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います︒

この工事が完成しますと︑日知
屋︑財光寺︑塩見と富高の一部を
含む三百七十ヘクタールの水田を
うるおすことができ︑ことしの干
ばつにも︑この用水路のかんがい
地域は最高の豊作となっており︑
全工事の完成が早くから待たれて

ます︒

本年度は︑潮力年の最終年度に
当り︑残りの千四百三十メートル
を工費五千万円で︑熊谷組が請け
負い九月下旬に着工しました︒完
成は四十三年三月末日になってい

います︒

して︑残り三綱メートルを工費八
千七百五十万円で改修するもので
すが︑このうち一千五百七十メー
トルは四十一年度までに完成して

七年がかりの大事業
いま︑塩見権現原︵ごんげんば
る︶では︑富島幹線用水路の改修
工事が最終年度を迎え︑急ピッチ
で行なわれています︒

この工事は︑昭和三十六年度か
ら四十二年度までの筆力年間を︑
第一期と第二期に分けて︑東郷村
中之原の取り入れ口から日知屋と
財光寺の両地区に水を分ける権現
原分岐点までの七千メートルの用
水路を︑総工費わよそ一億七千五
第一画期工事は︑

百万円で改修するものです︒

三十九年度までの四温年継続事業
で︑四千メートルの用水路を工費
およそ八千八百万円で改修しまし
第二期工事は︑四十年度から四
十二年度までの三力年継続事業と

た︒
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写真は完成急ぐ改修工事
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甲

の手はいくつあってもたりませ

ん︒冬にはいる前に手ぎわよくす

ませておきましょう︒

﹁︐かぜは万病のも

▽寒くなりますと︑かぜをひきや

すくなります︒

とおりと心得て︑まずかぜを引︑︶か

と﹂といわれますが︑まきにその

ないように注意しましょう︒それ
には︑寒暖にあわせて衣類をうま
く着たり︑寝室に冷たい空気がは

いりこまないようにτ夫したり︑
つとめて運動するように心がける

ことです︒

▽これから石油ストーブやガスス
トーゾを使用するようになります
が︑火災にはくれぐれも注意して
ください︒とくにプロパン利用の

暖房器具．の取り扱いには︑いくら

ゅうぶん注意してください︒

慎重にしてもしすぎることはあり
ません︒また︑ガスの中毒にもじ

．

の十二月を間近にへ︶かえて︑主婦

冬物衣類の整理︑寒きを迎える家
のうちそとの準備︑きらには年末

える準備はいかがでしょうか⁝・⁝

さて︑立冬を過ぎて︑寒きを感
じるようになりましたが︑冬を迎

いものです︒

らに充実︑発展することを祈りた

連日大にy・わいでした︒今後もき

十一月は︑総合文化祭で幕が開
き︑市役所を中心とした各会場は

十一月のくらし

鋸

い．

；錨

ゑ＿章

一気暫曹

．

第十回国勢調査が︑昭和四十年
十月一日に行なわれて︑本年の十
月一日で二年めを迎えました︒

そこで︑この二年間に市内の人
口が︑どう変りつつあるか︑住民
登録台帳に登録されている人口か
ら比較しながら︑振り返ってみる
ことにしましよう︒

なっています︒

住民登録台帳による︑本年十月
一月現在の人口は︑四万五千六百
五十四人で︑国勢調査における人
口︑四万三千六百七十八人と比較
しますと︑およそ二千人の増加と
しかし︑この増加数は市内全区
に渡っているのではなく︑・五十四
パーセントにあたる四十一区が増
加し︑四十パーセントの三十区は
依然として減少を続けています︒
残り六パーセントは変りません︒
この変動を地域別にみますと︑
増加の大きいところは︑財光寺︑
日知屋の両地区で︑その他の地区
では︑塩見︑幸脇がめだちます︒

火災から家庭を守ろう
秋の予防蓮動近づく
本年もまた︑火災のシーズンを
迎え︑十一月二十六日から十二月
二日まで︑全国的に秋季火災予防
運動が実施されます︒

本年度の火災予防運動は︑最近
プロパンガスが急激に普及したた

め︑このガスによる火災が激増
﹁火災から家庭を守る﹂

し︑多くの死傷者をだしておりま
すので︑

ので︑ご協力をお願いします︒

ことに重点をおき︑特に次の三項
目を徹底して守ることにしました

門駒

9
b

財光寺地区は︑住宅建設が盛ん
に行なわれ︑特に往違や松原︑切
島地区が増加し︑全体では八百五
十二人の増加となっています︒
幣串屋地区は︑市営住宅や第一
糖業社宅の建設された堀一方と住
宅建設の盛んな下原町︑江良区が
増加しており︑全体で六百七十八
人の増になります︒
このほかの地区では︑市営住宅
団地の新素潜と鶴町︑亀崎中︑幸
脇西︑遠見などが増しています︒
減少したのは︑細島︑美々津σ
両地区と上町区が特に多く︑各区
とも約百人の減となっています︒
全般的にみて︑遠隔の農村は︑
依然として減少の方向にあり︑財
光寺︑甘知屋地区へ集申している
といえます︒
特に︑日知屋地区は︑住宅生協
の団地造成と東部第二土地区画整
理事業の工事に着手したので︑こ
れらの完成にともなって︑ますま
す増加するものと思われます︒
ものです︒ボンベは屋外等に適
正に置いてください︒
二︑就寝前の火の元点検
イ 火災の発生時間を調べます
と︑寝入り時と熟睡時が多く︑
睡眠中で火災発見がおくれて︑︑

焼死者が多くでていますので︑
必ず点検を行なうよう習慣をつ
けてください︒

ロ︑毎日﹁消防の時間﹂のサイ
レンを午後九時三十分に鳴らし
啓発します︒

．こによるものが最も多くなって

三︑たばこによる火災の防止
イ 最近の火災の原因は︑たば
います︒たばこの吸いがらやマ
ッチの燃え軸をみだりに投げ捨
てないこと︒また︑寝たばこは
絶対しないように︒

●

写真は富高小の増築工事

来謝の予定です︒

工事は︑．すでに着工しており︑

木組が請け負いました︒・

Ψ摂ち盛︸マ3鴫豊一讐﹁

訊

諾

vロパンガスおよびゴンロ類
の適正な置き場所と置き方の確認
イ 今までの火災の例からして
そのほとんどがガス漏れによる

︑

事業費は四二で約四千五百万円

年も お よ そ ．

の予定です︒

しました︒完成は︑書旬

工費は︑一千六百二十五万円で
遠藤建設がさる十月十八日に着工

す︒

細島小学校の屋内運動場は︑七
百十五平方メートルの鉄骨平家建
で床面積五百四十六平方メートル
のほかにステージや中二階の放送
室などがっき︑全児童を収容しま

4・申学校の増築や改築など施
を増築するもので︑工費三百三十
設の整備が本年も始まりました︒
万円で渋谷建設が請け負い︑来年
習完成目標に︑さる十月
教育施設の整備は︑毎年多額の
経費をかけて行なわれて︑ま が
十六日に着工しました︒
島小学校の室内運動場新設や富高
小学校︑塩見小学校の増築工事︑︑
富島申学校危険建物の改築工事が
行なわれます︒

富高小学校の増築工事は︑現校
舎の裏側に木造二階建四教室を工
費七百二十万円をかけて建設する
もので︑村上組が請け負い︑十月
十四日に着工しました︒完成は︑

昭和四十三年ゴ剰副どなってい
ます︒

富島中学校危険校舎の改築工事
は︑昨年度完成した新校舎の西側
に鉄筋コンクリートニ階建六教室
を︑工費一千八百八十五万円で黒．
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さる十月十日の体育の日に︑歩

電気ガス税

費税︑酒税︑たばこ消費税等のほ
か﹁電気ガス税﹂があります︒こ

分類されるものとして︑砂糖消

象して定めた要件による消費税に

経済的な消費という事実から抽

③

小作料の最高額を改正

ました︒

昭和四十二年忌林省令第三八号
により︑九月一日から小作料の最
高額が別表のとおり引き上げられ
これは︑従来の最高額にくらべ
田は四倍︑畑は二・五倍に相当し
ますが︑改定されたからといって
﹁現在の小作料が引き上げられ
る﹂というわけではありません︒
この改定は︑小作料の最高限度額
を示すものであり︑小作料はもと
よりその当事者間の契約によって
のみ定められなければなりません
ですから︑これを変更しようと
される場合は︑あくまでもおたが

いの話し合いによって契約を結

文

︑
﹃
〜

で

び︑最高額の範囲内で小作料額が
きめられるのが当然であります︒
．曝

作

孝仁

盗難の防止ならびに被害温の早

とが実証ざれています︒︑

難にあっていますが︑これら被害
品のほとんどが未登録車であるこ

台︑バイク埜V六台の計四十台が盗

本年度も︑すでに自転車三十四

四台となっています︒

昨年度に月向警察署がまとめた
同署管内の自転車盗難件数は七十
三台︑バイク等が十一台︑計八十

ることにしています︒

太県も︑﹁自転車︑バイグ等の防
犯登録が県内いっせいに実施され
ています︒本市においても十一月
中を﹁防犯登録月間﹂として︑未
登録自転車︑バイク等を一掃し︑
激増する自転車等の盗難を防止す

ただ今﹁防犯登録月閥中﹂です

ぜひ防犯登録葱！

盗難車の防止と早期発見に

なかおでした︒それから︑ととろ

ねがどきどきしているのがわかり．
ました︒おかあさんも︑まつさ．お

るのとおなじでした︒ぼくは︑む

い︒﹂というのと︑ぼくたちがとま

た︒おかあさんが﹁あっあぶな

でととろにつきました︒ぼ
くは︑うれしくてたまらず
バスのうしろをはしってい
きました︒そうしておもわ
ずバスのかげからとびだし
ました︒そしたら︑ひゆう
がの方から来たトラックか
らはねられそうになりまし

ぼくは︑ことしの夏おか
あさんと︑にいさんと︑か
いほりに行きました︒バス

上高小学校二年B趣

こうつうあんぜん

覇

で使用する電気又はガスに対して．

の税は一般家庭や事業所︑主三三

課税するもので︑約税者はその
︐一部を除いて電気事業者又はガス

使用者です︒この税の徴収方法は

っております︒ ︵学術研究用とか

事業者が特別徴収義務者となり︑
電気又はガス料金を徴収される時
に合せて税を徴収するしくみとな

特殊産業用︑公衆の用にするもの
や︑一月の電気料金が四百円ガス
料金が五百円以下であるものは免
税となります︶︒

それではどれ程の税が含まれて
いるかと申しますと︑料金の百分

の七に相当する額が税となりま

一

﹂

明しますと昭和四十年度に一千六．．

す︒この税収がどれ程になるか説

万円を見込んでおまりす︒

百八十五万円︑昭和四十一年度一
千八百四十六万円︑本年度は二千

l

次の表は︑等級別の小作料で︑
最高額が警めされています︒
この表は十アール当りです︒
獅矯悌㎜卿眺溺tt1︒t

12545678

㌦げ

いを有な﹂よう紀しましよう︒ 一

こうした寄生虫を予防するため
には︑集団駆虫がもっともよいと
言われています︒これができない
場合は︑個人で駆虫したり︑手洗

吸いとられるといわれます︒

．と︑一日にコップ一・二杯の血を

コウ虫が体内に三十匹程度いる

はかろうとするものです︒

寄生虫病予防運動が十一月二十
一日から三十日まで︑全国的に実
施きれます︒この運動は︑健康お
よび労働力に大きな影蓼をおよぼ．〜
している寄生虫病に対する認識を
深めて︑その予防と駆徐の向上を

寄生虫病予防運動

つでも行なっています︒

なお︑登録手続は総務課庶務係．
までご連絡ください︒時間内はい

たしましょう︒

期発見のためにも︑ぜひ登録をい

いつもおもいます︒

ながちゅういしないといけないと

のきまりをまもるのは︑ぼくたち ．
もくるまのおじさんたち．も︑みん

おもいました︒だからいつまでも
わすれません︒こうつうあんぜん

けても︑まにあわないのよ︒﹂とお
かあさんがいいました︒ぼくは︑
あの時はほんとうにこわか・つたと

るのにどうしてとびだすの︒トラ
ックのおじさんがどんなに気をつ

んは︑ ﹁ぼくたち︒﹂と大きな声で
いいました︒ ﹁それがわかってい

の︒﹂とききました︒ーユくとにいさ

トラックがわるいの︑バスがわる一
いのそれともぼくたちがわるい

おかあさんが︑ ﹁せっかくのたの
しいかいほりが︑・おそうしきにな
るところだったわね︒いまのは︑

のはまの方にあるいていきながら

︑

r
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11月のこよみ
︵日赤より︶

田の原地区無料診療
九州一周駅伝競走が日
向市を通過
青色申告説明会

消防団部長会議

人権問題でお困りの方は

ワクチン投与を次の日程により︑

小児まひの予防対策として︑生

この相談所が次により開かれま

応じてくれる相談所です︒

ことについて秘密で無料で相談に

巡回法律相談所が開かれます
暴力や威力でお金や品物を要求
されたり︑営業の妨害をざれてい
るとか︑部落から停間はずしにさ
れている︒公務員の職権乱用で泣
き寝入りしている︒無理な結婚や
かこくな仕事をしいられたり︑前
借りなどで無理にからだをしばら
れている︒夫が乱行するので家庭
の生活がおびやかされている⁝⁝
など︒

実施しますので︑該当する子ども
さんのおられる方は︑もよりの場
一︑対象者⁝昭和四十一年五月一

所でうけさせてください︒

六十円

日から昭和四十二年七月三十一
日までに生まれたあかちゃん
二︑料金

11月17日 岩脇支所

すのでお困りの方は遠慮なくもよ
りの相談所にご相談ください︒

11月勿日 細島の妙国寺
いずれも10時から午後3時まで

です︒くわしいことは︑総務課庶

務係へおたずねください．

い︒

ますので証明書を持参してくださ

時

間

投与場所

栫̀16時

栫̀15時

8時〜9時

栫̀14時

細島小学校15時〜16時

渡辺病院
日知屋
幼稚園

三股病院

市役所

三︑日時︑︑場所

実施月日
獅Q8日
獅Q7日

獅Q7日
獅Q9日

雌％

五十猛神社14時〜15時

ミ阪葉誕勇知漢ミ漆蘂緊要誌疑送救巽養ミ越ひ

歯^日

︑

﹁9︑

こ

福趾事務所からのお知らせ

引揚者特別交付金について
引揚者特別交付金の請求期限は
昭和四十五年三月末日となってい
ますが︑福祉事務所では事務のつ
こうによりなるべく早めに︵十二
月中旬まで︶請求されることを望

請求用紙は福祉事務所︑各支所

んでいます︒

出張所にあります︒

戦没者の父母等に対する特別交
付金について
次の方には︑特別交付金︵国債
で十万円︶が支給されますので福
祉事務所厚生係で請求用紙を受領
のうえ早めに請求手続をしてくだ

さい︒

ｺ和十二年七月七日以後公務
により死亡した軍人︑軍属の父
母︑祖父母で︑その死亡した人
以外には子も孫もなく︑現在公務
扶助料︑遺族年金等を受けている
人︑くわしいことは福祉事務所へ

で︑価格は三百七十円です︒

．宮崎県の土地︑人口︑経済︑社−
会︑文化など県勢全般を最新の統
計資料で収録した︑四十二年版県
勢要覧の申し込みを受け付けてい
ます︒ご希望の方は︑総務課企画
統計係まで申し込んでください︒
周要覧は︑B六一約二百七十頁

県勢要覧の申し込みを受付中

金と引換でお渡しします︒
価格は一冊百五十円です︒

県民手帳は︑毎年市民のみなさ
んから広くご利用いただいており
ますが︑本年も予約を受け付けて
います︒ご希望の方は︑十一月二
十一日までに総務課企画統計係へ
申しこんでください︒なお︑現品
はすでに届いておりますので︑現

県民手帳の予約は早めに

おたずねください︒

一、

14

14

13

11

11
11

11
11

﹁家庭の日﹂

したが、多数の方が参加して、連日大にぎわいでした。
また、どの種目も充実したすばらしいもので、大成功の
うちに終りました。この長い間お世話された主催者をは
じめ各役員のご苦労と、郷土資料を多数集められた努力
を、心から感謝申しあげたいものです。写真はバレーボ

11

彰彰嚢疑疑ミ蟄§錠送§蕪多多§＄弱弱§§典§典ミミ疑ミ

．認

ただし︑生活保護家庭や市税の
均等割︑非課税家庭は無料になり

●

このほかに人権を犯されている
と思うが果してどんな法律の保護
を受けられるか︑またどんな機関
へその救済を求めたらよいのかわ
からない人もご利用ください︒
人権法律相談所は︑みなさんの
日常生活のなかで人権問題等につ
いて困っていること︑もめている

第3回日向市総合文化祭は、17種目にわたる行事が、

県北傷い軍人会長会議

11．428世帯7世帯減

隅N︑ミミ形影ミ緊ミ蓑M鍵疑謎疑嚢多彩疑M彰彰嚢葉M嚢ミ

10月28日から11月12日まで、市役所を中心に行なわれま

県北中学校駅伝競走大

子牛せり市

、
ール大会とラン、オモト展g

韓国市場報告会
優良従業員表彰式

世帯数

臨
團園

東部土地区画整理事業
完成式

女23．840人27人増

冝@木

人口（而1日現在）

会

東臼杵郡商工会婦人部
研修会

櫓総合文化祭盛大に行なわれる
ノ

ゴ
⊃：｝￡つ3・」つ00uりし．
二こ

37人増
合計45．691人

3G転、

qqし∵coocつ9つり。（】⊃＝2＝

巨木
21．851人前｛1丈毫
男

16

17
18
19
20

冝@水

︑．

、

日日日日日
水月日土金
日
日

22
2823・
29
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