、
ρ

昭和31年9月内3種郵便物認可

で

4月20日発行

．．︑

σ⁝：

茄市郊

役 所
広報係

月所人
行集

4発編
q
た︒

記念事業 ★

制定又は編さんするもの
行事を行なうもの
施設などを建設するもの

た︑しかも本市の実情に合った事
業として次の四つの柱を立てまし

念して︑国・県の考え方にそっ

そこで市は︑この明治百年を記

★

とする意義深い年であります︒

える記念すべき年でありわが国の
近代化第二世紀の幕が開かれよう

その意義と記念事業
．ことしは﹁明治百年を迎える
年﹂であります︒

わが国が︑明治を起点として過
去数世紀にわたる封建制度︑鎖国
政策と訣別し︑政治︑経済︑教育
その他各般の制度を改革して近代

．155

号繍

痂
すでに制定するものとしては︑
本年三月の定例市議会に提案され
議決をみました市民会館建設資金
積立基金条例︑文化功労者顕彰条

広報するもの
などであります︒

④③②①

国家への第﹁歩を踏み出してか
ら︑やがて︻世紀を迎えるわけ
で︑この百年の歩みこそ飛躍と発
展に輝く栄光の歴史であると同時
に︑いく多の困難と波乱をのり越
えて聴た営々辛苦の歴史でもあり
ます︒

ことしの十月二十三日は︑わが
国の元号が﹁明治﹂と改められた
慶応四年九月八日︵当時は陰暦で
あり︑陽暦換算では﹁八六八年十
月二十三日︶から満百年に当たる
日で︑いわば明治改元満百年を迎

1968

鴨

難難灘鑛縫灘懇

O
、

ては︑次号からの﹁明治百年記念﹂
の欄に掲載することにします︒︶

により︑そのほかの事業につい

﹁市民大体育祭﹂を行なうことに
しております︒
︵紙面のつこう

例︑敬老年金条例などがあります
また︑行事を行なうものとして
は︑明治百年差祝う市民全部の集
い﹁芸能祭﹂や体育向上と市民相
互の親睦と融和をはかるための．

便

肥守

φ

このように︑記念事業のはじめ
として︑先月二十八日︑市長をは
じめ市会議員︑関係区長︑行政委
員など＝二〇人が参加された記念

植樹祭であります︒これは︑︑美々

ていねいに植え込みました︒

津町字堂面木にある市有旧約二十
﹁ヘクタールに杉やひのきを植林
したもので︑参加者は︑﹁本一本

、

です︒

と︑宮崎市が七千円︑最高は浦
和市の﹁四千円︑次が秋田︑高
知︑奈良の＝﹁千円で︑この割
合が大きいほど市は裕福だそう

の平均額を他市に比較します

六・﹁パーセントに当たります
が︑納税者数等は六月に課税す
るため︑まだわかりません︒
▽ 個人市民税の納税者﹁人当り

▽ 本年度の個人市民税は︑五
九︑三三〇千円で︑総収入の

▽ 個人市民税を納めていただく
義務者が何人かと申しますと︑
市の人口の約三割に当ります︒
前年度の納税者は︑； ︑四
〇八人で同税の﹁人当り平均が
四︑二二三円となっています︒

税等も当てられます︒

▽ 市役所はこの四月から︑四十
三年度が始まり︑本年度に行な
う道路建設や学校建設等のいろ
んな事業もきまりました︒こう
した事業の財源は︑もちろんみ
なさんから納めていただく市民

いることでしょう︒

おられる家庭では活気にあふれて

いよいよ陽春の四月となり︑入
学︑進学︑就職⁝と子どもさんの

四月のくらし

藁勲

★事業のさきがけ★

，

︸

．築

市民会館建設へ積立基金
敬老年金や文化功労者の制定も

．

郵

︑fをr富

→．

千円が追加されたほか︑地方譲与
税︵特別とん譲与税︶の二︑三〇
〇千円︑地方交付税の六︑七九九
千円等です︒

歳出では︑土木費の道路橋りょ
う費二︑九八八干円や港湾費︵港
湾建設負担金︶六︑四五九千円︑
都市計画費︵東部第二土地区画整
理事業への繰入金︶四︑六〇〇干
円と諸支出金の財産取得山山︑○
○○千円︑商工費の産業開発振興
費七六二千円等です︒

非常勤職に公務災害を適用

る災害の補償を行なう制度を定

市は︑市議会の議員や各委員会
の委員︑審議会等の委員︑その他
非常勤の職員が公務のおり負傷し
たり︑疾病︑廃疾にかかったり︑
または死亡したとき︑これに対す

やヲ

．季鱗4

着手したため︑大幅に伸び︑三億
二〇︑四九九千円の増となってい
ます︒

って適用するこ走をきめました︒

め︑昨年十二月一日からさかのぼ
ノだだし︑労働者災害補償保険法
の適用を受ける者︑消防団員など
の公務災害補償条例の適用を受け
るものは︑該当しません︒

補償の種類には次のものがあり
ます︒

ω療養補償 ②休業補償 ㈹障
害補償 ω遺族補償 ㈲葬祭補償

市民会舘の建設へ第口．歩

議会の議長 ．月額五万二千円
議会の副議長 月額四万五千円■
議会の議員
月額四万円
このほか︑教育委員会の委員︑
選挙管理委員会の委員︑監査委員
農業委員会の委員︑家庭児童相談
員等の報酬︑消防団員の手当︑そ
の他非常勤職員の費用弁償等の額
が引き上げられました︒

特別職の給与を改正
日向市常勤の特別職の給与に関
する条例が一部改正され︑給与額．

されます︒

貫

虞

黄

餐

糞奨

します︒

おしらせ
広報ひゆうが四月号︵本
紙︶はっこうにより四月二

．◎

十日に発行します︒

︑●︐
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貢

貢

市
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痴含女親

敗 望弩

顔

次ページのとおりです︒

この建設事業等のおもなものは

計上されています︒

て︑本年度は二六・七パーセント
に当たる二丁五九︑八五六千円が

五パーセンドであったのに対し

とによるもので︑これに伴った歳
入の県支出金も減少しています︒
このほか︑建設事業等も積極的
に組まれ︑前年度は予算の二二・

●

文化功労者は︑教育委員会に設
置された審査会が調査︑審議し︑．
選考を行ない︑教育委員会が決定

﹁文化の日﹂に賞状と賞金または
賞品が贈られます︒

われ︑功労者には︑十目月三日

文化賞の授賞は︑学術︑技術︑
芸術︑体育の部門のうちから行な

条例が制定されました︒

本市の文化の向上︑発達に関し
て︑特に大きな功績のあった人に
文化賞を贈り︑その功績をたたえ
るために︑日向市文化功労者顕彰

日向市文化功労者を設定

月額十三万五千円
月額十万五千円
月額九万円
月額八万八千円

はそれぞれ次のとおりとなりまし
た︒この条例は四月一日かち適用

礎

市 長
助 役
収入役
教育長

市は︑日向市民会館の建設を行
なうため︑資金の積み立てをしょ
うと日向市民会館建設積立基金の

￥・

！2，027

制度を設置しました︒

この基金として積み立てられる
金額は毎年度百万円以上で︑四十
三年度から実施する運びとなり︑
市民会館建設の第﹁歩をふみだす
ことになりました︒

敬老年金条例を制定

です︒

この制度は︑老人福祉法の主旨
に基づき︑年金を支給することに
よって本市の老人福祉をいっそう
増進させるために制定されたもの
これに該当されるかたは︑次の
人に限ります︒

なくなります︒

八十八歳以上で本市内に三年以
上住んでいる人
支給される年金の額は一人につ
き三千六百円です︒ただし︑本人
が死亡し︑または本市の住民でな
くなった場合は︑年金は受けられ

議員および非常勤職員の報
酬︑費用弁償等も改正
議会の議員および日向市職員の
特別職で非常勤のものの報酬や費
なりました︒

用弁償などを改正し次のとおりと

三一k
に比較しますと︑グラフでもおわ．
かりのように︑歳出で教育費が大
幅に伸びていますが︑この要西は
前年度の当初予算に学校建設事業
が計上されず︑六月に追加補正さ
れたこ乏にあるようです︒

また︑農林水産事業費は二七︑
〇七〇千円の減となっております

次に︑唱般会計を各科目別にみ
ますと歳入では市税の二億八三︑

が︑これは︑富島幹線水路土地改良

齢翻露驚

事業が︑四十二年度で完成したこ

β

四六六千円をトップに地方交付
税︑国庫支出金⁝⁝の順になって
おり︑この三科目で歳入予算の七

六・七パーセントを占めていま
す︒

歳出では︑扶助費や保育委託料
のある民生費の一億八九︑○〇二
千円をトップに︑続いて教育費︑
総務費︑土木費⁝⁝の順となって
この予算を四十二年度当初予算

おります︒

は︑本市の実情とわたくしかねて
の公約もあり︑相当思い切った積
極財政の姿で︑市民の生活基盤を
・申心に

一︑教育環境施設の充実1一人作り
二︑道路交通網の整備11道造り

ならびに社会福

三︑地域経済の振興

﹁鞭灘のの

し︑歳出については︑経常的な経

見込まれうる財源はすべて計上
費は﹁応の通年予算としました

果と緊急度なども十分に検討し

9

駐論約九億三千八百召
昭和四十三年︑第二回定例市議会は︑さる三月九日から開かれ
四十三年度予算案や市民会館建設資金積立基金条例案︑市敬老年
金条例案など二六議案について審議された結果︑全議案とも原案
どうり可決承認され三月二七日に閉会しました︒おもなものは次

．

・ ・︽

予算総額は︑九億三八︑二三七千
円となりました︑補正されたおも

﹁﹁

な幽幽欝岐三九︒

なお︑新年度予算については︑三︑四︑五ページに掲載しまし

のとおりです︒

た︒

市税等の歳入を補正
昭和四十二年度の一般会計の最
終予算は︑歳入︑歳出にそれぞれ

︐u！

︷

企業会計は︑第四次拡張事業に

五︑﹁六五千円が減です︒

これを︑前年度の当初予算に比
較しますと︑一般会計は一七・四
パーセントに当たる一億四四︑二
八八千円の増となっていますが︑
特別会計は︑二・︻パーセントの

ました︒

上︑を基本施策の柱にして︑﹁般
会計︑九億七一︑○唄五千円と特
別会計の二藍三七︑三四二千円︑
企業会計の三億九六︑七四八干円
で︑各会計をあわせると一六億〇
五︑一〇五千円の大型予算になり

人づくり︑道づくり︑生活の向

昭和四十三年度の当初予算は︑

一般会計約九億七千万口で︑スタート

農民待望の放水を始めました。
この幹線水路を利用する農家は1，〔籾余世帯、受益面積は、塩見
富高も財光寺、垂心屋の各地域をあわせて570．2ヘクタールにおよ
ぶ広域で、今後はいっそうの豊作が期待されています。

一二︑九ハノ︺○千円が追加 補 正 さ れ

︑一〜

麟
葺繋野．瞬

d∵

・鰻

市長は︑三月定例市議会の冒頭
﹁新年度の日向市政に 取 り 組

での7力年計画で、第1期と第2期

﹁︑

︐

．

で︑
述べさせていただきます︒﹂ と 次 の

む︑わたくしどもの考え方を若千

この地域の特性を十分にいかしで
住民の所得や生活を少なくとも全
国民的な水準に高めるために︑そ
の施策をどのようにして推し進め
ていくか︑現在の地方行財政諸制
度と当市の実情から言って︑それ

は決して容易なことではないと思
われるからであります︒．

しかしながら︑本市は新産業都

きご指
導︑市
民各位

市の申核として︑最も希望のもて

各位のご指導と市民の理解ある

る地域とされております︒

，

一

事業として、昭和36年から同42年ま

編成をさしていただきました︒
なお︑編成の段階では︑歳入に
ついては︑現行制度を基礎として

市長施政方針を表明

市民生活の向上を目標に

ように施策方針を説明しました︒
当面の目標は︑やはり市民生活
の安定的な向上にあ
ることは申すまでも
ありません︒幸いに
して︑わが国民経済
の成長と市議会のよ

が行ないました。

が︑投資的な経費については︑継
続事業︑単独事業とも︑事業の効

貢

金

貢

千巧口

億∂642
4

4
6

a

．r

笠饗

ご協力によりまして︑市政進展の
ため不肖ながら私は︑全力を傾け
る所存でございます︒一中略1

吻翅一…一は前鯉当初予喚

2
6

2礎

a

2

に分けて改修され、第1期工事のずい道部分3，912メートルは昭和
39年に完了、残りの開渠部分が第2期工事として引き続き行なわれ

1以下略II

2f藤8島466
4500

000

儂
551，252

f、

て︑重点的に計上したつもりであ

2億20，944

穿麦出金

9億740！5

に行なわれ、工事の完成を記念して
建てられた碑石の除幕を市長と議長

ります︒

歳1出総額

ここに全線7，012メートルが総工費約1億7，400万円で全部改修され
．ミ

．裂．．

この工事は、特別団体営土地改良
f

欝．

に関係者およそ60人が参加して盛大

」聾
蔑

灘灘譲驚藍網
︑の当初予算編成に当たりまして

りζ200

9∠！96

●

さて︑本市における四十三年度

4449

？

のご協

力によ
りしま
て︑漸次その実をあげております
ことは︑ご同慶にたえないところ
でございます︒

しかし︑問題はもちろん乙れか

昭和43年度一般会計歳入歳出予算月

総工費は約1億7，400万円

らだと思います︒

愛
擾

災害

19

「

4

2億4
2，000

予磧

7Z552
！5；18

商工

＆950
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3月定例市議会

農民待望の幹線水路が完成
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教育施設の充実

なっています︒

．ド

このほか︑宿日直の廃止による
設備費や財光寺小の運動場整備三
等予算額の小さい工事も相︑当あ
り︑教育関係予算の建設事業費を
あわせると︑八四︑九〇一千円と

一す︒

年次計画の六教室改築を一年繰り
上げて︑十二教室を改築し︑本年
度で咽応解消することにしていま

な．お︑この危険校舎改築募．業は

等です︒

中学校では︑日向中学のプール
建設事業︵事業費11七︑○八七千
円︶や富島申学の危険校舎改築事
業︵事業費H四三︑一九〇千円︶

日誌屋小屋体 日向中プールを建設
次代をになう子どもた

ちが自ら進んで勉強に

︵工費一 ︑ 三 四 四 千 円 ︶ 等 です︒

ψ！

︐．

建設事業．以外の事業では︑美々

す︒

津小田ノ原分校と平岩小鵜毛分校
の給食を本年度から実施すること
になりました︒これによって全小
学校の完全給食が実現するわけで

、

．

社会警では・青年学級・髭
学級︑生活学校等の開設学級を四
十二年度以上に増設するほか︑社

います︒

﹁匙塾．

．会教育団体への活動に対する助成
や文化祭の委託料などが組まれて

なっています︒

写真は高見橋建設工事

劉水肇榛☆別

・月

h︑・

このほか︑下水道の整備や交通
安全施設整備事業等もあげられて
おり︵別項で説明︶土木関係の建
設事業費は︑七五︑六七二千円に

す︒

崎地区の土地区画事業も受託事業
として︑進めることになっていま

改良富高線等

道︐路交通網の 整備
舗装畑浦線
．︑産業の基盤となる道路網

の整備や区画整理事業が毎
年行なわれ︑ほとんどの道
路が舗装されたほか住宅地
の整備も着々乏進められて
います︒

本年度の土木費の中から
建設事業のおもなものをみ
ますと︑新規事業として︑
．日工屋の中央通線から臨海工業地
帯を結ぶ畑浦通線の舗装工
事︵事業費H三︑一五〇千
円︶や多年の懸案でありま
した本谷︑西肝内と市街地
を結ぶ工高道路の改良工事
︵事業費11七︑七〇八千円

︶等が計上され︑継続的な
ものとしては︑草場と申原
を結ぶ草場大曲通線の道路
整備︵事業費一1三二︑三〇

〇千円︶のほか︑主要な幹
線市道も年次計画と関係地
域の協力を得て︑ほこりの
しない道路にするため︑昨
年度の予算よヶも︑増額さ
れています︒

費11三︑・九四六千円︶や東

ま元︑区画整理では︑東
部土地区画整理事業︵事業

部第二土地区画整理事業
︵事業への甫繰出金一1七︑

80重を甚ほか亀
蔦

︵事業費11﹁︑六七七千円︶によ

る和田橋︵本谷区︶の建設等が行
なわれます︒

水産業関係では︑水産資源の保
護増殖のため︑魚礁設置事業︵事
業費11九〇〇千円︶やはまぐり資

源養殖事業︵補助金四五〇千円︶
を行なうほか︑富島漁協の共同荷
揚場︵負担金五︑二八○千円︶お
よび放送施設︑誰誰︑美々津漁協
共用の給油施設︵事業費11唄︑八

○○千円︶︑耳川分水関係の補助
金︵四︑一九五千円︶等がおもな
☆☆商工観光関係☆☆

ものです︒

商工関係では︑中小企業の振興
育成のための融資貸付金︵五︑○
○○千円︶や日向申小企業相談所
への補助金︵三〇〇千円︶︾商工
会議所への補助金︵六五〇千円︶
商工青年事業者の学習活動推進の
ための委託料︵四〇〇千円︶等が
おもなものです︒

観光面でば︑たなばたまつりや
十五夜まつりなど︑各まうあの補

・一︑

﹁﹂乳漆︐一︑﹂コ

特別会計

声

四十二年度特別会計予算は後記
グラフのとおり︑国民健康保険事
業が一億五三︑﹁七五千円︑東部第
二土地区画整理事業が四〇︑＝＝
同干円︑農業共済事業が二四︑七
四﹁千円︑公営住宅事業が一八︑八
一三千円で︑これをあわせると二
億三七︑一コ四二干円になります︒

二〇〇千円︶

するほか︑ 先に﹁

この特別会計予算から︑建設事
業をみますと︑公営住宅事業では
住宅用地購入︵二︑○○○千円︶
と第一種住宅﹁二戸を建設︵八︑

一千円︶を行ないます︒

六〇戸の市営住宅が完成じた新旧
市団地に集会場を建設︵﹁︑三〇
〇干円︶することになっています
東部第二土地区画整理事業では
区画道の築造や整地︑幹線水路等
の工事︵﹁七︑八三六千円︶およ
び建物移転等︵補償費唱六︑五四

．讐

繻ﾜ三千円︶等︑社会保
障関野施設の充実と強化がはから

九二九千円︶︑養護老人福祉費

社会福祉面では︑民生費のおも
なものをみますと︑生活扶助や医
療扶助等の扶助費︵一億二〇︑六
五九千円︶や保育委託料︵一八︑

☆☆社会福祉関係☆☆

㍉Q．．．豪

助金︵ミ四Q千円︶と公衆便所等 ・
観光施設整備事業︵五＝一千円︶
が計上されています︒

含まれています︒

六︑七四八千円で︑このうち第四
次拡張事業費に三億三九︑二六五
千円が当てられます︒また︑この
︑申には往環区への本管布設費等も

本年度の総事業費は︑三億九

場の建設をはじめました︒

上水道事業は︑ 給水の需要が年
々増加しているため︑前年度から
第四次拡張計画によって︑新浄水

企業会

封ビ区画

2億3Z342

購
乗部粛二

＼（千円）、
L40β〃

民健

〆合言イ

機
計

ど蓄瘍30窒

励み︑心身ともにたくま
しく育つよう教育環境施
設の充実をはからなけれ
ばなりません︒
その意味において︑本
年度は当初予算から小︑
中学校の建設事業費が計上されま
した︒この事業のおもなものにつ
いては︑小学校で日知屋小学校の
屋内運動場建設︵事業費四二〇︑
五〇六千円︶や田ノ原分校の校舎
増改築事業︵事業費1一﹁○︑ 四 六
三千円︶同校の教職員住宅建設︑

鵬・

﹂

︑．

﹃︸

饗寡三
ぎ／

経済の振興と社会福祉
国営パイロット事業 に着手
環境の整備
住民の健康と福祉の向

千円︶やごみ収集車の購入︵一︑
二五〇千円︶︑墓地移転費︵二︑
二七五千円︶等がおもなもので︑
新しく下水溝清掃人夫詔書も計上

、

また︑農免道路事業︵事業費1一
二︑六六三千円︶は継続して本谷・
地区の道路改良が行なわれます︒
その他のおもなものとしては︑
草地土地改良事業どして︑悪子の
上松葉山と幸脇の桐の陣で︑草地
への土館改良︵事業費11一︑八

六二千円︶や松くい虫防除事業

に建設されたものです。

されています︒

︐産業の振興

☆☆農林業関係☆☆
地域産業の振興では︑農林業関
係で︑美々津地域国営開拓パイロ

︵二︑五三六千円︶︑公有林整備
事業︵六︑九＝千円︶︑財光寺︑
日当屋地区の地籍調査事業︵九九
四千円︶︑幹線水路支線の補修費
︵七〇〇千円︶等です︒

このほか︑各地区で行なう事業

す1市内の小学校では昨年富高小の体育館についで2番め

上に直結する環境の整備
では︑第︻に下水道の整
・備があげられます︒
下水道は第二次計画の
富国第二号幹線水路事業
が七力年計画で四十二年
度から実施されており︑
ット事業︵事業への繰出金11一︑

九三六千円︶が︑本年度からいよ
土地改良事業として︑奥野農道

いよ着工し︑測量が始まるほか︒

行なったものです。敷地面積は約700平方メートル、鉄骨
車家建てで、同校の全児童720人制収容することができま

へ二〇〇 メ ー ト ル 布 設 さ れ ます︒．

補助金︵一︑・○00千円︶や農業
振興貸付金︵一︑・○○○千円︶︑

されています︒

農業振興対策事業補助金︵一︑○
○○千円︶︑集団桑園造成設置事
業補助金︵八四〇千円︶等が計上

この体育館は、校区民の協力もあって、同校舎北側の校

本年度は事業費一五︑○○○千円
で富島中学校西側の吐水溜から︑
県道を横断して︑たんぼの中を北
土地改良事業︵事業費ーー四︑五二

出火した」という想定で演習を行ないました。この日は

階守

庭に、工費1，630万円で昨年の10目から遠藤建設が工事を

将来は︑富島高校と日向区検察
庁の間を通って日向市駅の東側ま
七千円︶による道路建設や用地買
収︑本谷農道土地改良事業︵事業

化学消防車や巡視船「くにみ」、工業港のタグボート「新
開」等が出動したほか、一般の消防団員も出動して、陸、
海から実践さながらの大がかりな演習が行なわれました。

た︒

〇千円︶等が．行なわれます︒

︻○干円︶や小型動力ポンプニ台
と消火用ホースの購入︵﹁︑ ﹁五

消防関係では︑消防団員の処遇
の改善や消防施設の拡充強化とし
て︑防火水槽の新設︵工費二︑五

☆☆消防関係☆☆

交通安全対策面では︑申央通線
と草場細島通線に区画線や歩道防．
護柵など交通安全施設︵四︑六〇
〇千円︶を行なうほか︑交通安全
対策協議上等にも助成︵五〇〇千
円︶して︑婦人交通指導員制度を
引き続き実施することにな呼まし

☆☆交通安全関係☆☆

います︒

また︑失業対策事業︵事業費陛
二九︑四一＝千円︶も引き続いて
実施し︑普通建設事業と併行して
道路整備等を行なうことになって

が計上されています︒

円︶︑老人クラブへの補助金︵四﹂
五〇千円︶︑青少年問題協議会の
補助金︵﹁○○千円︶︑社会福祉
会館建設補助金︵二〇〇千円︶等

生委員の活動補助金︵七〇〇千

また︑社会福祉協議会を申心と
した社会福祉活動をはかるため︑
同会の補助金︵五四〇千円︶や民

れております︒

u、

改築された富島中学校の校舎で、このひとむねの建設事業費は

費11八︑三九五千円︶による道路

さる3月10日、細島小学校に体育館が完成しました。

で布設される計画です︒

細島海上保安署、日向市消防署は、細島商業港に入港す
るタンカーおよび一般船舶の火災、下そう所またはその周
辺における火災その他万一の災害にそなえて、5月12日午

＝一＝■；一■■■＝3二■一；．・．一⁝；＝3■9匿≡≡冒3一隔■■一＝一5一；一■■．一≡≡一一一■■口■≡一＝≡騒■■＝一＝一一＝一■■■■一≡＝一一甲．■■一貫＝＝≡09置＝■≡一一3■

細島小学校の体育飽が完成！

このほか衛生関係では︑し尿処

陸，海から実践さながらの大演習

．教育施設は、毎年多大な予算をかけて整備されています。
ζの写真は、危険校舎改築事業として41年度から42年度にかけて

建設︑和田橋りょう土地改良事業

驚．揃

卿

■

4＝一一≡一3■88≡＝一一＝i薗謄■一一一≡≡冒■巳≡ニ⁝一一■9曜＝＝■一一三■■■呂9≡≡i■■≡≡■一塁■8■

前19時のサイレンを合図に、「タンカー長栄丸の機関室から

灘
理施設の整備︵工費11三︑○ ○ ○

巡視船やタグボートも出動して

（一

整備される教育施設
︐・蕪驚・

・
：．
薮隔
一、翫轟階．．．帆．瀬．・、．
毒轟．
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54，866千円となっています。42年度は手前の6教室ができました．
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市民の﹁交通災害共済﹂
だれでも加
入できます

あかちゃんから八十歳のおと

さる四月﹁日︑日向灘を中心に

手続きも簡単で︑家族ぐるみ
掛金と共済内容は

の加入ができます︒

▽
▽

ω三唱型は︑掛金が唄口︵年掛

け︶六百五十円に対し︑死亡の
場合五十万円︒療養は﹁日五百
円︵百八十日まで︶︑廃疾︵不
具︶は︑﹁万五千円から最高五

十万円まで給付されます︒

ω第二型は︑掛金が﹁口三百五十
円︵年︶に対して︑死亡の場合
は五十万円︒療養は︑﹁日五百
円︵百八十日まで︶︒廃疾の場

合は給付がありません︒

害総額は︑およそ六百五十万円と
推定され︑商店の陳列や農業施設
などがこわれたほか︑漁具やエサ
などの被害︑住宅などの﹁部損壊

による被害などがありました︒
なお︑この地しんにょ．って︑各

起きた地しんは延岡︑．日向地区に

墓石の整理を早めに

しよりまで加入できます︒

▽

保障があります︒

らずの掛金で最高五十万円まで

▽広い給付内容と︑﹁日﹁円た

ることになりました︒

害共済へ加入しておきましょう︒
市では︑五月﹁日から﹁階に窓
口を設け︑加入の受け付けを始め

五月﹁日から実施！
交通災害共済は︑市民総ぐるみ
の助け合いともいえます︒この制
度は︑加入している人が︑日本国
内において交通事故により被害を
受けたとき︑死亡はもちろん︑不
具廃疾または療養に対する共済金
が給付されるしくみになっていま
交通事故の多い今日︑いつ︑ど
こで︑だれが事故にあうかわかり
ません︒この機会に︑あなたのご
家庭でも︑万一にそなえて交通災

きは、この予納金で精算されます。9

．食U

土

4月のこよみ
⑳日

果樹振興会役員会
交通事故防止運動街頭
指導︵子どもを守る運

かたは早めに整理していただくよ

うおねがいいたします︒

にぎわうつつじ祭

とずれています︒

山いっぱいに咲きほζつたつつ︑
じを見ようと︑市内はもとより︑
市外からもたくさんの見物客がお

ことしは︑ちょうど明治百年に
あたり︑花見をいっそうたのしん
でもらおうと︑いろいろな行事が

冝i土︶9空手道大会

催されます︒

冝i日︶柔道大会︑スケッチ大
会︑俳句大会︑民謡大会︑のど
自慢大会

えびのへの救援金続く

5等 各組共通下3ケタ014i
くすりくじ下3ケタ8643231

墓地で墓石が倒れたり︑倒れかか

s町1．2

しん度五の激しんを与え︑日向灘
沿岸につなみ警報が発令されたこ
とは︑みなさんも忘れがたい恐怖

G7244

広場

H3457

﹁家庭の日﹂

えびの地しん被災者への救援金
が︑先月みなさんのあたたかい心
づくしにより十五万二千五百七十
三円も集まり︑すでに災害対策本

部へ送られています︒

その後も多数の人からよせられ
て︑四月三日までに九万五千百七
十五円が集まりましたので︑さっ
そく対策本部あて送金されました
これまでに︑よせられた救援金
は︑市社会福祉協議会扱いぶんで

J1310

B1192

ったりしておりますので︑お墓ま
いりの際危険ですから︑．持ち主の

20

二十四万七干百四十八円となり︑
全額が送金されました︒

E1891

／．

回検針 区i︵刷

一
謔奄P1日〜13日：二i

特賞

動︶

、水道を使い始めるとき、または使はなくなったときは水
道課へ居回をしなくてはなりません』もしも、届出がなく
続けてご使用になると、前に使用していた人に滞納がある
場合は、その分まで引き継いで支払わなければなりません
ので、開始届は必ずおねがいいたします。
また、水道を使用しようとする（給水申込みをする）人
は、基本料金の二月分に相当する金額を、予納金として納
めていただくことになりました。この予納金は、水道を使
わなくなったときお返しします。ただし、未納金があると
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、46掴

調査の結果この署しんによる被

謌

i

翻遡
水道の使用について

の一日であったと思います︒﹁︑
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予納金については4月1日から実施されます。つぎに、
使用水量の検針についておしらせします。
1．ご使用になった水量は検針にお伺いしたときにお知ら
せしますので、使用水量にご不審のあるときは必ず2日
以内にご連絡ください。
ただし，10キロ未満しか使用していないご家庭には，
別におしらせはいたしません。
2．検針の期間が変りました。
日程は次のとおりです。
●

ノ

