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踏3区には、月4．000トンの飼靭を生産する県経済連の工場

新産業都市4年めを迎えた日向臨海工業地帯は、ますます活

同時に3隻も接岸できるようになり、国際港としての威容をい

進す

︸︑

建設され、3月には操業を始める予定になっています。

素︑

︵工爆建設に活気づく日向臨海工業地帯︶

︑・．い

．ぞ．論叢︾⁝畑燕州
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︑﹁︑侭．．∵

ぎ

藤篇鍵￥ゑ↑

鼠︾帰船レ選言∵・．

．乳

0⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝○

・極相

へ

鮫

三所蘇

茄市嬬

号繍

∵・一．：

一Ψ一．

外㌔＾︑確．．

︑ぶ一︑撃ぬ．み戦

㍊︑ジジ熟．冨∴ジ？謎言㌢

ド﹄．ゴ

〜続

：

︑・．

嵐へ﹂−．二．∵るぐ

∵

︑・︑肖マ養毒蓼曜謙蓋灘購膿

︑∵∴

．．冨．．．・・

ヒゼ．・・ゴ

欝欝
行集

月所人

袈裟雄

篭

気づ試この新年を葵機に、南九州開発の撫点として大きく躍

ることでしょう。

−発編

玉

限りない希望をこめて
日向市長 児

︑

わたしどもの日向市は︑南九州経済開発の
拠点という大きな使命を帯びることになって
早くも五年めの春を迎えました︒
みなさんのおかげで︑人の通る道やお子さ
んがたの学校もだいぶん整ってきましたが︑
問題はやはりこれからだと思います︒・
本年はしかも︑明治の百年置相当レますの

．︐．

全国民が驚鴎べき勇気と精力を傾けて近代国家の建設にまい翻したよう

新鷺にするζとであヶまし よ う ︒

完薦ず覧逢、15．000トン級の船が第：一糖業の専用岸壁を入れて

典勲醜設工事が急ピッチで進められています。この工事が

68
19

︑にるいまわたレどもは︑これら先人の聡明と努力に感謝しつつ︑国家的
な視野のもとに︑次の世代への歩みを正しく︑かつ確固たるものにしな

肇

〜〉

｢の中は︑︐ますます複雑をきわめ︑お互いいろいろの困難に遭遇して

♂ければなりません︒

・・

6i月から建設されており、操業を間じかにひかえ工事は着々と
進んでおります。

さ）ち音が籔勢柔くひびいています。
．，
蜉 設鳳．細島工業港は、．15．oqoトン級の船を接岸する公

が敷地12．615平方メートルに、総工費約3億円をかけて、昨年

日向館海工業地帯は新春のやわらかい日ざしの中に、建設の

また、第2区の新造甘地99．000平方メートルでは、日向製錬
所の新工場が、総工費約13億1千万円をかけて、昨年6月か・ら

〔蒸熱蕪雑諜櫛コ

ψうが

︐ば趣将来への恨りない希望をこめて︑この旧年を十分に意義あらも訪た

灘瀦

：広離

土の 建 設 に

郷
黎鶴総講鷺山薮爺羅切難髪難
日

月

昭和31年9月第3種郵便物認可

発 行

親王乾干黎︑配載がげ召馨ぴ蔀澱︑誹邸爵

っそうますことでしょう。
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︑︑各位のご健康とご多幸 を 祈 っ て や み ま せ ん ．

．．｝
て蕩

一、

s冾ﾌです．﹁︐ヨ
一、
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1

輝ける日向市の未来を

昭和四十二年度第六回日向市議会は︑さる十二丹十﹁日から二十二日
まで行なわれ︑日向市総合計酉審議会条例案や昭和四十二年度円錐会計
補正予算案など十八議案が提出され︑いずれも原案どおり可決承認され

なったものです︒

︐しています︒

また︑防火志そうニケ所の新設
費として百九十七万円を追加補正
．：そのほか︑社会福祉費︑児童福
祉費などが追加されてい托すが︑
これは︑基準となる補助単価が引

④9

︑

掛

︷．︐ーー．看−嚢・・︷3・︑曜︐監尊董︐．︐も．重重き重圏一・コ筆・

会社会教育課まで届けてくださ

の内容を簡単に書いて︑教育委員

唖．漏

纏蕩網藷酸血綿羅．期
する趣旨等から︑昭和四十四年明．

さがいちだんときびしくなり︑一
日じゆうストーブを使いっぱなし
．という例が見られます︒このごろ

け出された．などのニュースを聞

では︑石油ストーブなどの過熱か
ら火災が起きて︑さむ空の下に焼

これ与の火災の大半は︑取り扱

かされます︒

−いの不注意から起きているといわ

れています︒各家庭におかれまし

毎月の十六日は﹁市民防火の．

ても十分ご注意ください︒

曝

ら

っ・3︐︑−漣

日﹂です︒プロパンガスの取り扱
い方︑石油ストーブの使い方︑そ
・の他防火についての知識など︑一

﹁家庭の日﹂の﹁日に話し合いを

家だんらんのひととき︑または
実行してみましょう直

！

・．〜︐．︐き

申し込みによっては︑二月から

どをお知らせいたします︒

でも始めますので︑どなたでもお・
気軽にご相談ください︒

新入学児のいる家庭へ

ことと思います︒

教育委員会では︑昭和四十二年
十二月﹁白現在で住民登録量によ
り︵昭和四十三年度の小学校新入
生の調査を行ない︑該当するご象
庭には︑すでに通知が届いている
通知のとどいたご家庭は︑記載
内容にまちがいがないかよく確か
めてください︒もしまちがいがあ﹂
る場合はごめんどうでもその通知
を持って市役所市民課︑または各︑
支所で住民票と照合され︵手数料
は︑この場合に限り無料取り扱い
としております︒︶教育委員会に
連絡をしてください︒・

ので︑よろしくお顧いします︒

また︑通知のとどかないご家庭
も︑早急に教育委員会へC連絡く
ださい︒新入生のいるご家庭には
今後もいろいろな通知があります

ようというものです︒

﹁ください︒

出かせぎを希望されるかたは︑．
必ず日向市出かせぎ対策協議会・
︵農業委員会事務局内︶に届け出
をすませ︑安定所を通じ就労して

．委員会へおたずねください︒

県関係の公共事業で︑いま︑市
内で行なわれているものや近日中
に行なわれるものは次のとおりで
す︒このほか︑市関係の事業もか
なり行なわれていますので︑農業
岸壁工事うかんがい排水エ事︑

・つ

．土地八万円︑家屋五万円︑︑償却肇・．識

が︑同唄人の資産の課税媒準額が．

壽尋義湘︑峯．瑚尋耀ヨ溺．

固定資﹁産税

．んでおります︒

・す︒四十二年度は﹁憶百八万六千
円で四十三二一パーセントを見込

資産を課税客体として課ずる税
∵
月
一日までに新築された専用住宅
の中に︑固定資産税があります︒
でその床面積が八十五平方メLト
この税は土地︑家屋及び償却資・ ル以下のもの︵併用住宅では人の
産︵機械器具等︶に対して毎年﹁．∵ 居住の用に供する部分が全体の床
月一日の状況により課税されるも．﹁
面積の半分以上で︑その部分の床
ので︑納税者はその資産の所有者 オ面積が八十五平方メードル以下︶．
です︒
・ は課税される最初の年度から三グ
土地と既存の家屋は評価額が決
年胤税額が半額に減額されます︒
っており三年毎に評価替えするし
この適用を受けようとする者は市．
くみになっておりますが︑地目の
長に申請しなければなりません︒．．．い
変更や家屋構造の変更︵改築損壊
︵詳しいことは税務課へどうぞ︶
等︶新築についてはそのつど評価
税収では四十唄年度決算で八千
決定されます︒資産の状況は課税︐ ．四百七十七万二千円で市税収入のt
台帳に登録し︑毎年三月﹁日から
四十二二︑万ーセントになりま
同二十巳まで場所を指定し︑窯料﹂

税率は課税標準額︵評価額より

で関係者にみていただきます︒
低い額︶の一・六パ︑ーセントでザ

ことになりま・した︒

と

四十一年度決．算まとまる
市の昭和四十一．年度各会計の決
算がまとまりました︒
﹁．般会計は智歳入八億三千四百

十七万九千九百五十円︑歳出八億
三千三百十九万八千四百九円で︑
差引き残額は︑九十八万千五百四

．︐︐

お知らせいたします︒

くわしいことについては︑後日

十一円となりぎした︒

・

．噛﹃

一︻7葦8︾⁝︑︽孝︑4〜︽4一・︑︽季＼︽
ー
おりましたが︑ これが昭和四十三
火災の大福は不注意から
年分︑ つまり本年四月一日から︑
﹁寒﹂ ︵ヵン︶にはいると︑．寒
年四回に分けて納入していただく

．・・卜

ヤ㍉
が︑四十四傘四月には従業員百十
五入で︑自家飼育を月三十六万羽
までに増すほか︑一般農家にも十
五万羽の飼育を委託して︑月産十
七万羽の処理加工まで引き上げ︑
初年度は百二十八万羽を処理加工

工事完成後の四十四年十月から

・する計画です︒

は︑従業員百四十五人で常詩四十
五万羽の飼育と十七万羽の委託飼
育を行ない︑月産二十五万羽を処
理加工して︑年間約八億七千五百
万円の売上げを見込んでおり︑製
．品は日本ハムを通じて西日本各地
で販売することにしています︒

わたしたちが︑日常生活を．送る

用され・るときは前の月の二十五日

い︒この場合︑﹁日の相談日を利
って相談に島55じてくれるところが

うえで︑いろんな悩みや困ったこ
とがおきたとき︑どこか責任をも

まで︑十五日を利用される之きは
その月の十日までにご連絡いただ
きますと︑折り返し会場や時間な
市では﹂いろんな問題の相談に

ています︒

出かせぎに出たまま︑行方がわ
からないとか︑賃金を支払ってく
れないとかいう問題が各地でおき

出かせぎ希望者へ

出かせぎ者の家庭や

あったらな⁝⁝と思われることが．
あるでしょう︒ ．
応じる窓口を検討していますが︑．

︵買物をするときの値段や品質︑

とりあえず市長が市生協や︑市生
活学校どいっしょになって︑日常・
起きる問題︑たとえば︑消費問題
量目などの苦情︶とか︑交通事故
の問題︑公害の問題︑住宅︑道路
貯金⁝⁝等問題の具体的な悩みや
苦情などについて︑毎月︑﹁日と
十五日の二回︑市長が直接相談に

市出かせぎ対策協議会は︑これ
らの事故を未然に防止するために
各地区の民生委員のかたに依頼し
て出かせぎ者や出かせぎ希望者を
しらべています︒

なお︑相談日の唄・日と十五日が

応じようというものです︒

の翌日に行なうことになります︒

事︑青年技術鎮建設工事︑保健所

農免道路工事︑．高校寄宿舎建設工
車庫建設工事︒

｝

玄した︒

虫防除の事業量がふえたためその
事業費等として補正を行なったも

おもなものについては次のとおりです︒

逼加額は約二千七百万円
つぎに︑土木費に千五十七万七
千円が計上されています︒これは
鵜毛道路改良︵拡幅︶事業費と︑
県事業負担金などの追加補正を行

のです︒

昭和四十二年度の﹁般会計予算
は︑予算総額八億八千四百五十九
万一千円に歳入歳出それぞれ二千
七百三十九万二千円が追加補正さ
れ︑総額九億千百九十八万三千円
となりました︒追加されたおもな
ものは︑

農林水産業費に三百六十八万八
千円が計上されています︒これは
千がい対策事業の補助金と松くい

より例年にないきびしい国家予算
を打ち出しております︒当然本市・

勝 の予算もこの影響をうけて緊縮予

ト悪馬︐・︐．1︑

十十十十
一一一一日
・日白日．，

き上げられたことによって補正を
行なったものです︒その他︑清掃
費︑普通財産取得費などが︑それ
ぞれ追加補正されています︒

総合計画審議会条例を制定
この条例は︑わたしたち住民が
よりしあわせなそして安定した生
活ができるように︑長期にわたる
総合的な分野から計画をたて︑そ
れを実現させるために︑日向市総
合計画審議会を設置したものです
審議会は︑審議員二十人以内で
構成され︑市長の諮問に応じなが
ら︑必要な事項を審議していく機
関であります︒

保険量の納期を変更

︑

・

国民健康保険税は︑いままで︑
．︑十期にわけて納入していただいて

︑

〜〜・〜・〜

．市議会議長 柏 田

−一

睾・腎E6弛︷︾．蓬ξ啄乱・・iし︐星．〜乙．畢・﹂電遣し．塑︑．．重−

。日日日日

算となることは明白であります︒

．

り「十八四

新年を迎えるたびに痛感します

ことは︑年ごとに神社仏閣の参拝
このような情勢の中で日向市発
者が激増することであります︒こ 三訂はまず広域行政に積極的に取
り組むことであると言っても過言
ではありません︒しかし︑この大
事業は﹁朝﹁夕ではとうてい達成
するものではなく︑地域住民の一
．人一人が真剣に取りぐんでいただ
けるか︑いなかにかかっておりま
す︒・わたしたち市議会庵責任の重
大を痛感し︑けんめいに努力する
のことは高度の経済成長と民心の 覚悟であります︒市民総参加行政
安定を裏づけるもρであり︑明治 が実を結べば︑日向市の未来は限
百年の記念すべき年にふさわしく りな﹁い平和と希望に包含されるζ

．

ト

︷3ξ︑．〜．

ノ﹂

会社の施設ば︑∴美々津駅の南方．

およそ四百メー．トルの海岸添いに
ある市有臨および民有地から約七︑
ヤサ
へ
万四千平方ズート．ルを買収し︑こ

ま．月月月月

﹁

允

黙・

梅︑

砦特一亀

︑

のひなを飼育し︑これを処理加工・

こに総工費約三億二干万円で鶏舎
七十五むねを主とする育成施設や．
加工︑処理施設︑管理施設等を建
設する計画です︒
工事は︑︑本年二月中に着工し︑．

三月中旬には﹁部ひなを入れて鋤
恥し価処理は五月から操業にかが
る予定で︑全工事の完成は︑四十

『『一
す明一

苦情や心配ごとはお気軽にどうぞ

市長が相談に．応じます

．月産四万羽の処理加工を始めます︐

四年五月を目標にしています︒．
操業当初は︑従業員六十人で︑．

お・

日曜や祭日などに当る場合は︑そ

O

な第第取違
つ四三ニー
て三期期期

出かせぎ者には︑職業安定所を
とおして︸国内の安定した優良事
業所に耳早したり︑県内で行なわ
れる公共事業に優先的に雇用きせ
ただし︑会場とか︑時間のつご
うもありますので︑この窓口をご
利思になる方は︑あらかじめ相談

し

すがすがしい感じがいたします︒ とでありましょう︒市民のみなさ
しかし︑政府は内外の諸情勢から まの絶大なるご協力をお願いし新
財政硬直化を叫び︑景気抑制策に 年のごあいきっといたします︒・

ム

建辱f︑．ぴ1蛍一﹁4卑章蕃講

ら

市内美々津町清水ケ谷に南日本
して出荷することを主体とするも

月産二十五万羽の処理を目標
ブ・ロイラー株式会社︵仮称︶ の 進

や日本ハム株式会社︵大阪︶︑東
西産業貿易株式会社︵東京︶︑西

在その作業をずすめていますが︑

治百年の記念行事や事業について
審議する﹁B向市明治百年記念事
業準備委員会﹂を先月設置し︑現

そこで︑市は︑本市．における明

その後︑わが国は︑多難な諸問
題をかかえながら︑近代国家への
道を歩んできました︑そうして教
育の振興︑産業経済の開発︑住民
福祉の向上等につとめ︑わずか﹁
世紀の間に諸外国の驚嘆の的とな
る発展を見るにいたったものです

くモモダしヨミしごこもじミミく

立するものです峨

が出資して︑資本金六千万円で設

日本プロィラーセンダポ︵日向︶
菱和飼料株式会社︵門司︑︶の五社

ので︑↓二菱商事株式会社︵東京︶

出が決まり︑工場建設についての
仮覚書の調印が︑さる十二月二十
六日市長室において︑市長と国友
輝雄三菱商事飼料畜産部長代理 と ・

0間で行なわれ︑柏凪市議会議長
が立会いました︒

この会社は︑ブ旦イラー︵驚︶

記念事業の検討始まる
昭和四十三年十月二十三日は︑元
号が﹁慶応﹂から﹁明治﹂に改め

，・
市長と国友部長代理

これが具体化して︑−その準備にか

協力をお願いいたします︒

費

12月定例市議会

南日本ブロイラーが進出・

巴

ｩるさいは︑市民のみなさんのこ

．r

匿

写真欣仮覚書に調印する

照︑．

羅

「

「

亀

総合計画審議会を設置
すぎなかったのです︒

馳．

欝欝
3︑

／．

畳4

鵜毛道路の改良費等も追加
一

回漕
τy㌧冥マ幽ご一．ゲr−
−；ξ』
書一
」
，
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寒さから水道を守ろう

︐水をたらしておきましょう︒

つぎのようなどきはt必ず事

四︑給水装置の所有者が変ったと
き︒

五︑使用者が変ったとき︒

また最近では判唄時断水をして
たいへんこめいわくをおかけして
おりますが︑これは︑都市計画事
業や電報電話局などの拡張工事が

−行なわ．れ︑水道管の移設替え工事

・．・・9・ヴ．〜．．・・．乱悔

ロげド

帖

が必要となったためであります︒
このことにご理解いただき︑今後
ともよろしぐご協力をお願いいた
します︒ ．﹂︑

f．．y・．．・・．・・噛9・・のご．．

・ず

この検査は︑集団で行なうたぬ≠

だすことになりました︒
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帖婦人の集団検診を実施

三︑長く留守にするとき3

前に水道課へお届けください︒
﹁︑引越してゆかれるとき︒
二︑引越してこられたとき︒

▽

三︑翌朝とくに寒さが予想される
ときは︑じゃぐちを少し開いて

露出部分には布やなわで保護を

なります︒

新春とはいっても︑まだまだ寒
さがつづき気温がぐんと下がって
各地で︑水道管がこおり︑メータ
一やじゃぐちの破裂による漏水が

この寒さから漏水を防ぐため︑
各家庭では︑次の点に注意して︑
じゅうぶんな保護を行なってくだ
唄が水道管の露出部分とくに立ち

きいつ

．

コ

難騰￡癖肋倣盤

朋治百年三島灘罐

1月のこよみ
．11日木

E蠣藤織

止受診者を募集しております︒︐ご希

本市でも︑各区長さんを通じて︑

鍵盤継歎難御

巡︶べお申し込みください馬．．
ﾎ象者

二月二十日から二月二十九国ま

児を次の要領で募集しますコ
﹁︑募三期商

市では︑ことし四月唄日から保
育所︵園︶に入所を希望する保育

保育所入所児を募集

お問い合せください︒

三︑申込期日 ﹁月二十五日まで
くわしいことは︑市衛生課まで

五十円で受けられます︒︶

二︑料金 五百円︵ただし︑対ガ
ン協会会員は会員証を提示すると
三百円︑市民税の非課税者は市長
の非課税証明書を提出すると二百

希望したい人︒

．市内に居住する満三十五歳以上
の人を原則としますが︑医師が検
診をすすめた人または特に受診を

「、

ち嚇

この検診車は︑子宮ガンの三期．
発見と早期治療の徹底をはかるた
め県が購入したもので︑県内のご
婦人がたを対象に巡回検査にのり

●

会︵十時︶
︑朽日月﹃成人︑0旧﹂ ︑

ら
値例の消防始め式がさる1月5日富高小学校グラウンドで

・成人式︵富高 小 学 校 ︶

世帯数

zきれなぜを入れて︑メーター
の裸温に努めましょう．

ト威勢よく放水……消防始め式盛大に行なおれる

三日．火 八市助役会
ｩ 永 市交通妥全三三協籍会
．⑱雪渓・生立髪校ヂ・．・﹁・

土 ・ 東 臼 杵 郡そ菜推進協議

＝@金 青年学級講師肝修会

月火薬飯扱い講習会げ

．﹁家庭の日﹄︐． ︑

﹁会 ．．亨イ︑喀．

．20日

日

し
0
3
，
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、
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フ2人増
合計妬．846人

、

、

木．市公民館長が会 〆 ︑ ・

﹂

櫨大に行なわれました。

辱

．456世帯8世帯増
11

・25段

女23．924人38人用

筆．

斜日
デ盟日

．人口（1月1日現在）
●

．一

一転5、∴・・

臨時市議会．
％日 金 部落団体長研修会

．

郭

この日は、消防団員約700人が出動し、一糸みだれない規
律動作を発揮しました。それからまちを行進したあと、塩見
川において、観衆の見守る中をいっせいに放水しました。
1

∵男21・勉人前易焔
，

髄幽幽受難
・
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六十人

六十人
・九十人

六十人
六十人

︑六十人

﹂

出しています︒︶

︵このほか︑同情袋送金料等と
して﹁万二干四百三十九円を支

円を配分︒

・長期入院施設入所者瓢三百十六
人に見舞金として九万四千五百

﹁恵まれない人に愛の手を﹂と
昨年十二月目歳末助け合い運動が
行なわれ︑みなさまのあたたかい
愛の募金も前年を上回る二十四万
八千六百十円が集まりました︒
市社会福祉協議会は︑これを配
分会の決定のもとに︑次のかたが
たへ配分し馬．残額の﹁万八千六百
七十六円は︑街頭募金に繰り入れ
ることになりました︒みなきまの
ご協力に感謝しております︒
・生活困窮者百十三世帯︵三百五
十人︶に十二万三千円を配分︒

愛の募金＝十四万八干円

歳末助け合い運動

けとりください︒

所または各保育所︵園︶でお受

．．ラ入所︵園︶申請用紙を福祉事務︑

入所の申し込みをされる場合は

五︑申込手続﹁

って︑負担額は異なります︒

四︑保育料
保育料は︑保護者の納税額によ

三︑ 入所できる基準
家庭外労働者で︑家庭において
子どもの保育ができない場合

岩脇保育所
美々津保育園

塩見保育園

正念寺保育園

日蔭屋保育所
細島保育所

二︑募集人員 四百五十入
上町保育所・． 六十人

艦

