま
ξした。

｛・魚市ではことしから．の水不足の悩みをなくすた
、… め3ケ年計画（総工費1億1千万円，で上水道の拡張工
｝事にのりだしました。

…・としはまず扇棚工事として江費2．25。万脈権
雪

島原から江良浄水場まで延長5．050メートルに40Dミリの

ξ

導水管（新設）を布設する工事が進められております。い

雪ま工事のほぼ咽までが完成し今月のm日までには第棚の
｛

全工事が完成する予定です。

｛なお引き続き第嘲工事として工費5．乃。万円で浄水池

ク

1や配水融うか池の新設工獣かかり、これが全部完成す
れば1日5．000トン（現在3．300トン）の豊富な水が供給で

ノ鯵

茎

戸

書き、いままでの水不足の悩みは解消されることになりま

…ll・・

く
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｝

．

人出はざっと6万人

㍉向市名物の＋腋祭卿脇14の，日磁大に行なわれました．
ξ

初日は、八幡神社のみこしが可愛いい稚児行列をお供に市内をまわり、南部地区から「王将」 、北部地区から
「はりこの虎」を乗せた屋台が勢いよく町をねり歩いて、お祭り
気分を一そう盛上げました。
また一方市内のあちこちには、趣向をこらした見立細工がつくら
れお祭り気分の人たちの人気を集めていました。
市役所講堂では、3日間にわたって「商工水産祭り」も開かれ、

恵藤幣騰離縫5000点力∫展示さ回れゆき
バル、仮装行列が街にくりだし、

難灘10晶i
轟

冒︑戸〜駒

三水を2駒ミリの導水管で江良浄水場に送り、それを各家庭
卸・おとどけしていました痴人・カ、増えてくるとこの施設

にぎわいました。
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昭和三十七僅第四回九月定例市

を千ど二十三議案で
9全部原案どおり
雄億可決承認されま

醜轟繍較灘

管理条例の一部を改正する条例︑
市有財産の処分︑日向市上水道拡
張事業︑日向市し尿処理施設事業
塾 の契約の締結︑
に37年度日向市一

・任や︑市営住 宅

に提出された議
案は市助役の選

こんどの議会

開かれました︒

日までの七日間

議会は︑さる二十一日から二・十 七

v鱒﹁

肇

ム﹃

聯籍饗肋

で任期満了とな

助槻鱒難講

噸灘蕪

︑

︵写真右︶

りますので︑ その後任をきめるも・
・ので同氏が満場一致で再選され ま
した︒

△ 日 向 市 教 育 委r

員会委員の選
任について
市教育委員会
委員罪名．の内︑

公営住宅法によって︑こんど譲渡

︑1

基準収入超過者に対する増賃料の
しされること14なったものです︒

噛駈う

算定基磯額を引きあげたもので︑︑

第二種住宅三十二戸︵27年建設︶

千円になりました︒主な追加は

別表参照︒

4匹1419272
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最近新しいことばで﹁農業構造
改善﹂ということをよ．く耳にしま

す︒国は三十六年から十ケ年計画
で日本の農業構造を改善しようど
﹁農業構造改善事業推進対策﹂を
つくり事業に着手しズいます︒昨
年制定された農業基本法では﹁農
業経営の規模の拡大︑農地の集団
化︑家畜の導入︑機械化その他農
業経営の近代化を図る﹂プ㌧とを構
造改善事業だといっています︒な・
ぜ農業の構造改善を必要とするの

留意留置繍鞭搬
まく周囲の情勢が大きくかわった
からだといえます︒

製暴碁盤雛離
られます︒これにもいろいろと理
由証ありますが︑とにかく終戦鉱

ﾉ減るだろ疹とのOとです︒第二
に農産物需給の変化です︒いまま

貧乏な家庭の問題を堀り下げて
みますと︑その家庭に病人がある
ために生活に苦るしんでいるとい

ます︒このように農業をとり
周﹁囲の情勢が大きくかわれば︑．そ．

︐れに即応した農業経営の方法をと
らなければ他の産業との所得の格
差はますます広がるばかりです︒
それではいったいどうしたらい

．﹁．．

擁講蟻
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薙㍑

．．阿爵

相談その他援護等その活動は日常・

生運動︑共同募金運動︑心配ごと

生活のあらゆる方面に推しすすめ
られています︒
・〆
．

撒灘馨罐

︐という近代化きれた社会福祉事業

う例は非常に多いの・です︒︑現に生

活が苦しくて生活保護を受けるよ︑
うになつだ家庭の原因を調べてみ

㌧

ﾀ現されて行ぐのです︒

ば︑社会祷祉協議会の活動と︑そ
して共同募金運動があいまって℃

﹂ト

二・ニゼ

ますと︑︑その六日以上が働き手が・
．病気というのが原因です︒同じよ．

うに病気の場合も貧乏とか無知が

F甲

︑：難

励罧ゲ齢肋麗蛎騰馨な
ただいえることは︑最初書いたい
くつかの変化に応ずるような軽営
にすることが最善の道だといらこ
とです︒第一の農業従事者の減少
に対しては︑労力が少なくても差
支えないような経営の方向にもつ︑
て行けばよいでしょう︒

第二の消費構造の変化に対して
は主産地形成という対策がありま
す︒その．土地単最も適した種目

策になります︒．

︑個人的にはいろいろ方法があり
ましようが︑協業化もひとつの対

れるようになりました︒次に技術

卵︑牛乳︑︑果実がどんどん消費さ
環境の変化です︒．栽培︑飼育技術

﹁いくら貿易の自

もさることながら︑機械化が大き
く進歩しました︒最後に国外農産
物の影響です︒

二9︐．︑

∴歎箋舅

．目分たちの農業の周囲の動きを︑
大ピンチを切りぬける対策を考え

適格に見冒つめて︑この当面した重

一

︑

碕・

﹂ ・

ぎ蛍奪

ることが必要でしょヶ︒

た父祖伝来の農業のやり方では︑●

︐

．
●︐

︐︒

ものすこやかな遊び方の指導︑・身

社会福祉協議会の活動は︑こど．

す︒

ちが協力し合うように組織されて
おり︑その地域のだれもが︑みん
なのお互の幸わせのために︑不幸
の予防策を講じようというもので

その幾のいろいひの方面の人た・茎

・したがって社会福祉協議会は︑

報診照︑い2︑を月評−

応した専門の人なり︑団体の人な
りが相肩目して綜合的に動かなけ

その対策も︑そ・れそれの原因に対

るということは︑とりもなおさず

からみ合って問題を悪化させてい

−やかす問題が︑いくつかの原因が︑

うにわたレたちの日常生活をおび

その裏に酔・そんでいます︒このよ

︑

．．嚢耀．騰灘曝．．薦マ．．

零．7︐

．まち国外農産物におされてしまい

︑桑●

／

．．︐

福祉紹議会と
隔・

・赤い羽根募金

ら▼︑﹄﹃

いよrいよごとしも今月幽日から
この赤い羽根共同募金運動がはじ
まりました︒それで今月は社会福

平穏な日々を送っているわたし

祉協議会と共同募金のつながり︑
また協議会の活動内容につしいて述
べてみました︒
たちも︑もし大病にかかったり︑
不慮の事故死をとげたりしたら︑
残された家族の生活はどうなるで
しようか︒

といって﹁備えみればうれいな

無事なが生きしても老後はどう
やって生活するのか⁝⁝︒などと
考えると不安な思いにかられます
し﹂という金城鉄．壁の態勢を個人

の力で築くのは容易なことではあ
りません︒どうも縁起でもない話
しで恐縮ですが︑縁起でもないこ

とが現実駆動るからこそ社会福
祉事業があるのです︒
わたしたちの日常生活をおびや

．かすいろいろな問題は︑﹂ちよつと

ひとつの戯口をつくっていること

く︑﹁そのいくつかがかちみあって

叢鰯鰯纒鱗鹸

みると湖面は︑例えば貧乏とか病
気とか︑犯罪とか︑無知とか︑ひ
とつのようにみえますが︑これを
よく踊り下げてみますと︑ほとん
どの場合決してひとつのものでな

トみ

貿易の縄化が拡大されるとたち

由化が拡大きれても︑農産物は心
配ないサ﹂などと言っている農家
がありましたらとんだ間違いです
いぎまでのような旧態依然とし
ます︒

いつれにしても昭和三十年頃か
ら日本の農業は曲り角に来たとは
いわれていましたが︑その時期が
意外に早くきてしまったのが現状
で︑これまでの経営方法を改めな
ければ︑これからの農業は成立つ
ていかないことがはづきりしてい

・う食物がら栄養主義にかわり肉︑

︑いでのように腹にたまればよいとい

糎轍鮮紅継

これからの農業

農業の構造改善と

▼

毒憶翻輿撒鵬糠

予算規模は里言九千二百三十万五

墨入才出追加更正予算について
こんどの議会に提出された一般﹁
会計の追加額は︑当初予算四億三
千二百六十四万五千円に対して︑
五千九百六十六万の追加がなされ

・△日向市し尿処理施設事業の契約
締結について
工事請負金額ば三千三百万円︑
建設場所は市内財光寺︑着工は今
年の十一月一日︑竣工期日は三十
九年三月三十一日目栗田工業株式
会社︵大阪︶と工事契約しました
△昭和三十七年度日向市一般会計

第．二種住宅五戸の計八十．二戸です

五戸︵27年建設︶平岩宮の上浜の

第一種住宅十戸︵豊年建設で住宅．
のみ︶財光寺沖町の第二種住宅十

・譲渡しする住宅は︑日知．主公の
山の第一種住宅十戸︵ゐ年建設︶﹁
同じく一種住宅十戸︵％年建設︶

第一種住宅の入居条件は︑いまま
で一万六干円以上三万二千円以下
の所得者であったものを︑二万円
以上三万六千円以下の所得者まで
また第二種住宅は一万六千円以・下

の所得者であったのを二万円以下
の所得者までというように︑その
入居条件の基準額を引きあげ︑幅
またこの入居基準収入を超過す

を大きくもたせました︒

る者に対しては︑第一種の場合
︵但し四万五千円をこえるとき︶

は︑その家賃の○︑四％︑第二種
の場合は︵但し二万五千円をこえ
四万五千円以下のとき︶その家賃
の○︑三％︵四万五千円をこえる
とき︶○︑八％の増賃料が加算さ
れます︒

8兜040
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営
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税税入金金入債
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−

△市有財産の処分について
昭和二十五︑二十六︑二十七年︑
に建設された公営住宅八十二戸と
敷地を処分するものです︒入居者
のほとんどが長期入居者であり︑
譲渡ルを強く要望していますので

額
ﾋ．顛

児玉他人氏が九
月夫日で任期適〜になりましたの
︵ 左当

で︑後任を決めるもので同氏が満

環
一場一致で再選されまレた︒

一

△市営住宅管理条例の唱部を改正
︐する条例について
︑．︑これは公 営 住 宅 入 居 資 格 条 件の

収入︑限度額の引き上げと︑

D騨三三鵠講．

のひきだもをあ呼てみてくだ

三曝許

℃

∵

，

がわかります︒

・

一．瀬

㌧．︑馬轟・

い

まだレ含所のひきだレ︑また机
てさい︒そ窃てそれを整理する
いと︑どこの家でもそζから三
泣四枚の一円硬貨がでてくるは
がずです︒この硬貨は市内バス
貨ばのったときのつり銭︑風呂
硬のつり銭︑いや赤チヨ勲チン
円・で一ばい飲んだときのつり銭
@かも知れません︒ただあなた
に見放され︑このひきだしに放り
こまれて半年以上も⁝⁝︒再びあ
なたに使われて世に出る日を願っ
ていたのです︒

⁝⁝今の若い人は一円硬貨なん
かには目もくれませんよ︒道路や
待合所に落ちていても拾おうとも
ひません︒わたしは︑竹筒で簡単・
な貯金箱をつくり︑一円硬貨ばか
り集めていたんですが︑先日あけ
てみますと千二百六十二円も集っ
ていました︒それで孫に靴．を買っ
てやったんですが⁝⁝︒﹂一．円硬
貨でも粗末にはできませんネ︒一
とあるおばさんが話していました
今月の十七日は﹁耳隠の日﹂

この日を中心に国民の貯蓄意欲
を高めるためにういろんな行事が
行なわれます︒このおばさんのよ
．を結びます︒

うに一円硬貨の貯金でもきっと実
健全な生活設計のために︑少し．

斗．灘諭、＝1㌔

℃

｝｝、

̲

￥

辱

すあなたの家のタンスのひき

魏難：・

つつでも貯金をしましよう︒

9

幽く

●

．らだが不自由で働けない人︑生活

が苦しい人など恵まれない人のた
めに︑この運動に対する一層目ご
協力をお願いします︒

市では今月一日から三
十一．日までを︑松喰虫駆
の・りだしました︒ことし

除月間として徹底防除に︑

は松喰虫が大量異常発生
し︑森林資源に大きな被
害を与えています︒これ
は早期に徹底駆除を行い

ませんと︑市内の全森林
に憶うがる恐れがありま
すので︑被害木の所有者
管理者の方は︑多少にか
かわらず今月中には︑ 被害木の処
理をすまされるよう協力方お願い
．します︒︐

十月一日現在︑市内における民
有林の被害は千六百五十本︑六百
金額にして三百五十六万円です︒

六十立方渚︵約二千三百七十六石︶

△駆除方法
被害木を倒し︑樹幹︑根株の皮

をはぎ︑その皮や枝は全部焼いて︐

・駆除完了後は農林課︑または森

ください︒

林組合に届け出て補償金請求の手
︸．

e

磯ぎ彊

Q8

続を行なってください︒

●

漸叡ぎ
」社

鷲畿縁灘顔選綿醤︷壽漁．
．︑諺

叡

︒特志募．金

い

みんなが幸わせであるために
十月一日から十二月三十一日ま
での三ヵ月間にわたって︑赤い羽．

三越謡講詔膿枇舗撃
罎この運動はいうまでもなく︑世
あわせであるように︑というだれ

の中の不幸をなくし︑﹁みんながし
．もがもっている願いを︑国民の共

．ハ

共同募金運動がは富められてか

．のです︒

﹄同連帯の力で実現しよヶとするも
露

ちことしでちょうど十曾年目にあ
脚たりますが︑この間︑この募金に

よってつくられた全国の養老院や
レれず︑また︑この愛の募金によつ

恥．保育園などの社会福祉施設は数知

て明るい楽しい正月を迎えた人は
少なくありません︒

︑

目標額は

こどしの
蛭

︵戸別

縁
この世の中の恵まれない人に明
・るいくらしをさせるのがこの共伺
募金です︒
︒．
．募
．募金バ

爾薮麹罎騨

街頭募金︵十五夜祭りや運動会な

︑みよりのな い 子 供 や ︑ ． 老 人 ︑か
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新聞に・のっていない日はありませ
ん︒

そもて交通事故を聞いてもさほ
ど驚うかなくなりました︒しかし
みなたが︑またあなたの可愛いい

．お子さんが交通事故にあったとし
醐たら︑そ．して不自由なからだにな

つてしまったり︑尊い生命を失う
！ようなことが起つたとしたら1考
．えただけでもゾーツとします︒

．に七十名の人が死んだりケガをし

︑9日向警察署管内でもことしの一
丹から六月までの半年間のあいだ・
訥
・た呈しています︒

交通のキマリをよく守り︑お互の
立場をよぐ考えて︑ゆずり合うこ
ころがけが最も大切です︒
﹃これだけは是非まもりたい11
﹁百も承知﹂1
﹁いつでもできる﹂1それでいな
がら案外守られていないこと︒
0道路を正しく歩くこと︒
1人は右︑車は左の対面交通︒

2信号をよく見て必ず守る︒3
歩道のあるところでは必ず歩道
を︒4大勢のときは横に並ばず
二列ぐらいで︒
②正しく道路を横切ること︒
1道路は直角に横切る︒ナナメ
の横断は危険です︒走っている
車の直前直後は一番危険です︒

2横断歩道のあるところでは必
ず横断歩道を︒3道路を横切る
ときは必ず一度とまって︑左右

司

づ

P．．．﹃．

．闘5︐︐︐一﹄

﹁

ーー・蹴

・勤．

＠有利であること㊨安

この制度の特色は︑④手軽であ

毎月の掛け金を最寄りの金融機関・

・

．全でみること等ですが︑事業主が

ちこと

夜間は必ずライトを照らして︒

に払込んでいただけば容易に退職
金制度を設けることが7きますし

・を確かめて︒5自動車の前を横
切つたり︒わりこんだりは絶対
しない︒6二人乗りは危険︒7

加入しましよう

麟謂⑳常購篭鶏瀞．

△加入できる企業の範囲﹁

．中小企業退職共済

中小企業主のみなさん︑中小企
業でも大企業なみの退職金制度を

常用従業員が二百人以下噛．ただ

設けることができます︒

し商業やサービス等については
五十人以下の事業主︒
△掛け金額

一人当り一ヵ月二百円より百円層
きぎみで千円まで︒

△退．職金

．亀

この制度は共済制度ですから短
期勤続者より長期勤続者が有利
になるよう退職金額を定めてい
ます︑掛金を長く払い込みます
と国の補助金︵三伍以上五％十
矩以上一〇％︶がっきます︒
詳しいことは最寄りの金融機関へ

お問合せ下さい︒

藏罐留縫ついい

とになりました︒

ました幸脇地区︵幸脇寺︑中︑西
富谷︑遠見の五区︶関係の︑戸籍
住民登録事務は︑同地区からの要
望で十月日日から本庁で取扱うこ

で便宜取扱います︒

なお︑印鑑証明事務だけは︑い
衷までどおり当分の間幸順応張所

広報係から・三：

事k嶺繋講爺

﹄

或

︑

イ︑
③絶対し﹁てはいけないこと︒︑

1道路の真中でのあそびや立話
2石やビンを投げること︒3自
動車の飛び乗り飛び降り︒4道
路へ物の置きつ放し︒5酒に酔
つてふらふら歩く︒6走ってい
る自動車から物を投げること︒
0自転車の正しい乗り方︒

1自転車は∵番左側を一列に︒
2道を曲るときは必ず手合図を
3左に曲るときは内まわり︑右
︐．に曲るときは大きく左側を︒4

狭い道路から広い道路に出ると
ぎや踏切では一旦とまって左右

それは中小企業退職金共済制度
に加入されることです︒
．
この制度ができたのが昭和引年
ごとしで三年目を迎えました︑ま
だ趣旨内容が玉露企業者に徹底さ
れていない点もあるようです︒そ
れでこの制度の普及を目的として

全国的に今且．噌ばいを加入促進月

評が驚鱗さんへ加入

県知事︵年金係経由︶に提出する

s

届けないと︑係の方ではわからな

す

錦．︒

︻問︼腿最近社会保

︻問︼︒嬬強制加入者はどうですか

ことになっています︒

．・

ますが︑不十分な点ばかりです︒
この広報紙について︑お気づきの
点がありましたらご遠慮なくご意

ための広報紙へ⁝・ξと努力してい

劇欝鍵盤雑記鮪轍

﹂︐

見をおきかせください︒

・兵N

出して︐・ださか︒

．裁定をうけることになっていまず︑
から︑裁定されるのはその．毎度だ

︻答︼焦度ごとに毎年申請をして

ますか

れると何年ぐらい引続き免除さ﹁れ

︐︻問︼1一免除の申請は一度裁定さ．

受けつけ蚤すか
︻答︼便宜をはかり受けつけてい・
ます︒免除に該当しそうな方は今．
月中に是非免除申請を出してくだ
さい
︑
・

︻問︼．H保険料免除の申請はまだ

きません︒

︻答︼資格喪失事項に該当しない
限り︑自分勝手にやめるこ乏はで

いので︑国民年金の方は被保険

﹁

﹇問︼11任意加入者は︑いつでも
やめるてとができますか︒

あったら二十日以内に市町村長に
国民年金手帳を添えて届け出なけ
ればならないと規定されています

適用者の場ムロ︑このような変更が

ですから掛金をする必要はあり
ません︒要するに変更事項があっ
たらすぐ届け出て欲しいのです︒
国民年金施行規則第二条に︑強制

なったことになります︒

手続がなされていないから︑その
まま加入した形で残っているので
す︒それで︑こういう人はすぐ被
用者年金に加入したことを︑係へ．
届けてくだされば︑厚生年金に加
入した月に国民年金の資格はなく

者の資格喪失となるべきなのに︑．

欝鵬量器斜
・令が出されています

が︑この申︑すでに
自分は被保険者でな
くなっているのだが
納めなければならな
いか？という疑問を
もつ人がかなりいる
ようですが⁝⁝︒
︻答︼それは資格喪

失届を出しておられ
ないからでしょう︒
たとえば漁業してい・

た人︵強制適用の
人︶が︑製材所に働
きに行くようになり
厚生年金等被用者年

﹂

険出張所長名で三十

を確めそれから渡る習慣を︒

．笏

、

︻答︼任意ですからできます︒任
意加入被保検者資格喪失浦出書々

﹁了ぐ

、

署㌔∫

園・．﹃難螺．鱈山房．．

（

．最近では﹁交通事故﹂の記事が

L

覚 いま国内では︑せまい道路に人
と車があふれています︒しかし新
心い道路を作ったり︑広ぐしたり

金の被保険者となり−
ながら︑．．￠ことを︑
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一ずることはすぐにはできません ︒
・そこでむたくしたち総べての人が
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