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鍍流行の恐れが
日中の無帽は絶対禁物
日本脳炎＝人びとはそれを恐ろしい病気だということ
を知っています。蚊が感染させるらしい、真夏の日中に
無帽で飛び歩いてはいけないと、これがおそらく人びと
の日本脳炎に関する知識のすべてであると思われます。
︑

この貧弱な知識を手がかりに、防疫、とくに蚊の撲
滅、予防接種など行なってきています。
数年前からポリオの流行がめだってきて子をもつ親た
ちにとって最大の恐怖となりました。
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【症状】わが国の日本脳炎は、南に発生し、流行と同時
に北上して行くといわれています。今年は県南地方に多
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くの患者が発生しています。

症状は、突然発熱をおこし、前ぶれとして頭痛が多
く、悪心、はき気、下痢等の消化器系の症状、あるいは
風邪感を訴えるものがみられます。そのあと39〜40度と

高い熱を出し、けいれんを伴うことが多いようです。こ
ういつた症状のときは早目に医師の診断を受けるのが大
切です。

【治療】前記したような症状をおこしたら早期に医師の
指示を受けるのはもちろん、治療よりももっと大切な
のは一般看護です。充分な栄養補給、結膜、角膜軟化等
に対する充分な警戒、清潔の保持、意識、精神障害に対

する危害防止など、この病気には細心の看護が必要で
す。後遺症に対しても特効的な療法はありません。そこ
で大切なことは忍耐強い看護が最良な治療法であるとい
うことです。

【予防】日本脳炎は人から人に移ることはありません。

感染の主役を演じるのは「カ」です。患者の血液を吸
った「カ」が別の人に感染させるわけです。しかし、
十人が十人発病するわけではなく、その内の何人かで、
体力の弱い幼児、老令者、などが主に発病します。です．
から蚊にさされないようにする一方、体力をつくり、予
防注射を受けて日本脳炎に対する抵坑力をそなえること
です。蚊の発生源をなくし、日射病にかからないよう日
中帽子をかぶることは絶対大切です。これから初秋にか
けてが流行期で

す。市の行う予防
またお子さんが風
邪をひいていない
か充分注意してく
ださい。
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（8月1日現在）
20．097人
21．620人

41．刀7人

（写真は

日本脳炎の予防注
射をうけるよい子
たち）
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「治療」など書いてみました。
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それにひきかえて、日本脳炎はことしも相かわらず子
供たちをおそい、多くの子供たちはその犠牲となり、子
供の健康を願う親たちにとってまさにこれ以上の心配は
ないといっていいくらいです。
それは死亡率が高いというばかりでなく、かろうじて
生きながらえたとしても、その中にいく人かの子供たち
は後遺症を残して、その一生を暗くすごさねばならない

︸

せい投与という大事業の結果、あれほど猛威をふるった
ポリオ（小児マヒ）も、37年以来すっかり影をひそめて
しまい世間の親たちも全く安どの胸をなでおろしたわけ
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新産業都市の建設計画かまとまり︑さる二十八日市議会の了承を
得ました︒

▽開発の目標
①日向市の性格
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十一万人と想
弔する︒これ
は昭和三十五
年の人口四万
人のそれぞれ
約二倍および
二・八倍であ
り︑就業者も
昭和四十五年
に三万八千人
五十五年には
五万三千人と
昭和三十五年
の一万七千人

霧 住宅建
設 計画霧
○比良団地隔

一千四百戸
︵如年〜砺年

までの六ケ
年︑工費約八
億九千万円︶
11八百五十七

○米の山団地
戸︵40年〜45

年までの六ケ
年︑工費約五

県下最大の河川といわれる耳川
河口にある美々津町は︑漁業︑商
業︑農業によって構成され︑その
背後地には白山や広大な鹿場草原
かありこの耳川の流れと海岸美︑
丘陵地のすばらレい配合は︑日向
美々津海岸二幅公園の貞観として
広く県民のレクレーソヨンの場と
して開発されようとしている︒
この観光開発と相まって︑現在

▽都市改造事業

設する︒

合計四千二百十七戸︑工費約二
十九億円︒十六ケ年間の刮画で建

○赤岩団地ジ九百六十戸︵4 6 年 か
ら55年までの十ケ年間で︑ 工 費 約
七億二千万円︒

まで十ケ年間で工費七億四千万円

○亀崎団地旺︼千戸︵46年〜55年

億四干万円︶
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昭和四十五年の日向市の人口は
約八万人︵現在四万千人︶︑最終
目標年次の昭和五十五年の人口を

②将来の人ロ

日向市の将来の性格としては次
の点を目標とする︒④港湾を中心
とし第二次産業を主軸とする港湾
工業都市とする︒◎日向︑延岡地
区新産業都市の中心生産都市とし
て︑かつ南九州開発の拠点となる
⑳健康で文化的な環境をもつ︑す
なわち﹁公園のような環境と快適
さをもつ工業都市﹂を目標とする
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三千八百万円︒

▽山石崎通皿線

展をはか

〜赤岩橋︑改良工事費二億五千
四百万円︑舗装工事費九千万円

区間日向新開橋

島入口〜土々呂毛︑改良工事費
三億四千万円︒舗装工事費一億

▽財光寺細島通線ロ区間細

連絡するようにする︒

また鉄道も︑日豊本線の改良を
行ない︑電化複線化および特急コ
ース延長の実現をはかり︑海上輸
送も三十五年に比へ十四〜十五倍
の
の急増か見込まれるので︑これに
対応する港湾施設整備の完成を期
し︑これらを総合した飛躍的な輸
送力の増強をおしすすめる︒
都市計画幹線道路わよび街路計
画は当市の土地利用計画に引して
都市機能を最も合理的︑能率的に
させるため︑各種の用途地域を結
ふ都市の動脈として計画する
したがって︑都内交通の混雑を
さけ︑各工業地区間の原料︑製品
等の円滑な輸送を確保するため︑
各工業地区間を結ぶ産業道路を計
画し︑これと点在する工業地区を
直結する街路は立体交叉によって

装の促進をはかる︒

したがって︑これらの予
想される交通量に対処するため︑
地区内国県市道の新設︑改良︑舗

る︒

増加することか見込まれ

おける工業F 料および製
品などの貨物輸送︑および
旅客量は︑三十五年の取扱
いにくらへて貨物は六・七
倍︑旅客四・九倍と大巾に

によって︑1﹃．五十五年に

卜
日向︑延岡地区における
近代的な重化学工業の立地

すめ臨海性および内陸性の工業

り︑地場企業の振興策を強力にす

鋼業︑食品製造三r

の形成を目標とし︑．五一出決定の鉄

地︑工業用水︑電力︑労働力など
のすぐれた立地条件を背景に︑細
島臨海工業を基幹とした工業地帯

考え当地区のもつ港湾︑工業用

工業開発の構想は︑国の所得倍
増計画︑工場適正配置構想なとを

▽工業開発の構想

施策を行なう︒

産業人口ては目標年次の五十五
年において︑第一次産業二千五百
人︵四・七％︶第二次産業二万四
千人︵四四・八％︶︑第三次産業
二万七千人︵五〇︒五％︶と想定
︵昭和三十五年の構成は第一次産
業六千七百人ロ三八・九％︑第二
次産業三千二百人11一九・一％
第三次産業七千二百人巨四二％︶
し︑第二次産業にウエイトをおき
第一次産業への波及効果につとめ
なから農林漁業の立体化を強力に
おしすすめ︑農地の減少によって
生ずる余った労働力に対しては職
業転換︑再教育による第二次産業
への吸収をはかるなど︑総合的な

③産業

にくらへてそれぞれ二・二倍︑
および三︒一倍の増加となる︒

@

これは︑日向市か三十九年度から五十五年度まての十七ケ年間に
わたって行う建設計画で︑その計画書によります二︑住宅建設︑住
宅用地なとの事業費か六十三億円︑都市改造費か一億九千万円︑
道路建設費か二十五億二千万円︑上水道および下水道か三十一億一
千万円︑教育施設及び厚生施設費か二十五億四千万円︑公園などの
建設か十七億三千万円︑観光施設か一億五千万円︑農業土木か三億
七千万円︑水産施設か一億九千万円︑消防施設か一億二千万円と総
計百七十三億二千万円の事業費か見込まれています︒
では次に︑その建設計画書の概要を順を追って説明しましょう︒

@

︹建設の基本構想︺

@

せまい市街地を整備し︑一級国道
の完成とあわせて︑美しい観光の
町︑美々津の都市づくりを計画す
る︒

@

▽草場大曲通線−区間草場

規立地を想定した︒

開発を促進するため︑化学工業︑
機械工業︑食品製造業︑木材木製
品製造業および関連企業などの新

この場合昭和四十五年における
工業出荷額は︑おおむね千五百億
円とし︑昭和五十五年には約三千
五百億円か見込まれる︒

昭和五十五年の最終目標年の企
業立地想定は︑化学工業一立地面
積六十五万坪︑従業員五千人︑石
油石炭製品製造業11立地面積四〇

万坪︑従業員千人︑鉄鋼業ド立地
面積十七万坪︑従業員二千人︒非
鉄金属製造業隻語地面積二十四万
坪︑従業員千五百人︑機械製造業
u立地面積十二万坪︑従業員三千
人︒食品製造業目立地面積十万坪
従業員二千五百人︑木材木製品製
造業11立地面積十五万坪︑従業員

は二万二千人かあてられる︒

二千五百人などで︑企業立地の総
面積は百八十四万五千坪︑従業員

﹁ノ

建設計画は︑国の指示す
る建設基本方針︑県の策定
する﹁日向︑延岡新産業都
市建設構想ならびに計画﹂
にもとづいて︑総合的に均
衡ある都市発展と︑指定地
域内市町村との連けいを密
にし︑地域開発の目標達成
広域的視野に立った建設

のため︑

計画をたてた︒

▽住宅及び住宅用地
現在日向市の世帯数は九千七百
世帯で︑うち住宅不足数は約二千
世帯に及んでいる︒さらに昭和四
十五年度までに約七千戸︑昭和四
十六年度から昭和五十五年度にか
けて約三千七百戸の住宅不足か予
想される︒従って︑この不足住宅
解消のため︑住宅建設戸数の約四
五％を公的資金で︑残りの五五％
を民間自力建設でおぎなう︒

▽松原通線一区間松原？小松
崎︑改良工事費一億九百万円︑
舗装工事費三千三百万円︒
舗装工事費三千七百万円︒

▽中央通線−区間原町〜細島

▽草場細島通線H区間本谷
〜伊勢ケ浜駅︑改良事業費四千
五百万円舗装工事費四千百万円

福祉事務所︶

八月一日から一
部市役所の機構か
かわりました︒い
ま建設中の市庁舎
も順調に工事かす
すみ今年中には新
しい庁舎で︑事務
をとることになり
ます︒

新庁舎に移転し
ますと︑みなさん

○税務課・賦課係

つ

月

資料係

︵︶内は旧任

林課共済係長︵財政課︶黒木義春

︵財政課管財係長︶佐藤重典11農

課︶鈴木重徹一農林課農政係長

黒木潔11甫民課窓口係長︵総務

︻係長級︼

務局長︶

署次長︵農業委員会事務局長︶
成合重利口福祉事務所長︵選管事

︵ひまわり寮長︶田中末政11消防

支所長︶日高祐次郎一岩脇支所長

長︶佐藤光夫11企画室参事︵岩脇

一口商工水産課長︵福祉事務所

社会保険課長︵保険課長︶三輪龍

課長︵商工水産課長︶西山慶治11

黒木三郎 農業委員会事務局長
︵企画室参事V佐藤時義一建設課
参事︵企画室参事︶寺町二四収納

︻課長級︼

なお窓口改善︑事務能率化にと
もなう人事異動は次の通りです︒

にしました︒

そして窓口を一本化し︑市民のみ
なさんかいちいち各課を廻って書
類の手続をされていたものを︑歩
かないで一ケ所の窓口でほとんと
の書類︑事務手続かすまされるよ
うに改善し︑また市税︑保険税︑
国民年金掛金︑共済掛金など各課
まちまちに徴収していたものを収
納課一本てこの徴収にあたること

﹁社会保険課﹂に改めたことです︒

この窓口改善は︑これまでの課
のほかに︑新たに﹁収納課﹂をも

区間原町〜尾達

うけ︑これまての﹁保険課﹂を

されました︒

窓口事務の改善︑事務能率化の
ために︑課設置条例の一部改正か
六月の議会で決まったことは先月
号でお知らせしましたか︑それに
伴う人事異動か八月一日付で発令

人事異動

鮒窓口改善にともなう

−
転入︑転出等︶ぱ
㌧の
市民課から︑自動的に衛生課︑
収納課︑税務課︑教育委員会︑

れ．︺ほか︑みなさんの異動︵出生

市民課一これまでどおり戸籍︑
住民登録︑印鑑登録証明などの
ほかに︑新しく国民健康保険被
保険者の異動事務などか加えら

○収納課一第一係 第二係
この新しい課︑係の仕事は︑

資産係

保険係︵前保険課︶厚生係︵前

○社会保険課︑・年金係︵前市民課︶

○市民課n窓口係

りました︒

こ承知のように︑いまの庁舎は
バラバラですから︑新しい事務か
円滑に行われるまてには︑いろい
ろご迷惑をおかけすることと思い
ますか︑蓋しばらくごしんぼうい
ただき︑よろしくご協力ねかいま
す︒新しい課︑係は次のようにな

した︒

そこで新庁舎に移転してもみな
さんの用事か︑スムースにすむよ
う一部機構改革と事務改善を行い
八月一日から移転までを準備期間
として︑事務をとることになりま

おります︒

かおいでになって
も一階ですへての
用事かすむような︑ 仕組になって

一部かわりました

原町〜櫛の山︑改良工事費一億
七千六百万円︑舗装事業費五干

▽生知屋財光寺通線一区間

市役所の機構か

万円︒

▽亀崎︐通線︸

山︑改良工事費九百万円︑舗装
工事費一千百万円

▽伊勢ケ浜通綿㎜−区間塩見

▽山野校通線−区間松の下〜亀

〜伊勢ケ浜︑改良工事費七千五
百万円︑舗装工事費二千六百万円
崎︑改良工事費三千三百万円︑
舗装工事費二千百万円︒

▽古田深溝通線区間塩田
〜伊勢ケ浜︑改良工事費六千万
円︑舗装工事費二千八百万円

▽比良通綿㌣区間比良〜櫛の
山︑改良工事費二借︸千九百万
円︑舗装工事費三千二百万円︒

▽梶木通線−区間大浜〜梶木
改良工事費一億百万円︑舗装工
事費六千六百万円

▽細島御鉾ケ浦通線−−区間
細島〜御壷ケ浦︑改良工事費四
千万円︑舗装工事費一千五百万
円で街路の総事業費は二十三億
六千万円となる︒

なお今月号は︑以上道路︑鉄道
港湾までの説明で終り︑以下上下
水道の建設計画︑教育及び厚生施
設︑公園緑地建設︑観光施設︑農
業土木︑水産施設︑消防施設など
の建設計画は次号でお知らせいた
します︒

！

@

〜松原改良工事費二一四千八百
万︑舗装工事費四千九百万円

ノ

@

事業名−美々津都市改造事業
面積 四十四加
計画年次 四六年〜五五年
事業費−一億九千八百万円︒

8月1日から
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「建設計画

@

盤袈の17ケ年計画

@

〉道路、鉄道、港湾

@
O
0
●
●
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社会保険課︑選挙管理委員会へ
雪国されますから︑みなさんは
各課をまわらなくてもいいわけ
です︒

社会保険課一これまでの保険課
のうち︑被保険者の異動と︑保
険税の関係以外の事務を行いま
す︒厚生係はこれまで福祉事務
所の厚生係の仕事か︑この課の
仕事の一つになりました︒
年金係もこれまで市民課の年金
係の仕事か︑この課の仕事の一
つになりました︒

税務課 これまでの市県民税な
どのほかに︑国民健康保険税を
課税することになります︒
収納課目市県民税などの市税の
ほかに︑市営庄園家賃︑農業共
済掛金︑しんあい処理料︑水道
料などの収納を行います︒
このほかにも︑これまでの各課
の仕事か少しずつ︑かわりました
か︑簡単な申請書︑届書︑願の用
紙は市民課窓口にありますから︑
お申し出ください︒

墓地に管理者の
名札を立ててください

原町の墓地を移転

す︒

都市計画︑東部土地区画整理事
業で現在の原町墓地︵夕刊日向新
聞社前︶に児童公園かつくられま
今年度中に墓地の移転を終り︑す
ぐ公園建設に着工する計画です︒
いま墓地移転に先だって︑墓地
管理者と話し合いをするため︑管
理人の確認を行なっています︒原
町墓地関係者のみなさんは︑住所
氏名を記入した木札を墓地前に立
てていただくようお願いします︒
なお住所︑氏名を記入する木札
は原町の高橋富蔵様宅︵富高電気
商会︶に準備してあります︒
11財政課管財係長︵税務課資産係

長︶原田史郎11議会事務局係長
︵税務課賦課係長︶三樹始H税務
課賦課係長︵税務課︶黒木実11税

︵市民課市民係長﹀安藤勝嘉1一幸

務課資産係長︵税務課︶安藤保男
h会計課用度係長︵市民課戸籍係
長︶赤木平夫11衛生課保険係長
脇出張所長︵市民課年金係長︶児
玉広士巨総務課付︵衛生課保険係
︵農林課農政係長︶柏田金治一商

長︶柏田義雄−衛生課防疫係長
工水産課商工係長︵農林課共済
係長︶申野正臣11亜種課資料係

長︵商工水産課商工係長︶三浦
春隆−総務課付︵水道課工務係
︵月震︶橋口景紀門・社会保険課保

長︶岩永昭三郎一会計課出納係長
険係長︵保険課業務係長︶田中盛
高h収納課第一係長︵保険課賦課
徴収係長︶立川良一H社会保険課
厚生係長︵福祉事務所厚生係長︶
岩崎甚六﹄社会保険課公益質屋係
長︵福祉事務所公益質屋係長︶福
永正典一ひまわり寮長︵議会事務
局係長︶甲斐正教ほ収納課第二係
長︵教育委員会︶上原篤市H水道
課工務係長︵消防署次長︶

第二回目の保母試験
保育所などの保母の資格を得る
保母の試験かつぎのとおり行なわ
くわしいことは市福祉事務所へ

れます︒

問合せて下さい︒

児土塁福祉事業概弧珊

外六項目

一試験期日 九月七日から四日間
二試験場所 宮崎大学工学部
三試験科目 社会福祉事業一般

四受験資格 高等学校卒業または
同等以上の資格を有するもの︒
満十八才に達してから︑三年以
上児童の保護に従事したもの︒
五願書締切 八月二十五日

ことになっています︒

れることになりましたのでお知ら
︻第一回︼

せ℃ます︒

①高等学校教諭︑中学校教諭のう
量
ち数学・理科の免許所有者
②出願期日︑昭和三十九年八月山
日から八月二十日目で
③試験日︑八月三十日
④試験場︑宮崎大淀高等学校
︻第二回︼

者

①小学校︑中学校教諭の免許所有
②出願期日︑昭和三十九年八月十
一日から八月三十一日まで
③試験日︑九月十三日
④試験場・宮崎大宮高等学校
このほか︑くわしいことについ
ては︑市教育委員会事務局におた

︑長期はもちろん︑日帰りでも市

はなりません︒

外に旅行されるときは︑めんどう
でしょうが所要量を必ず市内のた
ばこ屋さんで買いもとめておでか
けください︒

お願いします︒

それが結局日向市のためになりみ
なさんのためになってくるのです
これから︑たばこを買われると
きは︑市内の小売店で買いもとめ
られるよう︑みなさんのご協力を

﹁表彰式は年末に

優良納税者︑優良納税貯蓄
組合などの表彰式は︑毎年六
〜七月ごろに行われてきまし
たが︑本年度は待望の市庁舎

も︑十月末日完成を目標に︑

社会事業にと香貧

返し

温いご寄附がありまrした︒

次の方々から︑香葵返しとして
社会福祉事業客役立てて欲しいと

市ではさっそく︑児童福祉施設
老人福祉施設の一部に使わせて︑

いただきました︒
︵敬称略︑順不同Y

児玉厚八平岩︶奈須利刀︵奥

野︶黒．木光義︵原町︶黒木フサエ
︵伊勢ケ浜︶高橋実︵猪久保︶

；15時08分

ずねくだきい︒

溝淵銀蔵︵山下︶児玉早志 ︵平
岩︶田中盛高︵下原町︶森田豊秋
︵曾根︶土谷松夫︵中町︶和田久
雄︵梶木︶黒木栄治︵飯谷︶高山
美義︵上町︶児玉マツエ︵中町︶
高木弘︵細島︶佐藤清澄︵広見︶
福原たまき︵高見橋︶中林二三子
︵庄手向︶石崎正雄︵亀崎中︶橋
口至︵南町︶三樹徳市︵日知屋︶
山中宝一︵南町︶生垣スエ子︵本

主な通過予定時間をお知らせしま

あなたは

工事が着々と進められていま
す︒

こぞって、心から歓迎いたしまし

損していませんか

町︶三輪龍︸︵八坂︶西岡房子

︵上町︶高山ッイ︵余瀬︶松葉明

治︵平岩︶

個人事業税を早目に

よう。

たばこは市内の小売店で

ことになりました︒

大分県側にバトンタッチすることに．

そこで本年度の各種表彰式は新
庁舎落成記念行事とあわせて行う

この聖火は県内98区聞、走者2．296

数多くの種類の税金があります
が︑その中で直接納めないで︑品
物を買って︑その代価とともに納

が9月10日、日向市を通過します。

になります︒

名（日向市138名）のリレーにより

個人事業税の納期は︑今月の三
十一日までです︒まだ納めておら
れない方は︑早目に宮崎銀行か︑
郵便局の窓口に納入ください︒

なります。この意義ある世界の聖火

したがって優良納税関係表彰式
は十一月か十二月に延期すること

シヤで点火され、9月9日一路宮崎空

められる税金があります︒

航に到着します。

表彰式開催期日についての問合
せもありますので︑念のためお知

10月10日から、ひらかれるオリン

らせいたします︒

＝14時36分

△日向電報局前

そのひとつに﹁たばこ消費税﹂
があります︒この税は︑たばこ小
売店から︑みなさんが﹁たばこ﹂
を買ったときに納められているも
ので︑税金の割りだし方は省略し
ますが︑これをわかりやすく︑個
﹁ピ

＝14時04分

﹁いこい﹂
一個を買ったときに約八円︑

△南日向駅前

数に例をとりますと︑

▽美々津学校下バス停前

町村役場に届出なければならない

なります︒

ース﹂一個買ったときに約四円を
市税として市に納めている計算に

ありました︒

日向市では昨年一年間で︑約二
千百万円のたばこ消費税の税収が
日向市以外の小売店で買ったと
きは︑その小売店の所在守る市町
村の税収となり︑日向市の税収に

すと、つぎのとおりです。

．〜．﹁

Ψ 異 動 が あ っ た と きは
十 四 日 以 内 に 届 出を

れないようご注意ください︒

公立学校の

教員採用試験
昭和四十年度の宮崎県公立学校
教員採用試験が次の要領で行なわ

ピック東京大会の聖火は、遠く軍リ

わたくしたち県市民の待望久しき鉄興社の建設は、さる5月7日に県とのあいだで取りか
わされた協議書のとおり、いよいよ10月から工場建設にとりか〜ることになりました。
工場の建設は6月までに重要機械類据えつけのボーリングなど基礎調査全部をおわり10
月から機械の据えつけと併行して建築が進められ来年2月末に建設工事の全部を完成し3月
から操業開始の計画で工事が進められるものであります。
工場の第一期工事の投資額は約9億5千万円、マンガン鉄の月産額は5百トン。これで本
年10月操業開始の共和製糖。東洋果糖とあいならんで細島工業港には煙突がたちならび南
九州開発の拠点としての第一歩をふみだすわけです。 （写真は細島臨海工業地区第2区の
鉄興社建設用地 後方建物は第3区に建設中の甘味コンビナート工場）
正当な理由もないのに︑この届
出をしないと︑過料をとられるこ
とになっていますので︑届出が遅

しかし︑いまだに他の市町村か
ら転入︑転出した場合に届出をさ
れない方がいらっしゃいます︒
住民登録法では異動があったと
きは︑その日から十四日以内に市

︵

みんなで迎えよう

電解二酸化嘉工場

を迎えました︒

．

オリンピックの聖火を

待望の鉄興祠：建設はじまる
昭和二十七年七月に住民登録法
が施行されて︑ことしで十二年目

／

優良納税関係の
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