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◇⁝⁝て︑29件の重要議案が慎重審議されました︒

・．：．・◇

◇⁝⁝に開会︒閉会の7月27日まで約一ケ月問の長期にわたつ−：−◇

◇⁝⁝なお藤井市長は︑当地域が新産業都市に指定された直後−⁝◇
◇⁝⁝の18日の本会議で﹁歴史的な政策による新産業都市の指⁝⁝◇
◇⁝⁝定を受けることができたのは︑四万市民の真心こめた開．η．・．◇

◇⁝⁝発への意欲であると信じます︒
⁝⁝◇
◇⁝⁝いままでの暗い手さぐりの道にようやく〃曙〃が射した⁝⁝◇
◇⁝⁝とはいえこれからもまだまだ至難の道が続くと思われま：⁝・◇
◇⁝⁝す︒一層のご協力をお願いします﹂と︑新産業都市指定ま・・：．・◇

く史上最大の感激でありまして︑
ここに︑あらためて市議会ならび
に︑四万市民各位のご尽力︑ご協
力に対し︑深く感謝いたします︒

⁝⁝◇

◇−：h・福祉の向上︑住みよい街づくりに努力すると次のように−：−◇

◇⁝⁝での経過の概要を説明したのち︑これからは︑新産業都市⁝⁝◇
◇⁝−の建設を主軸にして︑経済基盤の確立を行ない︑市民の⁝⁝◇
◇⁝⁝施政方針を語めました︒

去る七月十二日︑長い間の県市
民︑組織市町村の宿願でありまし
た新産都市指定を獲得することが

・

げねばならないと思っております

すなわち︑こんごの日向市のお
かれた立場というものを考えてみ
ますと︑まつもって我々は大いに
勉強し︑市政そのものの体質を改
善し︑財政の構造︑およびその運
営にも一段の工夫をこらし︑その
機能を充分発揮して︑いわゆる卒
先垂範の実をあげることによって
一般市民の協力をお願いしなけれ
ば︑こんご幾多の困難な試練にた
え︑所期の目的を達成することは
到底できないと思います︒
こんご当市が新しい産業都市建
設という歴史的な大建設事業に取
り組みながら︑一面農林漁業に対
する適正な施策を積極的に進めて
行かなければなりません︒この問
題を基本的に解決することは新産
都市建設の課題の一つであります
が︑当面緊急な︑これらの地場産
業の育成に必要な施策は︑新産都
市の結実を待っているわけにはい．
かずあくまで建設的な前向きの姿
勢をもつてこれにあたらなくては
ならないと考えております︒その
ためには︑矢張り新産都市の建設
に要する財源は︑ほとんど国︑．県
の投資を期待することとし︑市の
一般財源は原則として直接市民の
福祉のために振り向けたいと思う．

した︒．健全財政を基本しながら市

追加予算︵調整参照︶も編成しま

をお願いします︒

肥8朋

●

民福祉の向上︑大日向市の建設︑
住みよい街づくりに努力する覚悟
でいますので一層ので理解ご協力

．こういう考え方に立って今回の

のであります︒

七月十二日に︑日向︑延岡地域
をはじめ︑全国で十三ケ所の指定
地域が一斉にスタートを切ったわ
けであります︒わたしたちは︑当
地域の中心である地元日向市に背
負わされた画期的な責任の重大さ
を充分自覚し︑こんごは知事の定
める建設計画には︑よく市民の意
欲を反映させ︑市民の態勢を充分
ととのえ︑各種建設事業の計画実
施を遺憾のないよう進める一方︑
これを基盤にした農業︑林業︑漁

市民福祉の飛躍的な向上をはかる
ため︑いままでの市政のあり方等
についても︑この際謙虚な反省を
加え︑一段と高率の行政効果をあ

また︑これらの理想を実現して

・ればならないと考えております︒

実施し︑強力にこれを推進しなけ

小企業など︑いわゆる地場産業の
︑振興対策について抜本的な施策を

業など第一次産業︑その他一．般中

せん︒

真に所得格差是正の実をあげる
ためには︑この法律の運営には万
全の方策が将来永きにわたって強
力に推進しなければならないし︑
先ず国︑県︑関係市町村の考え方
が完全に整えられ︑同時に地元住
民の受け入れ態勢というものが絶
対必要なことは言うまでもありま

いるわけであります︒

民の積極的な協力が強く望まれて

これに対する重点施策と︑﹁地域住

国︑県の具体的な︑思いきった

せん︒問題は全く今後の努力にか．
かっておるわけであります︒

準の極めて低い宮崎県︑又南九州
の中核都市として︑経済開発の拠
点たる使命を全うすることは決し
て容易なことではなく︑繁栄に通
ずる道は旦々たるものではありま

翻論難硲矯詮難

○⁝⁝⁝：⁝⁝とじて保存下さい⁝⁝⁝⁝⁝⁝○

送A繕罪鯉に努力

新産業都市の建設を主軸に

施政方針．を語る
長

◇⁝⁝昭和38年度第3回日向市議会︵定例会︶は︑6月盤日．．一・．・◇

市
．で．きました︒このことは︑まさし
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昭和三十八年度第三回六月定例
市議会は︑さる六月二十八日に開
会されましたか︑新産業都市の指
定期日が七月十二日であったため
市︑市議会の主力をそれに傾注し
ようと開会と同時にすぐ自然休会
されました︒その後当地域の指定
が決定すると︑十六日には再び本
会議か開かれ︑七月二十七日まで
の約一ケ月の長期にわたって︑新
産都市問題や三十八年度追加更正
予算など二十九件の重要議案か慎
才出では︑

▽議会費n五十三万三千円︑▽
市役所費一四千五百九十四万六
千円︑▽消防費﹃三百五十二万
一千円︑▽土木費F四千七百六
十四万三千円︑▽教育費菖千八
百三万六千円︑▽社会及び労働
施設費−七十五万二千円︑▽保
健衛生費ド四千百九十六万二千
円▽産業経済費一一千二百六十
万八千円︑▽財産費−−四百九十

五万四千円︑▽統計調査費目十
七万二千円︑諸等出金 二千四

百二十万四千円などが主な追
加です︒

たともいえます︒

当初予算三億二千六百六十五万
二千円に︑今回の追加額を加えた
現計予算額は五億二千七百四万二
千円になり︑前年度の最終予算額
と比較するとほぼ同額の予算規模
といえます︒しかし本年度一般会
計より分離した公営住宅特別会計
予算額二千二百五万五千円を考え
た場合は︑前年度の最終予算規模
をはるかに上廻る大型予算になっ

費の追加︑

一般職員給︑手当等の

追加予算の帯出についてその概
要をお知らせしますと︑まず︑議
会費については旅費の若干の追加
市役所費においては︑市庁舎の
起債内定に伴っての工事費︑事務

ラ

算計
二一
追額

純加
出定額
算
既予

は別

なお左下のグラフをごら
んください︒

▽青年学級開設について

④岩脇青年学級︵岩脇支所︶

備

儲十

@⑤蘇青年学級︵美々津各

カツコ内は開設場所︒

⑥塩見青年学級︵塩見小学
校︶
▽市有財産の処分について
たヲ

昭和二七五年︑上高小学
校入口尾の鼻に引揚者住宅
として建設した住宅︑木造
平屋二戸建四棟︑ 八戸を
処分︑価格は一戸十一万九
です︒

千円が六戸︑十六万五千円が二戸
▽日向市国民健康保険の一部を改
正する条例について
主な内容は︑助産費︑葬祭費の
引き上げで︑被保険者が出産した
ときは︑当該被保険者の属する世

帯主に対し助産費として二千円

鎧

︵改正前は千円︶を︑また死亡し
たときは葬祭費として二千円︵改
正前千円︶が文給されることにな

ようです︒

こう十年間の内に一千億から一千
五百億円の公共投資を行ない︑現
在の二十二万の人口を四十万から
五十万になるような工業都市を建
設しようというわけですが︑市民
のみなさんには︑その建設の具体
的な計画が︑どんな理論で︑どん
な数字を示しつ〜︑どんな形で︑
どんなタイミングで進められるか
ということが重大関心事であり︑
またひとつの不安ともなっている

湘拍馳井予防接種

市衛生課が次の日程で百日ゼキ
ジフテリアの予防接種を行ないま
す︒該当者はもれなく受けてくだ

▽該当者

さい︒

的昭和37年6月1日〜昭和詔年5
月31日までに生まれた者︵3回

接種︶

＠来春小学校入学の者︵1回接種︶

▽日程

のその他6才夫満の希望者
坙ﾒ市役所︑13日11日知二丁︑

冾P1細島小︑15日11塩見小︑財

光寺山︑16日巨渡辺病院︑美々津

梛支所︑時間はいつれも午後一時か

灘難薪瞬
電気による
災害をなくしましよう

物い・い・台風の季節がや・て・

鮎醗緊藍子

繰出置戸
垂れ下がったりすることがありま
す︒切れた電線や垂れ下った電線

を︑竹や棒切れではねのけたり︑

雛繋羅

◇ご 寄 附◇

昭和三十八年一月一日から七月

三十一日までの間に︑社会福祉事
業に役立てて欲しいと次の方々か

灘騨

〃生寮︶︑宇田津ひさ︵伊勢︶︑前
田明紘︵細島派出所︶︑山城とく

ｳ藤難

・⁝・⁝・⁝・鱒・V⁝轟︷宕孫・⁝・

柾黶刀cウ四三謡
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ることに議会の同意を得ました︒
▽区域の範囲11日向市︑延岡市︑

▽区域11日向︑延岡地区

門川町︑東郷村︑北郷村︑北方
村︑北川村および北浦村の区域

らみなさんとピサを交えて話し合
い︑問題解決に当る老えでおりま
す︒とりあえず今までの経過報告
会を兼ねて現段階の問題点など実
状を話し︑またみなさんのご意見
をお聞きしたいと思い︑近く話し
合いの場を持ちたいと考えており
新しい都市づくりは自分たちの

ます︒

って尚一層のご協力をお願いした

手でやるのだ︑という考え方に立
いと思っております︒

なお先日の区長会の席上でヒの
開催日程を決めましたが︑台風の
影響︑その他事務の都合等で計画
開催期日は近く市で決め区長さ

通り開催できなくなりました︒
んを通じてお知らせしますので︑

︵上原町︶︑石川安雄︵ボーイス

縄

縮罪繭響︵丸善石油梅野秀雄︶︵翻
幽津︶︑藤川寿男︵江良︶

吻日向市奨学生を募集

朔い墾精魂下鞘罫
幽の・お・募集・てお・藷籍

ているもの︑②日向市内に三年
以上居住しているもの︑③品行
方正︑学業成績優秀︑身体強健
で学資の支弁が困難であると認
められるもの

懲轍継弩

新産業都市建設促進法第二条第
一項の規定による新産業都市の指
定を受ける区域を次のとおりとす

▽新産業都市の指定を受ける区域
について

なりました︒

500

その時は是非出席願いたいと思い
ます︒

略z伽物性吻〃吻吻吻幽娩吻グ

12

重審議されました︒

では次に議案の主なものから︑
順をおってお知らせしましよう︒
▽昭和鵠年度日向市一般会計歳
入歳出追加更正予算について
昭和詣年度日向市一般会計の当
初予算は三億二千六百六十五万二
千円で︑37年度の最終予算五 億 ご

千六百九万五千円と比較すると一
億九千九百四十四万三千円下廻っ

駄4

追加︑最少限必要な旅費︑その他
事務費の追加︑市の互助会の補助
金等︑例年定期的に交付すること
になっている補助金についての若
干の追加︒

一

消防費については︑移動無線機
の購入費とその他消防施設の整備
拡充にかかわる施設費の追加︒
土木費においては︑道路関係の
原材料の購入費や舗装等の改良工
事の追加︑辺地対策にかかわる田
の原道路の改良事灘 め追加︑都
市計画にかかわる曹
細島通線
三寸通線の工事費︑本年度から実
施される下水道幹線水路事業費の

へ？︐︑
教育費においては︑小申学校
営繕費の追加︑美々津小学校の給
食施設の設備費の噛︐ ︑財光寺小
学校の生徒増に伴・ り舎増築事業
の追加︑岩脇中学校﹁の特別教室増
築事業の追加︒

社会及び労働施設費では︑社会

興対策費の追加︒

福祉等の事務費︑補助金の追加︑
保健衛生費では︑隔離病舎の改
築費の追加︑前年度から継続され
ているし尿処理場建設費の追加
産業経済費では︑部落事業の補
助金︑産米改良施設の補助金等の
各種農業費の補助金の追加︑農協
再建整備促進のための貸付金の追
加︑商工振興費の追加︑水産業振

財産費においては︑市有林の造
成にかかわる植栽費の追加︒

諸文出金については︑各特別会
計に対する繰出金の追加︑県営港
湾︑道路事業に対する負担金の追
加︑火災に伴う備品購入費の追加
です︒

．

2．市役所費89．02445．94611349

わたしは︑すべてこの目的か未
開発の地帯を開発し︑所得の低い
住民の所得を引き上げ︑全国との
格差をなくしようという主旨に合
致しなければ意味がないという基
本理論の上に立って問題に取組ま
れねばならないと信じております
それには卒直に申し上げて市民
のみなさんのご協力がなくてはど
うすることもできません︒これか

翫

〜〜．．︑三︷三一三︷茎〜西

四月が地方選挙をひかえていた閉
係で︑政策的な予算は全く計上し
てなく︑骨格予算の形で事務的な
必要経費と37年度からの継続事業
です︒今回の追加は︑このような

費だけしか計上されなかったため
事情から政策的な経費を主体とし
た最少限必要な財源の範囲で︑許
される経費について追加更正が行

純追加予算額は二億三十九万円

なわれました︒

となっています︒この内容につい
て簡単にお知らせしますと︑肝入
で主なものは︑

▽市税11百八十万円︑▽地方交
付税一1二千八百万円︑▽公営企

業及び財産収入ロ四千八百十八
万六千円︑▽国庫文出金11三千
九百六十七万円︑県支出金目四

百六十九万七千円︑雑収入H三
十九万一千円などです︒

百五万二千円︑市債11七千四百

藤

に転用するとなれば当然農業を止
めなければならないことになり︑
工業都市となれば汚水で漁業問題
が心配され︑現在の中小企業も楽
観できない問題もあり︑さらにま
た地元負担の心配もあるようで︑
現在︑わたしも市長として仲々容
易ならない責任を感じながら︑一
面また新しい建設への意欲を燃や
しているところでございます︒

この問題はみなさんもよくご存
知のように一朝一夕に簡単に解決
できるものではなく︑ある一定の
期間を目標にして可能な計画をた
て︑これを確実に実行しなくては
ならないと考えております︒
一応国の基本方針は︑当地域に向

326．6521200．5901527．
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繍産牒・問題はこれから
日向市長
日向︑延岡地域か︑さる七月十
二日に︑全国十三ケ所の中の一地
域として新産業都市の閣議決定を
みて早くも一ケ月になりまし た ︒

その間︑市民のみなさまには卒
直に言って︑閣議決定の中に割込
めてよかった︑という喜びのすく
あとに︑さてこれからの新産業都
市の建設が自分の現在の生活︑さ
らには将来の生活にどう影響して
くるのだろうか︑そのひとつの大
きな目的である地域開発の大事業
が自分たちの生活にどう結びつい
てくるのだろうかという心配にか
わってきたのではないかと思って
農村︑漁村では土地を工場用地

おります︒
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昭和三十八年八月二十日まで
▽奨学資金の額と募集人員︑
①大学生H月額二千円以内︑五
名︑②高校生11月額一千円以内
贈名︑なおくわしいことは教育
委員会事務局︵電話二九二四︶

△申込み期限

〜

@

33年〃

鰍

@

義

36年〃
38年決算

@

満

34年〃

へおたずねください︒
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義宮さま

盛り上げました︒

細島の港まつりは三日から五日ま
での三日間盛大に行なわれました
最終日の五日目は︑朝九時から
名物ばんば踊りや仮装行列︑太鼓
台が街をねり歩き︑お祭り気分を

・箋た港まつり

察されて高鍋に向われました︒

百人の人たちが日の丸の小旗を振
って歓迎︒細島商港を車中から視

細島聴紅をご視察

義宮さまはコ日何個ぐらい作

県内をご視察中の義宮さまは︑
五日午前十一時十分︑高千穂から
細島臨海工業地帯へおいでになり
ました︒細島の県開発事務所では
黒木県知事から日向︑延岡地域の
新産業都市建設の概要を聞かれた
のち︑引きつづいて藤井市長が日
向市特産﹁はまぐり碁石﹂の製造
工程を説明︑市内平岩渡辺政義さ
んが碁石づくりの手ずり仕上げ作
業を実演してお見せしました︒

教育委員会事務局出向︑前田弘

︵議会事務局係長︶H人事係長︑

﹀企画室に三参事をおく

〃11寺原初義︵切島山︶

会長ロ松木貞治︵広見︶
副会長巨黒木豊治︵庄手︶
委員H中山明︵別府︶

三

柏田義雄︵企画室︶11農政係長︑

柏田金治︵農政係長︶巨共済係長

〃11黒木栄治︵飯谷︶

〃巨松葉弥市︵本宮︶
〃目児玉憲一︵堀一方︶

海野実︵養老院長︶ 会計係長︑

市では新産業都市事業を

人二＋闇名が異動
二又

長︑石川和彦︵総務課︶目総務課

そ
市推進するため一部機構を改革

〃ほ黒木恭弘︵落鹿︶
〃n長友栄太郎︵山下︶

二十一名で係長クラス五人を課長

〃11田中義隆︵下原町︶

〃巨黒木 進︵勝浦︶
〃ロ黒木 勝︵亀崎中︶

〃11溝口講義︵籾木︶

に︑職員四人を係長に抜てきし人

にお届けする予定です︒

一・繭ゼ﹂關關﹁

まだ本市の福祉霧所に転入手続＝

2

台風9号のため﹁広報日向﹂の
発行日が二日間遅れ十二日になり
ました︒悪しからずご諒承願いま
す︒来月から毎月十日にはお手元

◇広報係から◇

〃11菊地重利︵比良町︶
〃11鈴本 正︵本谷︶
〃一1黒木甚一︵高松︶

〃R甲斐弘美︵金ケ浜︶
〃u柏田 進︵梶木︶
〃H三樹安正︵曾根︶

〃11関本勘兵衛︵吉の川︶
〃11奈須利刀︵奥野︶

〃H黒木新蔵︵秋留︶

〃悶壱岐勇︵中村︶

〃H鈴木甚蔵︵広見︶
〃11松葉泉︵鵜毛︶

・

︵新︶を互選できめました︒

︑四

韓簸融鱒荒﹂

蘇⁝輪講墾

・

初委員会を開き︑会長に松木貞治
氏︵再︶を︑副会長に黒木豊治氏

なお︑二十七日には町村会館で

り決りました︒

日向市農業委員会委員
の選挙はさる七月十五日
に行なわれ︑即日開票の
結果公選委員十七名︑農
協推せん委員三名︑市議
会推せん委員五名︑計二
十五名の委員か次のとお

初の農業委員会

互選

事の若返えりを行ないました︒

事務局︶11議会事務局係長︑離離

H都市計画係長︑福永正典︵教委

庶務係長︑田中剛︵都市計画係︶

なりました︒

く 人事の若返えりをかねて五日
付で異動発令をしました︒企
画室に三人の参事︵課長級︶を置
き︑市長特命の調査研究を行ない
新産都市の問題解決に当ることに
異動者は次のとおり︑カツコ内
は旧任︒

井上鉄雄︵総務課長︶11税務課長
大山順一︵税務課長︶11総務課長

長︶−一養老院長︑黒木正男︵会計

黒木清五郎︵都市計係長︶d水道
課長︑黒木三郎︵水道課長︶鐸企
画室参事︑日高祐二郎︵細島文所
係長︶目細島文所長︑黒木主︵教
委総務課長︶ 市民課長︑黒木糺
︵市民課長︶匪美々津支所長︑甲
斐三良︵美々津支所長︶ 企画室
参事︑佐藤時義︵農委事務局長︶
目企画室参事︑田中末政︵農委係
長︶﹃農業委員会事務局長︑福田
憲司郎︵総務課庶務係長︶ 会計
課長︑西川慶治︵会計課長︶11保

﹁一−切りかえます

しなくなります︒

古い手帳をもつている人だけで

なく︑手帳をなくしてしまった人

よその都道府県で発行した手帳を

7

甜︑

s悪霧匿

難蕪鐸姉藁

切り替え後は︑古い手帳は通用

かえることになりました︒

その方はぜひ印鑑と手帳をもつて
市福祉事務所までおいでください
こんど︑全国一せいに︑昭和二
十九年九月一日以前の手帳を切り

晶︻︐雌亘一1−b一︑皿亀皿・

険課長︑和田助一︵人事係長︶

・

身体障害者手帳をお持ち
の方でふるい手帳をお持ち
の方は︑もう一度︑あなた
の手帳の交付年月日をみて
ください

交付年月日が︑昭和二十
九年九月一日より前の日付
であれば︑その手帳は︑新
しい手帳に切り替える必要

︑

@

また一方︑港では八坂神社の﹁
みこし﹂を若者たちか威勢よくか

会長に松木貞治氏

かあります︒
つている人や︑なくした人で︑
F一緬
塁壁コーーーーも甜
垂葡 ︑闘︑調︒謳9確■殖・諸開一．鯉・

@

ついで船に乗り︑これにつ4ついて

︾琶

@

所

岬

副会長に黒＊豊治氏を
ヲ

ヤ

大漁旗を立てた漁船約三十隻が港
内をめぐり︑海のパレードを行な
いたしました︒

身体障害者手帳を一「

■

4

広報ひゆうが
られますか﹂と質問され︑手ずり
技術に関心をよせられていました
また開発事務所の展望台では︑
﹁立派な工業地帯です﹂とうなつ
かれていました︒沿道には約千五
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