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誘致の段階から一歩前進
ことしから工揚の建設へ
．ii

謹しんで新春のおよろこびを申しあげ

騒騒耀

ます。

閣騨1。鰯翻膿搬琶轡
魂

』

前市長時代から不自由を感じながら頑
張ってまいりました再建団体も一応計
画どおり返上することができ、実質は
まだまだ不安定ではありますが、まず
ほっとした年でありました。
日向市ただひとつの既成工場である
日向製錬工場も大きく設備を増大され、新たに日本畜産加工場
も短期間に第一期工事が完成し、つづいて第二次加工も開始さ
れました。なお多年の悲願でありました細島臨海工業地帯に鉄
興社の新工場が約束されるなど日向市発展の歴史的な年であっ
たと思います。その他県立工業高校および職業訓練所が新しく
できることになり、また市政一般についても、もちろん市民の
みなさんに自慢できるようなものではありませんが、どうにか
予算ものばすことができ、多少の仕事もできました。
それから懸案の慰霊塔がみなさんのご協力で暮にできあがり
除幕式をとり行なうことができましたことはうれしいことであ
りました。

ただひとこと、まことに残念に思います

ことは病、虫害をこ

うむったうえにかってない集中豪雨にせっかくの稲を流失する
など農村部が大変な被害をうけたことであります。
この災害さえなかったならば、どんなによい年であったかと

思うのはもちろんわたしだけではありません。とにもかくに
も、先ず意義深い昭和36年を大過なくおくることができ、わた
しはζのうえもないよろこびを感じて新しい年を迎えたのであ
りますが、これは申しあげるまでもなく市民のみな一さんの暖か
いご協力のたまものであります。
特にみなさんの代表として市政におくっていられる市議会の
方々が深い御理解のもとに正しいご協力またご指導くださった
ことのたまものであります。

さてことしは昨年と違って大変な年のようです。せっかく約
束のできた鉄霊宝さんに一日も早く着工していただき、一日も
早く工場が動きだすよう色々な角度でご協力し仕事をしなけれ
ばなりません、また既設の工場もますます発展するように考え
さらに一般市政も一段とよくやってゆき、時代にそうて改善し
なければなりません。また大きな問題は次の国会で成立すると
思われる新産業都市指定地域に日向、延岡地区が何としても認
めてもらうことです。

そのために先輩延岡市とおとなり門川町と実質的に一体とな
って大きな熱意を示し、また東郷村など入郷近隣の方々の一層
のご協力を得、格段の努力を払わなければなりません。
その他産業、教育、文化、都市、農村漁村の問題など山積さ
れた問題をあらゆる角度から検討いたし、ことしも精一ぱい努
力したいと思っております。何とぞことしも一層のご協力とご
指導のほどお願いいたします。
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学校の三校の整備資金として九
ご百五十八万七千二百円に対し

歳入の部では既定予算額四億干

ついて

これは国家公務員の給与改正に
伴ヶ職員結与の改正で実状に合

ぐ．︑4

百五十万円を大蔵省から借入れ

て迫加工千七百七十九万二千六
わせて改正されたものです︒

．でN．

二 ．㌧

遷隔鞭ゴズく う・携風謡ヒ纂

ることになりました︒・利率はや

百円︑更正減額百九十三万二干

O日向市一般会計追加更正予算に

はり年六分五厘︑︐償還方法は三

一百円︑差引千五百八十六万五

また目塞中︑美々津中馬岩脇中

十八年度から十九力年以内に元

百円の純追加となり︑また歳出

出ともその予算塵隠は四徳二千射
八百四十四万七千七百円になり
ました︒

ンド西側の畑千六百四十六平方

利均等償還です︒

の面でも既定予算額四病千二百

壕慧︑．漣霧．縷樋鳶さ鍋島灘∵

二

規を申学校の運動場敷地として
また百万円を消防施設整備資金
五十八万七千二百円に対して追

した︒

◎市起債および償還方法について

なお昭和三十五年度の決算につい
ては次頁の﹁昭和三十五年度の決

いたしました︒利率は年六分五
それぞれ借入れることにしまし

大蔵省から年六分五厘の利率で

改良事業資金として八百万円を

万五百円の追加となり︑歳入歳

百一︑一十八円︑差引千五百八十六

円︑更正減額四百四十四万九千

加額二千三十万九千六百二十八
います︒

いま新有権者の感想文を募集して

新有評者の感想文募集

算から﹂をごらんください︒

厘︑償還方法は三十九年度から
た︒

から昭和十七年十二月三十一日ま
での間に生まれた者︒◇感想文の
内容 新有権者としての民主政治．
とくに選挙に対する自覚を内容と
したもので標題は自由︒◇腫原稿

◇応募資格ーー昭和十六年一月一日

八力年以内に元利均等償還です

ごみ焼却施設資金として三百万
︑円を大蔵省から借入れるごとに

11二百字詰原稿用紙十枚以内︵二
千字以内︶◇締切り一1二月五日◇
提出先11東京都霞ケ関一の二︒自

︑

治省選挙管理課︒◇入選闘入選者
には賞状と賞金︒ふるってご応募

ください︒

な

乙夏

の名簿にのっているかどうか一度
たしかめておいてください︒

名簿をおみせする場所と日どりは

局または各支所

出張所

次のとおりです︒
場所11日向市選挙管理委員会事務

期間11一月二十日から二月三日ま
で・︵この期間が異議の申し立て期
間でもあります︒︶

農家のみなさんへ
△麦の申告書は早目に

a三十七年産の麦を十アール
︵一反歩︶以上作付していられる

して掛金を納めることになつでい

方は︑申告書︵共済細目書︶を田

ただいま実行組合で申告書をとり

ます︒

まとめていますので︑まだ出して
いない方は早目におとどけくだき・
い︒もし申告がなく︑後日調査の
とがわかった場合は︑掛金を追徴

結果十アール以上耕作しているこ
されますので申告もれのないよう
△家畜共済に加入している方へ

お願いします︒

家畜共済に加入している人は︑診

違はありません︒

療点数限度以内の治療であった揚
合は︑獣医師に治療費を支払う夢

．で︐触．彌．豪掛∴丸．．↑菱．鑑罫製藪空談

藩論嫉羅灘

い．

りますので︑この分は現金を支払﹂︑

妊娠鑑定︑去勢︑駆虫︽削蹄があし

共済叢として取扱わないものは鼻

．害は現金を後段いたします︒

ただし共済事故とならない疾病傷

．

O日向市職員給与条例の一部を改
正する条例について
・

それぞれ買収することをきめま

七分二厘の利率で︑上水道水源

として日本損害保険会社から年

追加予算四億二千八百万円などきめる
昭和三十六年最終の十ご月定例市
八日間ひらかれました︒

議会は十六日から二十三日までの
この議会に提出された議案は︑昭
和三十六年度一般会計追加更正予
算四億二千八百四十四万七千七百
円︑日向市職員給与条例の一部を
改正する条例など二十六議案のほ
かに︑昭和三十五年度日向市一般
した︒では次に議決された議案の

会計歳入歳出決算など認定十件で
主なものをお知らせしまbよう︒

︵専決︶

O市起債および償還方法について
これは仏川内ほか市内三十三力
︐所の市有林の造林事業費二百五
．十八万円に対して︑農林漁業金
融公庫が二十力年据置きと言う

非常に有利な方法でもつて二百

X
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△場所＝日向警察署横

二十万円の起債が認められたの

嚇

・T

△貸付額＝1万円以内

で専決で処分したものです︒
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壽講
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△取扱時間＝午前10時30分〜

︑農家のみなさんは自分の名前がこ

△利率＝月3分

O土地買収について

7︑

鐸磯．零摂

エ

です︒

午後7時30分まで

幸川小学校西側の佃んぼ千百九
．十平方折を小学校用水道水源池
の敷地どして︑また後睾田市営

住宅北側の原野九百三十五平方
建設敷地として︑日本畜産食品

・

︑︐薪．ゼ・

．〆
選挙管理委員会事務局で
は︑咋年の十二月．一日現

在で日向市農業委員会委
員選挙人名簿を作成いた
しましたので︑農家のみ
なさんにおみせすること
この名簿は︑ことしの三

にいたしました︒

鞭て

材をやはり市営住宅二十二戸の・

㌔一．

91．

f＝

KK北側の旧飛行場跡四千三百
十四平方謎を市立畜産センター
の敷地として︑日向中学校グラ

ド

36．264．2

岡岬

分． お忘れな曳今月末までに納入を
国民年金像検料H10・11・12月
月分
ゾ

一函︻﹂．．．．ド∴﹂デ∴凱撃

39．627．050
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ご三皇の方は期日まで市福祉事罫へ

97．

．．理野．．

ﾅ千六百万円の黒字

36．465．5

．︑即

37．318。400

夢螺

98．1

騨︑

字決算となっています︒

六十三万千六百円を差引いて遇四
百八十九万四千九百円の完全な黒

︑ます︒

出

別会計土地区画整理事業歳入 歳 出 置

73．417．53

月五日から翌年の三月四
日までの農業委員会委員
の選挙に使用される名簿

瓢兇

．昭

で差引千三十二万二千八百円の黒
字を残しています︒
・
ですから一般会計と特別会計の決
算剰余金疇一般会計六百五十二万
六千円︑特瑚会計千三十二寿二千
円で合計千六百八十四万九千円と
なり健全な黒字決算がなされてい

予算額｝決算額1執行率％

兇駆蒐駈瓦蛤

0

よくごらんください︒

ω㎜oo
邸㎜鵬

債酉

97
952．782

．十二月定例市議会に︑昭和三十五
年度一般会計の歳入歳出決算や特

74．889．800

決算︑そのほか特別会計上水道事
．業歳入歳出決算など十件が提案さ

斯％

品卯㎜

御妬80

％糾釦

金金

昭和35年度各特別会計決算状況

昭和三十五年度の一般会計︑およ
び特別会計の決算状況は次の表を

86．，

金

駁｝α000

△特別会計
また上水道事業︑土地区画整理事
業など特別会計の総決算は歳入決
算額七千四百七十六万五千円︑歳
出決算額六千四百四十四万二千円

2．168．0

﹂響入回収−

1

奮起を願い克服に努力されるようお祈りいたします。・

判司鴨兇潮田弥飴億朝駈鳳弧
98．

れ審議されました︒

した︒
10．827．96

糟ｪ雌
G

1

ご存知のように日向市は︑昭和三．
十一年に財政再建団体
の適用を受けて以来︑
五ケ年計画でようやく
の 三十五年にその適用を
ざ
返上することができま
そしてこうした苦しい
財政の申で工場誘致と
いう大きな問題をかか
えながらも︑年々その
予算規模は伸びてきて
います︒

10．953．ヨ〕0

ぱ会灘工費網引山嶺燃費費

97．、

．：ゴ︑﹄∴・．︑

ろ39

茎朧朧綴鍮ξ彗墓課｝灘講震鋤雪

1．166．9
j・

1

市政の面では多彩な行事や新しいできごとがくり返されました。市政伯
周年記念行事、慰霊塔建設、工業高校開設等々、市民みなさんの心からなる
ご協力によってそうした行事が無事終ったことを心から感謝いたします。
また市発展の基盤であり、市民の悲願でありました工場誘致が具体化し
、地域産業に関連する日本畜産食品KKが進出、6月竣工近代設備のもとに
操業を開始し、市の周辺はもちろん広く県下全域にわたって畜産界に活況
を呈し、また日向製錬工場増設、9月には臨海工業地帯第二区に鉄興社が
誘致され、覚書がとり交わされ市県民ともによろこびにひたっているとこ

才

＝τ

￥・

十二月の議会に出され
た決算書をみますと予
算総額は一般会計︑特
﹂﹁
別会計を合わせて三億
七千九百十七万二千円
﹂砺
にも達し︑昭和三十四
年度の予算と比較する
と七千三百万円︑ 約二十三％も伸
び︑市制施行以来の大きな予算に
O
なっています︒

か︑昭和三十五年度の決算書の中

ではこのように大きな予算が市民
福祉のためにどのように使われた
闘．﹁が

灘難灘鱗 ．

歎醗難語諜瀧
聯難・ビ歓一．﹁︑㍉・

．駒 籍田で．膣からの繰越金百．
へ

86．

64．442
74．695．38D
100．

計
合

1．888

お

ヤ．

＼

塾
亙
194．忍籾
157．

2．347
5．205．000
75，

〃
「農業共済重業

27．159．40026．758
106．

・国民健康保険事業 〃
：遠見商易水道事業 〃

2．045．000，1．969
119．

〃
退職「給与金

85．

土地区画整理事業〃

罫︑

商工業までその経済的な影響を受け、ごとしもなおその余波が続くものと
に

函

1．196．500

2．駒5．500

99．，

53．421．

33．645．700

91．．

6．675．47
7．3〔〕7．400

58．6

灘i蓼翻
107．

上水道事業特別会計

1．919．184

襲懇害ム擁難奮罪質窮

月

99．

67．840．000

457．500
104．

〃
．費
・場・

99．

々津簡易水道雪打〃

で蟹難意欝癬鰯議篇乏讐

奪・

勝
田
市議会議長・柏

予算額隊算額腔

ついても九電との交渉が順調に進められているようですので、ことしの
86．4

市民のみなさま市制施行以来11年目の新春を迎
53．514．

あなたの名前は一
のってぴますか

・公益質屋費〃

み大豊作かのようにみえましたが、台風、集中豪

奪

18．877．

19．663．240

ｸ脳

■凸

、

、

えおめでとうございます。
れ

53．597．01

ヨ〕0．000

E

99．

8．713．98
8．722．900
93．709．100

1

99．9

108．

工場建設に市民の協力を期待
出
才

訳鼠

即．

95．1

7．763．80
T−

伽服

蠣
8

r・廿

戚

ろであります。鉄興社は歴史も古く、合金鉄界では日本｝流の工場といわ
れていますので将来に期待するところも大きなものがあります。
県市との細目協定については、ただいま事務的に進められ、電気料金に
104．

野㍉

糊

3月頃までに本契約が結ばれ、7、8月頃より建設着工のはこびとなる模様
です。
．
また工場建設にあたっては地元の受け入れ態勢に万全を期し、誠意ある
協力が最も必要であることは言うまでもありません。
鉄興社進出にともなう協力如何は今後の；［場誘致に大きな影響をおよぼ
すことはもちろんであり誘致第一号として慎重にとりはこぶことが何より
大切と思います。そうしてこそ第二、第三の工場進出がきまるでしょう。
ことしは市制10周年を迎えた翌年であり、11年目を第一歩として将来の
1〔陣を月標とする大日向市建設に遭進ずる極めて意義深い年だと思います
そうした意昧から市民一体となって協力態制を整え、鉄興社の建設促進
と並行し、第二、第三の工場誘摯に努力して躍進日向市に相応しい都市建
設に努力したいと思います。
と

昭和35年度泣面会計決算状況
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．災豊耕地復旧事業〃

さらに第2、第3の工場を
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・み奄さんのご協力で二十幽．万円も
：虹H︑合計⁝二十一万六羊・円︒

帯十六万三千五百円︑

△畜﹂重留磐四百三＋三世
入院療養者見舞金四万三千六百

円

︑

なさんにかわって慰めばげましま

が手わけして︑それぞれ市民のみ

歳末たすけ合い結果まとまる

︑昨年十二月五日から二十日まで行
なわれました歳末たすけ合い運動

同情袋等消耗品費八千九百円

各回志者︵団体︶のご援助︑それ．

情を受けて︑あたたかいお正月を

ζれちの人たちもみなさんのご厚

七千三百二十円︑自知屋地区婦

十一円︑細島地区婦人会11一万

富高地区婦人会11二軍九千百五

特志寄附内訳

した︒

に一般市民の方々のご同情により
迎えることができたと思います︒︐

人士1一二万千八百三十八円︑枝

︑は︑市 婦 選 の み な さ ん の ご協力︑

多くの金品がよせられました︒

の気持で︑より明るい︑そしてよ﹁

郷地区婦人会11八千四百三十六

こんこも︑こうした︑たすけ合い
り住みよい街がつくられますよう

はかりして︑年の瀬を前にして生
活に困っている人たち四百三十三

千七百八十六円︑塩見地区婦人

五十二円︑幸脇地区婦人会

円︑岩脇地区婦人会11六千四百

いたします︒

市民のみなさんのご協力をお願い
なお経理状況はつぎのとおりです

五千四百七十八円︑財光寺

二

百六十一人置養護施設に艇容され

病院に入院し療養している人たち
△収入旺募金総額十五万五千七百

地区婦人会H八千九百二十二円

、

円︒

︑

円︑生長の家白身会11二千八百

校職員生徒一同11三千百七十六

二千九百三十二円︑日知屋小学

円︑細島小学校職員生徒一同11

円︒BCB楽団11七千二百二十

同11五百円︑生協婦人部H一万

翻三里七百五十円︑おかご会一

目九百五十円︑富島高校生徒会

一同11千円︑市役所建設課一同

千四百円︑市役所税務課資産係

四十八円︑市議会議員憎同腿八

7

おさい・

脳雛難灘
恒例の日向市消防出初め式は、5日8時から富島申学校の
グラ≧ドで開かれました。服装点検や分列行進、模範ポンプ
操法、発水試験などが勇ましく行なわれたあと、優秀な消防
団員表彰などが行なわれました。 〔写真は服装点検〕

中小企業の電話加入者の方で︑電
話を担保に事業資金の欲しい方は
この組合に加入しておくと大変便
利です︒
・
△組合員になるには⁝中小企業を

ます︒

宮崎県電話加入者事業協同組合は
昨年の六月に発足した中小企業者
のための電話担保の融資組合です
ご存知のようにこの組合の目的は
県下の中小企業者に電話を担保に
しかも簡単な方法で融資を行ない
中小企業の経営の安定と︑事業の
振興をはかることを目的としてい

︐■話加入者事業協組へ

電話で資金を借りたい方は

・農﹂△場所11市役所講堂

欝灘飛騨

四十二円︒

︑■

祉協議会の役員︑民生委員︑高校

一
＼

美々津地区婦人会皿一万千六百

クリスマスの日、藤井市長と渡辺社会福祉協議会長は、
サンタクロースに変装して上町保育所と母子寮、十六保育
所を訪れました。ここで楽しく遊んでいるよい子たちは思
わぬ珍客（？）にお喜び、お菓子やおもちゃをもらったお
礼におゆうぎをしてサンタのおじさんをよろこばせました。

前年度繰越金1一六千二百五十八

【写真は細島保育所で】
r

」、

会

ている人たち五十七人に︑社会福

世帯︵千六百五十八人︶︑永い間．

十二月二十五日の配分委員会にお

．

家庭科生徒︑福祉事務所職員など

諺

e

講響懇

営まれる方で現在︑または将来
電話で資金を必要とする方︒
組合に加入される場合は一口千

組合の維持運営などのために掛

円の出資が必要です︒

金や賦課金はいりません︒

・︵電話加入権時価六十％程度︶

△貸付条件11貸付額＋万円以内

ケ月︑担保皿電話加入権︵質権

利息11日歩二銭五厘︑期間11六

設定︶返済方法11一ケ月据置五
ケ月の月賦返済︑手数料一1貸代

話八一四番︶

金額の四％程度
△申入先王市内江良柏田利彦︵電

なおくわしいことは申込先までお
たずねください︒
︑

慰霊塔建設寄附金

︵既に発表分はのぞく︶

千円11黒木松治︑黒木弘道︑黒木
嘉助︑黒木新市︑里⁝木光治︑鈴木
マキ︑白戸彦市︑西原義弘︑川野
佐一︑長友重夫︑田中康隆︑疋田
清︑大坪輝治︑猪須守男︑奈須利
作︑三尾良次郎︑伊藤富蔵︑一政
寅一︑田村秀頼︑今田嘉太治︑木
下政良︑平野敏夫︑小川義輝︑木
村政吉︑高橋政丸︑後藤清︑甲斐
敦︑田原善平︑山崎シズカ︑広田
茂︑中平敏子︑柏田研太郎︑夕刊
日向新聞社︑柏田プロツク工業所
・比良町青壮年団︑佐藤正︑安藤武
吉︑児玉正朝︑熱田伍作︑藤原恒
太郎︑柏田博︑原田謙一︑片田東
中城周一︑三輪靖︑津家初瀬︑宮
本要︑岡田ヨシ子︑石崎初美︑本
庄貞司︑黒木為夫︑明神義直︑川
畑茂︑渡辺寅雄︑奈須トク︑吐師
実︑金丸伊作︑黒木勝義︑加地一
夫︵千円未満は紙面の都合で省略

いたしますことをお許し下さい︶

、

