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細島工業港に初の外材輸送専用船が︑さる十一月二十六日入航しまし
この船は︑ノルウェー船︑ストーブトランスポー．ト号︵一万三百五十

ました︒

−

トン︶で︑アメリカ︑ベリハム港から北米産のツガ材一万千五百立方メ
ートルを積んで出航し︑広島港で植物検疫をすませて︑途中松山港に寄
港その後入港したもので︑工業港には︑四千二百立方メートルをおろし

県︑地元関係者は︑初の外材輸入を歓迎して︑翌二十七日に玉木県林
務部長や守屋日向︑延岡新産業都市開発局長︑児玉市長︑島津県木材連
合会長︑木材関係者など︑およそ七十人が出席して︑同船内でレセプシ
ョンを開き︑船長に花束や記念品を贈りました︒

外材を直接輸入したのは今回が始めてで︑この結果が良ければ︑今後
工業生産額の引き上げの面から︑これが実現することを期待し︑この要

も継続して輸入されるでしょうが︑木封関係企業の多い本市においては

︑まt︑これまで外国から輸入されている鉄三社︑日向製錬所の鉄鉱石

件である植物検疫所を早急に設置されるよう願いたいものです︒

写真は

L、

外材の荷おろしに活気づく工業港

．O：一⁝⁝とじておぐと便利です⁝⁝⁝0
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工業港では初の荷おろし

北米のツガ材を輸入

薄目5，年9月鎗3穫郵便物認可
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1967

や第一負業の原糖︑旭化成の岩塩等に列封．一品目が加わり︑とん税の増
収も期待でき︑工業港も一段と活気づくことになるでしょう︒
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十二月のくらし

●

師走︵しわす︶の月も半ばに
なり︑寒さもきびしくなりまし
たが︑大そうじや障子の張り替

え︑ふすまのつくろいなどは︑

える准備をととのえましょう︒

あまり押しつまらないうちにす
ませ︑年し越し︑新しい年を迎

るい年を迎えましょう︒

▽ あわただしい年末の防犯運
動︑火災予防運動︑交通事故防
止運動などにはぜひ協力し︑明

にはいって急にふえるかぜひ

▽ 二十五日から各学校は冬休
みになりますが︑児童生徒の生
活指導には心を配る一方︑冬季

です︒

きの予防なども十分気を配り︑
健康な年末を過ごさせたいもの

に協力しましょう︒

▽ 冷たいしわすの風にさらさ
れ︑不幸な生活を送っている人
たちがたくきんいます︒せめて
年末年始を少しでも明るく過ご
すよう﹁歳末たすけあい運動﹂

はみなさんに親しまれる﹁広

▽ 四十二年もあとわずかとな
りましたが︑私ども文書広報係

いします︒

報﹂をと思いながらも︑毎月発
行に追いまくられて︑満足する
ものは見られませんでした︒今
後はもっと内容の充実したもの
をと努力しますので︑来年もみ
なさんの変りないご愛顧をお願

丞％勿舘審戴箆α助ξ
甫政のあゆみ

児玉袈裟雄

︽
日向市長
二の一年を顧みて︑人それぞれ
のび．場から︑そ42感慨もまたいろ

国全体としてかってない豊作の

いろある二とと田凹います︒

・心配ふ．﹂れずしい㌔ワ⇔・こい︑−りのド﹂︑

▼一㌍り

年といわれ︑景気の行き過y︑・さえ

らでは大変な干ばつにあい︑途方
にくれておられる農家のみなきま
や︑経営難にあえいでおられる一
般中小企業のかたがた︑なにかに
つけ恵まれない人たちからは︑全
く割り切れない気持ちの苦しい年
美々津大橋完成する ︵二月︶
四十年八月に着工した美々津大橋
は総工費約二億円をかけて一年六カ

︵一月︶

O三■
新市議員誕生する

㌧

︵四月︶

市議会議員の任期満了による選挙
が四月二十八こ組行なわれ︑無所属
二十四人︑日本社会党三人︑公明党
三人の新しい議員が誕生しました︒

一月
5日
7日
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15

4日

3日

2月

29
11

16

﹁成人の日﹂成人式を挙行

消防始め式
科学技術庁の実験輸送船に
よる第一便が出航
財光寺小学校の校舎が完成

衆議院議員の選挙が実施

第一回﹁建国記念日﹂

富高小学校の体育館完威式
美々津中学校の校舎完成式

6日

米の山回周線道路建設自衛

﹃菱石油の開所式が行なわ

われる

美々津大橋が完成
日向市婦人の生活研究発表
大会を開催
化学消防車の入魂式が行な

8日

4月

肥日

5月

美々津地域国営農地開発事
業推進大会を開催
米の山回周道路の開通式が
行なわれる
消防署東分署の開署式
三尾︑青木両氏の叙勲祝賀
会を開催

れる

宮崎県知事︑県会議員の選
挙が行なわれる
日向市と四日市市を結ぶふ
るきと電話を実施
市議会議員の選挙が行なわ

隊の引き渡し︵前年度分︶

る

9日

中卒就職生の壮行会を開催
青少年スポ⁝ツ活動の研究
公開が行なわれる
ソフトボール審判員講習会
自作農組合総会を開催

3月

18
11

12
13
15
19

16
19

22

月ぶりに完成しました︒

開始きれました︒

る事業の調査区域に美々津地区が指定きれました。

︐鵜

けました。

ゐ日

．7月
3日 市水難事故対策協議会が開
催きれる
日向市防災会議を開催
社会を明るくする運動のパ
レードを実施

バレーボ：ル距講習Aムを開催

6月
4日 県民体育大会に二百名参加
冝@市収入役に蝶野健二氏就任
冝@日向製錬所の起工式

、

ｽなばたまつり﹂始まる
細島港入国管理事務所の開
所式が行なわれる

ゐ日

9月
3日

11月

3日
勿日

で開校

行なわれる
婦人交通指導員を配置
ボーイスカウト県北大会が
美々津海岸で開催
移動消防学校が富高小学校

﹁十五夜まつり﹂始まる

PTAバレーボール大会が
平岩小で開催

第三回総合文化祭はじまる
就職生の激励会と優良従業
員の表彰式が行なわれる
防火パレードを実施
米材が工業港へ初入航︑県
内でははじめて

4日 県道人吉〜日向線の国道編
入促進期成同盟総会を開催
﹁体育の日﹂歩こう運動宮
崎県大会を実施
財光寺郵便局が開設
交通安全市内パレード実施
文化祭体育部門はじまる

10月

宮崎力ーペ叫︑トの調印式が

8月
4日 日向専門店会が︑日専連に
加盟︑祝賀パレードを実施
経済連飼料工場の起工式が
行なわれる
少年ソフトボール大会が開
催される

﹁細島みなとまつり﹂

「、

（9月）

国営で未開発の山林原野を農地化して、その地域に適する果
樹や畜産などの集団産地を造成し、自立農家を育成しようとす
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消防署東分署と化学消防車を設置
（5月）
大型船舶による特別火災や油等危険物の火災にそなえて、
商港近くに建設され、最新式の化学消防車が配置されました。
ことしの夏は、7月のはじめから9月末まで雨らしいものは
なく、稲や野菜、果樹など農作物は異常な干ばつに大被害を受

の瀬でございましょう︒

r

科学技術庁の実験輸送船初出航
本県の特産そ菜などを産地から消
費者まで︑冷ぞう方式により︑新鮮
なまま送りとどけようとする実験輸
送テストが科学技術庁と県の共同で

臨海工業地帯第3区の12．613平方メートルに総工費3億円を

さて︑今年は本市も初めから相
当思い切った予算を編成して学校
づくり︑道路づくり等に取り組ん
できましたが︑おかげさまでこれ
ら公共事業は全部計画どおりやれ
そうです︒実は年度途中に政磨の
方針が変わって︑富島幹線水路︑
農免道路︑体育館等の大事業は一
年繰り延べになろうとしましたが
みんな実施することになりました
また︑国営農地開発事業も目下
その調査が着々進められています
今や国道十号線も美々津大橋の
開通と全線舗装完成．これに連な
る幹線市道も順次整い︑臨海工業
地帯整備事業は滞りなく進み︑立
地条件を生かした工場誘致も徐々
に成功しつつあるわけで︑これら
の物的施設を真に郷土の繁栄に結
びつけるため︑私どもは十分過去
を反省して︑もっと勉強し︑心を
合わせて努力しなければならない

事務所細島出張所が開設され︑職員二人が配

事務などい一．ユ・・いを管理する鹿児島入国管理

県内主要港に入航する外国船乗務員の長陸

総工費13億円をかけて新施設を導入し『フエロニゴ・ケルを月
5馳トン（現在2〔0トン）生産するもので、完成は来春1月の
予定です。 （6月起工）

置妻．㌔ れ ま じ た ︒ こ れ ま では︑必要のつど鹿児

8

訣

わけでこぎいましょう︒
皆さま︑よい新年をお迎え下毒・・
るようお祈りしてやみません︒

日向製錬所が臨海工業地帯に新工場を建設
入国管理事務所細島出張所を開設︵六月︶

ヲ
島から職員を派遣していたものです︒

かけて飼料工場が建設きれています。この工場は、月4．000ト
ンの配合飼料を生産し、県内の農家に供給するものです。
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美々津地域が国営農地開発事業の調査区域に指定さる

（7〜9月）
農作物干ばつに襲わる

東部第二土地区画整理の工事に着工
層二
日知屋地区の77．7ヘクタールを区画整理しようとする「日向東
部第二土地区画整理事業」が本年度から工事に着工しました。
この事業は、40年から45年までの6三年計画で総事業費4億3千
500万円をかけて行なうものです。 （8月）
（8月起工）
宮崎県経済連が飼料工場を建設

新工場が第2区の9．900平方メート1レに建設きれています。
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生活学校
市議会招集
青年学級講師研究集会
公民館長大会
工業開発特別委員会
検察審査員候補者選定
くじ実施
学校冬休み始まる
ご用おさめ式

獅ﾌこよみ

ください︒

加ご希望のかたは︑十二月二十三
日まで総務課庶務係へお申し込み

昭和四十三年の﹁新春懇談会﹂
を．次のとおり行ないますから ︑ 参

新春懇談会は隅月四日

金水金火月日

費 三百円
一︑日時 昭和四十三年一月四日
市役所大会議室

女23．β86人46人増

世帯数

一、

一︑︑場所

20世帯増
11．448世帯

83人増
合計45．774人

21．888人前昇丈毫

4

広報ひゆうが
昭和51年9月鎗3種郵便物認可

犯罪や交通事故をなくし
明るい正月を迎えましょう

迎えましょう唖

次の標語を合いことばに︑みん
なで悪の追放に努めてくださ ︒
◎盗難予防に錠と心の二重のカギ
◎みんなで防犯︑明るい歳末︒
◎誘惑にまけない勇気︑強い意志
◎暴力を追い出せ︑しめ出せ︑根

をたやせ︒
◎正しい交通︑明るい歳末︒

◎ちょっとだけ︑一ぱいだけが事
故のもと︒

ノ

作成しております︒

四十三年度の成人者は︑昭和二
十二年一月十六日から昭和二十三
年一月十五日までに生まれたかた
で︑住民登録により成人者名簿を

式典へどうぞご参加ください一

一月十五日﹁成人の日﹂は︑お
となになったことを自覚し︑みず
から生きぬこうとする成人者を祝
い︑はげます日で︑毎年︑全国各

一年間に四十万．円だけしか控除さ
れないことになっています︒

︵これを﹁累進課税﹂とい

また︑最低の税率十パーセント
の範囲は︑相続税が六十万円︑贈
与税が三十万円と︑いずれも贈与
税の方が不利になっております︒
贈与税は︑贈与された財産の評
価額が︑一定の方式で計算される
ほか︑贈与を受けてから三年以内
に同じ人から二十万円をこえる財
産をもちったときには︑そのこえ
る分について︑贈与税が加算され
ます︒

います︒︶

県民手帳をご入用の方へ

おねがいします︒

昭和四十三年度の成人式は︑富
高小学校体育館で午前十時から行
ないます︒全員が参加されるよう

軽に参加してください︒

にご連絡の．うえ︑成人式にもお気．

なお昭和四十三年度成人者で︑
昭和四十二年十二月二十日以降︑
昭和四十三年日月十五日まで市内
に転入されたときは︑教育委員会

該当者には︑新春に年賀はがき
でご案内いたしますが︑住民登録
をされてない成人者は︑調査がで
きませんから︑もれなく昭和四十
二年十二月二十日までに教育委員
会社会教育課へ連絡してください

地で成人式が催されます︒

ワ

成人されるみなさんヘ

これからは︑いちだんと忙しく
なりますので︑ひとりひとりが細
心の注意をはらって︑この歳末防
犯に協力し︑一九六八年の新春を

ます︒

1一歳末防犯運動月間目
あわ・ただしい年末をひかえ︑日

ましに人︑車︑お金︑物の動きも
活発になってきます︒

十二月は︑一年間の総決算でも
あるところがら︑なにかとあせり
ぎみになり︑あき巣︑ しのびこ
み︑すり︑ひったくりなどの盗難
事件や暴力事件が多くなり︑一方
では酒よい運転による交通事故︑
青少年の非行などがめだって多く
なります︒

これらの事件や事故などを未然
に防止するために︑十二月を歳末
防犯月間として警察署では︑地区
ごとの防犯診断などを行なってい

財産を譲りたい人に
﹁贈与税﹂と﹁相続税﹂
﹁こんなに高い税金がかかるの
だったら︑なにも土地を息子の名
義にするのではなかったのに︑な
んとかなりませんか⁝⁝﹂などと
申告期限のま際になって︑あわて
コ
税務署にこられるかたがあるよ
です︒
．そこで︑亡くなった人の財産を

もらった人には︑相続税がかかり
生きているうちに︑財産をタダで
譲ったり︑やったりすると贈与税
がかかることを︑知っておいてい

相続税では︑財産をもらったそ

ただきたいものです︒

そのほか贈与税には︑いろいろ
とむずかしい規則がありますが︑．
ど﹂しても︑自分が生きているう
ちに︑財産を家族名義に替えたい
とか︑他人にやりたいけれども税
金のことが心配だというかたは︑
一度︑税務署または市税務課の方

四十三年度版の県民手帳は一冊
百五十円です︒現金と引き替えに
お渡ししますから︑ご入用のかた

1

︒

で

は︑早めに総務課まで︒

兜

〉

日日日日日月
木月
男

の額から︑四百万円と法律に規定
された相続人ひとり当り八十万円
が控除︵基礎控除︶されますが︑

噛

贈与税は︑その財産を譲り受け

7

へご相談ください︒

．・

、Y

た︑またはもらった人について︑

r
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特別弔慰金が
支給されます

次のような人は︑特別弔慰金

︵国債で三万円Vが受けられます
から︑福祉事務所厚生係まで請求

してください︒

昭和十六年十二月八日以降に戦
死または戦病死をした者の遣族で
現在その中に年金︵公務扶助料︑
遺族年金等︶をもらっている者が
いない場合その遺族の中の一人が

もらえます︒

たとえば
ω戦没者が死亡した当時に妻も父

ときは︑その中の一人がもらえ

母もいなくて︑︑兄弟姉妹がいた

ます︒

②年金等をもらっている人がいな
くて︑戦没者の子がいる場合は
その子がもらえます︒
㈲戦没者の妻が︑戦没者の兄弟と
婚姻している場合は︑特例とし
てもらえる場合があります︒
ω戦没者が死亡した当時は︑父か
母がいたが︑現在は死亡して兄
弟姉妹がいる場合︑その申の一
人がもらえます︒ただし︑この

9場合は︑戦没者の死亡当時その
兄弟姉妹は︑戦没者と生活を同
じくしていたことが要件です︒

年末の郵便は早めに

窒日までに差し出してく

そくとも銘日︒まで・年賀はがき

年末は︑送り物などの郵便物が
どっとふえるため︑区分や︑配達
事務に手数がかかり︑配達の時間
がおくれがちです︒郵便物を差し
出されるときは︑住所︑氏名を正
確にお書きください︒小包は︑お

は・⑲

ださい︒それから︑郵便受けは︑
必ず設置しておきましょう︒

