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みんなの力で

躍1

明かるい社会を
赤い羽根共同募金はじまる
ことしも10月1日から赤い羽根でおなじみの「国民た
すけあい共同募金運動」がはじまりました。
この募金運動は恵まれないこどもたちや、身よりのな
いお年寄りまた身体の不自由な方や病気で困っている人
たちなどに、その地域の方々が一丸となって温かい心を
さしのべ、そこに住む人々みんなが明るく住みよい社会
をつくるための運動です。
この募金によってつくられた養老院や保育所、こども
たちの公園などの社会福祉施設は全国に数知れずあり、
また、この愛の募金で明るく楽しい正月を迎えた人は少
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なくありません。

です。

日向市において昨年は100万円の募金目標にわずかお
よびませんでしたが、97％と好成績をおさめることかで
きました。
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ことしの募金目標も100万円となっていますか、めぐ
まれない人々のために昨年に倍してご支援とこ協力をお
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にぎわった十五夜まつり
日向市の名物、「十五夜まつり」はさる19日から3日間、約8万人
の人出で例年になくにぎわいました。

今年は博多の祇園山笠も参加して、おまつり気分を一層もり上
げ、また各商店会が趣向をこらして作った呼びものの見立細工も17
ヵ所につくられ、いずれも見ごとなできばえでした。なかでも東京
オリンピックにちなんだ特等賞の「竜に乗ったオリンピソク選手一、
三等賞の「オリンピノク聖火走者」、など世紀の祭典の年にふさわ
しい作品に人気か集まりました。
このほか、一等賞の「竹細工の白クノヤク」、テレヒの人気もの
「白馬の剣士」などもあり、こどもたちを喜ばしていました。街て
は婦人会、その他各団体による五輪音頭や延岡バノバ踊り、博多の
「引き山笠」など1キロほどの列をつくってねり歩き豪華なカーニ
バルをみせました。

また幸福神社入口には曾我兄弟の「すえ山笠」も飾られてひと目
を引いていました。

街頭で募金に協力する市民

このほか県北弓道大会なども開かれてお祭り気分を一層高め、に
ぎやかたった5日間の祭りも幕をとしました。

口

（10月1日現在）

男
20．249人

女﹇計

（前月より49人の増）

21．737人
（前月より51人の増）

41．986人
（前月より100人の増）
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人
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（前月より24世帯の増）
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わたしたちのまわりにも、このような不幸な人かたく
さんいます。自分の幸福ばかりを願うのではなく、これ
ら不幸な方々にも人生のしあわせをわかちあいたいもの

水道料金の改正など可決

教育費は校舎建設費が主なもの

などとなっています︒

▽消防団員等公務災害補償条例

となっております︒

この条例はこれまで非常勤の消
防団員が公務中に死亡したり負傷
した場合の補償が確立されていま
せんでしたが︑この条例の制定に
より損害の程度によって補償され
ることになりました︒

▽教育委員会委員の選任
これまで十二年間教育長として
教育行政に活躍された園田武二郎
氏の任期満了にともなう後任に︑
河野茂秋先生︵ω︶が選任されま
した︒先生は各地の学校長など歴
任され︑富島中学校長を最後に退
職されてその後延岡の﹁ひかり学
園﹂に園長として勤務されておら

を勤められました︒

七年五月二十八日︑富高西川内に
生れられ︑京大経済学部を卒業丑
満鉄専門学校や台北高校で教べん
をとられ終戦後︑富島町長や︑二
十六年には初代市長に就任され三
十四年五月まで二期︑市長の要職
その間︑市政発展の礎ともなる
べき各種産業の開発に貢献され︑
いまでも郷土史の研究や各種団体
の講演に出席されるなど各方面で
活躍されています︒また家庭裁判
所の調停委員長としてもその温厚
な人がらが人々から愛され︑市民

眠

のよき相談相手となられていま
す︒
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名誉市民に三尾良次郎氏

って開かれました︒

九月定例市議会は十八
日から会期九日閲にわた

民の選定︑教育長の選

提出された議案のおも
なものは水道料金の一部
改正︑補正予算︑名誉市

任︑条例の制定などで︑ 慎重に審
議された結果︑ 原案どおり承認さ
れました︒
では次にその議案のおもなもの
についてお知らせしましよう︒

▽水道料金の﹁部を改正する条例
これまで家庭用基太料金十立方
メートル当り二百円であったもの

を三百円に︑超過分一立方メート
ルにつき二十五円であったのを三

十二円に︑このほか営業用なども
▽一般会計補正予算
なお委員には美々津町の八尋洲

れました︒

光氏︵騒︶が再選されました︒

生
先
野
さる九月定例市議会で水道事業
給水条例の一部改正が可決され︑
定額分は十月から超過分は十一月
から新料金で徴収されることにな
りました︒

角1世帯5人までi鞍「
3．168

それぞれ改正されました︒
・三十九年度一般会計予算は七千

参百九拾七万二千円が追加補正さ
れ︑総予算八州九百六拾一万九千
円になりました︒

補正予算のおもなものは︑総務
費三千三百万円︑衛生費五百万円
土木費九百万円︑消防費四百万円
教育費一千八百万円などです︒
この料金改正は給水の不良地域
の解消など︑サービス改善強化に
使用するものです︒
円

ノ0

搾勿奮笹ゐ％互28四一旬引歪計

四百万円︶

換装︒漁具新里︒総事業費四千二
十八万円︶◇流通改善施設設置事
業︵中央魚市場設置︒事業費一千

﹁消防力の基準﹂による市

画街地の面積は三︑〇五キロ平

これに対する消防力の充当

1．216

総務費は職員の退職手当︑市庁
舎の機械器具購入費︑庁舎建設落
成祝賀行事費などで︑衛生費は結

たいと思います︒

市民のみなさまのご理解とご協
力をお願いしますと共に︑市とし
ては経営の合理化に努め︑市民の
文化生活向上のため努力していき
新料金は次のように変りました
のでお知らせします︒
︵早見表は切っておはりください︶

るために︑昭和40年度より農業構

造改善事業を積極的に推進し︑過
去の︑労働力をふんだんに使って
収入をあげる﹁集約農業﹂から機
械を使って︑労働力をはぶく﹁省
力農業﹂え移行することによって
安定した農家︑健全なる農村づく
また農業構造改善事業を推しす

りを行う︒

すめるため昭和39年度末を目標に

市内三農協の合併を強力に推進し
経営規模の拡大による機能の充実

馬消

計方︑その該当人口は二万人に
備満たない︒
整
建築物も老朽木造家屋が連
設立しそれに加．冗て地理的にも
施水利にしても火災警防上悪条
防件が重なっている︒
︻率は市街地でポンプ60％︑水

38

▽名誉市民の選定について
この名誉市民の称号は公共の福
祉の増進︑産業文化の進展又は社
会公益上に偉大な貢献をし︑その
功績が顕著である本市住民又は本
市に縁故の深い人に贈られます︒
選定された三尾先生．明治二十

八億四千六百万円で藍捺する︒

▽自然公園
日晦︑美々津海岸県立公園の指
定をうけた美々津町より細島港︑
竹島に至る海岸線は優れた景観を
もっている︒

この地域の公園的保護と各種利
用施設を計画し︑自然公園施設地
区︵御主ケ圏外九地区︶の道路︑
遊歩道︑娯楽︑休日施設の充実︑
その他公園地区の風致︑形態の整
備促進を総事業費八億八千六百万
をはかる︒

▽水産業振興事業計画

利40％︑週辺地でポンプ60％︑水

利23％となり特に水利については

弱体である︒新産都市建設計画に
よる人口想定は昭和弱年に十一万
人㌣工業都市として都市機能の近
し︑多くの生命財産を守る基盤と

代化が要求される将来性を考慮
なる消防施設については︑都市形
態の発展にともない消防力を増強
し︑社会公共の福祉増進のため︑
全力をつくしつぎの事業を強力に
◇分署建設事業︵美々津︑細島

推進する︒

梶木地区︑総事業費一千万円︶

◇救急車購入︵一台事業費百三十
万円︶◇指令車購入︵一台事業費

︵二十八台事業費九百三十三万

九十万円︶◇小型動力ポンプ購入

1．184

核予防︑環境衛生︑それに隔離病
舎の診療所建設費︑ごみ収集弓造

入費などです︒

土木費は道路新設改良費︑土地
区画整理費︑それに原町公園及び
公営住宅建設費などで︑消防費は
防火水槽建設費︑動力ポンプ購入
費︑それに消防団員の退職報償金

︹その3︺

﹁先月号にひきつ

ょう︒

づき本月号も順を
おって公園緑地計
画から説明しまし
これで昭和55年

差での建設計画の
あらましを終るこ
とにいたします︒
円ではかる︒

︼▽農業振興計画

画今後農業の方向づけは工業
計開発の動向とテンポを考慮に

興いれ将来の農林地帯を主軸

当市の水産業は主として延縄︑
一本釣︑パッチ網などの零細な沿
岸漁業であるが︑基太的な水産業
振興対策として考えられることは
漁協の再建整備を促進し︑体勢を
確立するとともに漁業経営の近代
化など漁業構造改善にマッチした
施策を構じ︑将来は四漁協を合併
統合して漁協を一本化し︑中央魚
市場等を建設して時代に即応した
流通機構の改革をはかり漁家所得
の向上を期するとともに次のよう
な事業を計画する︵昭和39年〜騙
年︶

◇魚礁設置事業︵事業費四千三
百万円︶◇かん水蓄養殖施設事業
︵はまぐり蓄養施設︒ハマチ養殖
施設︒いせえび︑くるまえび︑蓄
養殖施設︒総事業費三千六百四十
四万円︶◇漁船漁業近代化施設設
置事業︵漁船用通信施設︒集団操

九百九十五万円︶◇消防車︵四台

円︶◇水槽式消防車︵四台事業費
事業費七百二十万円︶◇無線電話
円︶◇防火水槽︵六〇池事業費三

機︵十四台事業費三百三十三万
千五百八万円︶◇消防艇︵一隻事
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業費一千万円︶◇火災報知機︵五

多を1．056

賄薮．基本雲量醒ケ撫三塁
〇ケ所事業費三百六十万円︶
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台風二＋号で倒れた家

者
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開︻公園緑地計画︼
▽都市公園
⁝
当市は自然の景勝
⁝ に恵まれた地域であ
⁝ るので︑これらの条

振に︑耕地を生産手段として効
業率的に利用した﹁自立経営農
産家﹂の育成に努め︑さらに山
水細農業えの転落を防ぎ︑将来
林兼業農家えの移行を予測し︑

農これの対策として︑農外所得
︻と労働力のバランスの上にた
った立体農業経営の健全なる兼業
農家を育成する︒

反面︑工業開発︑建設事業など
によって予想される漬廃する耕地
の減少に対処しては︑山林原野の
開発によって積極的な農耕地の確
保に努める︒

また転業農家対策としては離農
援助などを国︑県につよく要請す
るとともに工業開発に伴って職業
訓練補導施設などを通じ︑他産業
えの吸収を容易ならしめ︑積極的

業施設︒漁船漁具保全施設︒漁船
用補給施設︒総事業費三千百二十

万円︶◇処理加工施設設置事業

なる雇用の安定をはかる︒

︵事業費六百五十万円︶◇漁港整
備事業︵遠見船溜り新設事業︒平
岩漁港改修事業︒総事業費二千六
百十五万円︶◇漁船近代化促進事
業︵勝沼建造︒動力化建造︒機関

1．152
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件をいかして﹁緑に

つ㌧まれた工業都
市﹂の構想をもと
に︑つぎのような美
しい都市づくりを計
画する︒

ω運動公園として総
合運動場を設け普
通および児童公園
は︑それぞれ区画
整理地区など市街
地整備地区に応じて配置する︒
＠事業促進の過程として現に散在
する墓地の整理に主眼をおき︑
墓地公園づくりを早期に実施す
る︒

の都市公園事業に関連する街路緑
地︑街路広場︑街路樹などによ
る市街地の美化︑工業用地と市
街地居住地域との遮断緑地を設
け都市形態を整える︒

以上のてとを主眼点におき︑農
村の意向調査の上にたって︑農業
生産基盤の整備開発︑高度な農業
技術︑機械の導入︑販売加工の合
理化︑施設資金の円滑化︑環境の
整備など農家経営の近代化をはか

3．136
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人に た上宅のき
っ はあ部二る
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教育長になられた河

嘱

⇔亀崎︑古城ケ丘︑中原︑城山︑
財光寺の各都市公園をそれぞれ
地域の特性に応じ整備をはかる
とともに︑臨港遮断緑地帯とし
ての木原公園︑城山墓地公園
日向市運動公園などを総事業費
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さ相続の三期付付尊意のあ所積被災付。復をは宅宅風
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新産業都市建設計画まとまる
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（1）県道「人吉〜日向線」の国道編入について冒

本路線は九州中部産業開発主要道路であるためこれまで二
級国道に編入方を強く要請してきましたが、現在建設省の道 1
路整備5ケ年計画によると経済効果の低い一、二級国道はこ
の際整理しようとしていますので、地域開発のため最も
重要である太路線を、ぜひ国道に編入してもらいたいと

新産業都市の指定をうけてから国の財政援助などが心配さ
1れている矢先き、このほど完成した九州横断道路完成祝賀会
1に出席のため九州入りされていた小山建設相は、さる4日、
r日向市を訪ずれ細島臨海工業地帯を視察されました。

港湾行政窓ロー本化のための港湾合同庁舎を建設し
ていただきたい。

︵
／

②

、
て、財政などの面倒は充分みるので心配はない」と関係

嗣
し、港湾行政の一本化と、市内各所に分散している国の

︐つ

ぞ

市では四十年版県民手帳の

予約申込みを受付けていま
この手帳の内容は月別の

す︒

︵

講叢
こ陥︑写著評

@彗藩歪鴨妻

公益質屋休止のお知らせ

市民のみなさまに長年︑ご利用
して戴きました公益質屋は︑最近

経済の進展に伴って利用者が年々
減少してきましたので︑九月三十
日限りで業務を休止することにな
りました︒これまでに入質のある
方は期限までに弁済くださるよう

き類

②園芸物1一果実類︑そ菜類︑花
③畜産物11鶏卵︑畜産加工品類
④林産物11銘木︑苗木類︑椎茸

お願いします︒

取りください︒

︑

用紙は区長︑実行組合長を通じ
て配付済ですが︑まだ受取ってな
い方は事務局にありますからお受

します︒

農業委員会では農地を一反歩以
上所有し︑又は耕作している方々
から﹁所有地及び耕作地に関する
申告書﹂の提出をお願いしていま
すが︑これは農家以外の方でも申
告をしていただくことになってお
ります︒まだ申告のおすみでない
方は早目に申告されるようお願い

農地の申告はおすみですか

もし放任しておきますと︑事務
整理の都合で処分させていただき
ますので早目においでください︒

⑤農機具︑新農薬︑肥料類の各
メーカーの展示︒

ます︒

⑥参考品
その古くわしいことは区長︑実
行組合長さんを通じてお知らせし

今月は国民年金の検認月でナ

いします︒

今月は国民年金の七︑八︑九月
分を納める月です︒月末までには
収納課又は支所︑出張所に保険料
を納入して検認を受けましょう︒
また四︑五︑六月分を納めてな
い方は同時に納入されるようお願

◎市県民税第三期

◎祉会保険税第六期
もおあすれなく

1

・謡：騎裾鷺羅溌隠タ量重
油柴響難ま謝購鷲簸濃叢｝

自衛隊の陸、海、空士は年間を通じて募集してい1

もよい研修機関でもあります。また待遇も衣類など1
が貸与され厚生施設も完備されています。給与も最1

挙11矛鼎と鑑論課誉磐晒蝋象，舞1

う︒

いようおたがいに注意し違反者
を出さないよう気を付けましょ

また米など穀物を原料にして造
る酒やしょうちゅうも絶対造らな

のことです︒

梅︑みかん︑すもも︑かりん︑い
ちご︑にんにく︑くこ︑ぐみ︑な
どの十三品種の果実に限って︑自
家用の酒類に混和して造る果実酒

家庭で造ってよい果実酒とは

せられます︒

酒﹂を造っていませんか︒これら
を造りますと酒税法違反として罰

ていますが︑お宅では﹁ぶどう

秋とともに﹁ぶどう﹂が出廻っ

お宅で﹁ぶどう酒﹂は
造っていませんか

さい︒

これまで建設課で受付ていまし
た建築申請は︑窓口事務の一本化
によって市民課で受付ています︒
これから建築関係︑その他の申
請書は市民課の窓口にお出しくだ

建築申請は市民課で

自衛官募集案内

ト

集担当の自衛官がご相談に応じます。

ど
を

帳

暦︑ローカル行事︑過去五年
間の天気︑各種統計︑主要官
公署一覧︑主要観光コース案

価格は一冊一二〇円で

内︑ 生活便覧など豊富な内容で︑
つでも﹂ どこでも手軽に利用で

きます︒

御希望の方は十月二十日まで

に市役所企画室︑ 又は支所出張所

す︒

に申込みください︒

農業まつり
農業の技術改善と経営の合理化
をはかるため︑庁舎落成協賛行事
として農業まつりが十二月上旬に

、

̲

県民手
い

新市庁舎内で開かれます︒全農家
一点以上の出品をお願いします︒
開催予定種別は次のとおりです︒
①農産物 水陸稲︑玄米︑籾︑
雑穀類︑加工品類

山．

」孤

（写眞は大臣に陳情をのべる藤井市長）
かわれました。

I

I
ました。
陳情のおもなものは

細島工業地帯を視察
〒

小山建設相は細島の新産都市建設局で「日向市の現況」を ：
見聞されたのち同局で記者会見や陳情などを心よくうけられ i

小山建設大臣一行

4
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いうものです。

現在、細島港に設置されている税関支署、海運局、海
上保安署、検疫所、細島灯台など国の出先機関を統合

出先機関の建物は極めて古い上、せまいのでこれらの合、
同庁舎を早急に建設してもらい、市民の利便をはかって
もらいたいというものです。

また細島臨海工業地帯から富島中の歓迎会場に向かわ I
れた建設大臣は会場で「国は新産都市建設事業につい I．

者をほっとさせ、万才に送られ、午後4時高鍋方面に向

と

