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塩見権現原に建設申の新浄水場
と既設の配水本管とを接続する配
管工事が四月末日には完成し︑い
よいま五月十日から試験通水には
いります︒

できるようにしたものです︒

この工事は︑市が上水道第四次
拡張工事の第﹁期工事として︑昨
年の﹁月︵四十二年度︶から続け
ていたもので︑既設の江良浄水場
のほかに︑もうひとつあらたな浄
水場を建設し︑配水管を江良浄水
場からの本管と接続して︑﹁日最
大能力﹁万千五百トンの水を配水
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観醒

月所人
行集

﹂早発編

るところです︒

続する﹁部分が塩見川を横切るた
めに︑ここには約百メートルの水
管橋をかけて︑その上に配水管を
固定させる方法がとられており︑
いま︑その工事が着々と進んでい

的な通水を始める予定です︒
この間に︑家庭用水に赤水など
が出ることも予想され︑ご迷惑を
おかけするようなことがあると思
われまずけれども︑しばらくのこ
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○：⁝：：とじておくと便利です⁝⁝⁝○

市役所
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この第﹁期工事では︑浄水場建
設と配水管の接続工事を含め馬お
よそ三億八千三百万円がかけられ
ていますが︑工事が完成すれば︑
四万千人の給水をまかなうことが
でき︑一艮最大配水能力も﹁万千
五百トンと拡張されて︑これまで
悩まされていた高台地区や︑夏い
ちばんの水不足等も解消されるこ
とになるでしょう︒
完成後は︑六月末日まで試験通
水を行ない︑江良浄水場との水圧
の調整やコンクリートの﹁アク﹂
ぬきなどをして︑七月からは本格

恥己κ・Wr

述
1969

9

新浄水場の配水まちか

9

接続される地点は︑権現原の新
浄水場から︑市内財光寺の沖町と
富高中原︑塩見橋南北両側の四カ
所で配水管の長さは︑四ヵ所あわ
せて五千二百七メートルとなって
います︒このうち︑中原方面に接

繋
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簾．・

しんぼうとご協力をおも．婁もいた
します︒

写真は塩見川に架設される
配水管工事

四月のくらし

四月も半ば過ぎとなり︑日﹁
日と気温も上昇して︑田んぼに
は菜の花やれんげが咲きみだれ

この時期になると︑川の水も

快よい季節となりました︒

ぬるみ︑子どもたちの︑魚つ

ます︒

りゃ水あそびのすがたがみられ

▼水の事故にご注意⁝⁝︒
子どもたちにとっては︑たの
しい︑魚つりや水あそびが︑お
となの不注意や︑監視の不十分
なために︑かなしい事故になっ
てしまったという例がたくさん

は︑十分注意していただきたい

あります︒子どものあそびに

▼そろそろ食中毒の季節とな

むのです︒

りました︒

気温は日増しに上って︑いろ
いろな病原菌がはん殖しゃすく
なります︒この時期は行楽期で
もあるし︑遠足やピクニックの
ごちそう︑家庭での食物の保存
には十分注意して︑健康保持に

努めましょう︒

▼車の無理な運転は事故のも
とです︒四月から五月にかけて
ゴールデンウイークを迎え︑ど
この観光地も行楽客で交通量が

増大します︒

全な運転をしましよう︒

車でお出かけのときは︑ゆと
りあるスケジュールをたて︑安

ρ

本年度
第﹁回定
例市議会
は三月十
日か ら 二

十四日ま
で行なわ
れ日向市
職員定数
条 例の﹁

三訂予算は千二百万の減．
四十三年度における﹁般会計の
最終補正予算は︑歳入歳出ともに
﹁千二百五十三万二千円を減額し
て︑十億九千九百七十二万四千円
となりまし﹁た︒

補正のおもなものは︑市民会館
建設資金の積立百万円や生活扶助
費の予算不足分百五十万円等の追
加と︑減額分では︑種島沖の漁業
補償による共同荷揚所の建設が確
定したため︑本年度の事業四百八
十万円の申止や縁開水路の災害復
旧事業三百二十二万三千円の翌年
度繰越し︑小中学校の管理費二百
三十六万七千円等です︒

米の共済金額を改正
水稲︑陸稲の共済掛金が六十円
から八十円に改正されました︒
現行の金額では︑被害が発生し
た場合の補償額が少ないので︑こ
れをできるだけ引きあげて被害農
し︑職務の重責をかえりみず︑療
養につとめさせていただきました
が︑病身にあってなお職責を全と
うすることは困難とぞんじ︑その
職を辞することにいたしました︒
思えば就任してから四年半︑大
過なくすごさせていただきました
が︑これも公私にわたって寄せら
れましたみなさまのご芳情のたま
ものと︑衷心より厚くお礼申しあ
げます︒これからは療養に専念し
ながら本市の教育発展のため︑側
面的な協力を惜しまない所存でご
ざいます︒

どうか今後とも一層のご交誼の
ほどせつにお願い申しあげます︒

時節柄︑みなさまご一家のご健
康とご繁栄を希い︑辞任のあいさ
っと在任中のお礼にいたします︒

家を救済し︑農家経済の安定を
はかるため改正されたものです︒
なお︑この改正で十アール当りの
掛金は百五十七円増額されます︒

し尿の取扱い手数料を改正
し尿の取扱手数料が四月﹁日か
ら︑現行の十リットル十三円五十

銭を十五円五十銭に改正しまし
た︒

これは諸物価および人件費の値
上りゃ作業員の求人難︑業者の経
営状態などを考慮して︑また︑県
内列の類似団体の実情も調査した
うえ改正されましたが︑これによ
って︑施設の整備を図り︑収集業
務を更に衛生的に行なっていただ
くほか︑住民のサービス向上にも．
﹁段と努めていただくものです︒

市職員の定数を改正

職員︻人です︒

彊先生

市職員の定数は︑三百九十八人
でありましたが︑二十人増加して
四百十八人に改正されました︒
増加したのは︑市長の事務部局
︵各課︶の職員と消防機関の職員
が各六人︑教育委員会の所管に属
する学校の職員七人︑水道企業の

教育委員に海野
昭和三十九年十月から教育長と
して︑教育行政に活躍された河野
茂秋先生が病気のため︑三月三十
︻日付で退任されることになり︑
後任に海野 強先生︵五十九歳︶．
が選任されました︒

先生は︑東郷村寺迫の出身で︑
昭和九年に教諭となり︑以後社会

教育主事や各地の中学佼長を歴
任︑岡藩中学校長を最後に退職さ
れたものです︒市教育委員会は四
た︒

月︻日付で教育長に任命しまし

㈹工業港が本格的に側港
・大型貨物船がぞくぞく入港

また・外国船の入港にともな・

闘た・

⁝て︑入国管
叩理事務所細

︑︑

︐ノ

︵八・二％︶︑諸収入の千七百三

や地方交付税の千九百七十万円

前年度乏の比較では︑全体的に
六・八％伸びて︑六千六百三十四
万千円の増加となっていますが︑
おもなものは︑市税の四千二百九
十万八千円︵十五％の伸び︶の増

万二千円となっています︒

四％を占めて︑最も多く
続いて地方交付税の二十
五％︑次が国庫支出金の
二十四・九％の順で︑こ
の三科目で歳入予算のほ
とんどを占め︑八十﹁・
三％に当たる八億四千四百四十六

は市税が全体の三十．﹁・

﹁般会計の歳入予算で

一＼

︑︑︑﹁

︒ご

工業港へ初引航した大型貨物船

トンも配置され︑同港は着々と整・
備されました︒

卿

こうしたなかに︑市は工場設置．
奨励条例を制定︵﹁月二十九日︶
して︑長場誘致に懸命な努力を続
ける﹁方︑二区では三十九年十月
から着工した鉄興社の二酸化マン
ガン工場が完成︵五月︶して本格
的な操業にはいりました︒

藤井市政から児玉市政へ

等の建設︑市申
心部を街区方式

なお︑市税は市民税や固定資産
税など七科目が含まれ︑トップは
固定資産税の﹁億五千八百七十六
万九千円で︑次が市民税の八千八
百三十四万千円︑続いてたばこ消
費税の四千六百十五万千円︑電気
ガス税︑軽自動車税の順です︒

県支出金など六科目です︒

十五万三千円︵八十﹁・﹁％︶と
それぞれ増加のほか︑自動車取得
税交付金七百九十万九千円と繰入
金約二百万円が本年度は当初予算
から計上されているためです︒
また︑減額では市債が昨年に比
べて三千七百五十万円減っている
ほか︑財産収入の千百三十万円や

●

十六戸の建設と市街地の下水路工
事等が行なわれました︒

四十年度のおもな建設事業とし
ては︑日向中学の体育館建設や岩
灘中学の校舎建設など教育施設の
整備︑中央通線や草場細島通線の
継続事業と草場大曲通線および米
の山回周道路︑東部第二土地区画
整理などの新規事業に着手︑新財
市や伊勢が浜︑平岩に市営住宅三﹁

の漁船遭難や細島︑平岩地区の集
団赤痢発生等がありました︒

⁝島出張所の
による住居表示
㎜開設︵八月﹁日︶や海の治安を守 −の実施︑第﹁回総合文化祭などが
行なわれました︒
その他では︑阪和合繊株式会社
が財光寺に進出︵十二月︶したの
をはじめ︑市内三農協が合併して
日向市農協の発足︵七月︶美々津
大橋の建設に着エ︵八月︶特急富
士の日向市上停車︵十月︶また暗
い二凛ースとしてアグリカン島沖

②

剛時に完成︵四月三十日︶しまし． ．児玉市政の初年度事業は︑藤井
市政に継続して︑南日向公民館の
建設をはじめ︑学校や住宅︑道路

れました︒

雄候補が三代めの市長に就任し︑
助役に甲斐尊前建設課長が選任さ

㌧ 市政面では︑藤井市長が病気療．
剛方︑公共岸壁には︑﹁時間三 ち9
養のため任期半ばで辞職されて︑
七月に選挙が行なわれ︑児玉袈裟

・十トンの処理能力をもつ大型荷役
・クレーンアンローダー号が完成し
て︑その威力を発揮始めたほか︑
．㎜五千百四十平方耕の公共土場も同

㎜

．大型貨物船が次々に入港するよう
引になり︑良港は活気づきました︒

⁝成︑南九州化学等の原料を積んだ

・迎えた昭和四十年﹁月︑細島工業
．港には初の大型貨物船アビス・7
贈エイス号︵﹁万﹁千トン︶が第﹁
●糖業の原糖を積んで入港し︑これ
．以来︑日向製錬所や鉄参社︑旭化

@新産業都市の指定から満﹁年を

闘

篭拳

ク

部を改正
する条例
案や日向
市清掃条
例の﹁部
を改正す
る条例案
四十四年
度﹁般会
計予算案

など三十一議案を原案どおり可決
おもなも の ・ は 次 の と お り です︑

承認しました︒

退任のごあいさつ

河 野 茂 秋
新緑の好季節となりましたが︑
市民のみなさまにはお元気で毎日
おすごしのこととお喜こび申し上
げます︒

さて︑わたくし︑・昭和三 十 九 年

十月から本市の教育長に就任し︑
以後市の教育行政に携わうてまい

りましたが︑このたび健康を害

一㌧

総額は十三億千四百万国

ます︒

こうしたことから︑本年度の﹁
般会計の当初予算は︑昨年度に比
較して六・八％の伸びとなってい

ません︒

なお︑本年度は市長選挙が行な
われる関係から︑義務的な経費や
継続的な建設事業費︑緊急を要す
る経費等が組まれており︑新規の
事業等はほとんど計上されており

円となります︒︑

︑﹁土地開発事業も発足
昭和四十四年度の当初予算は︑
地域ごとの産業基盤ならびに観光
施設の整備︑教育施設の充実︑住
民サービスの向上を基本的な柱と
して編成がなされ︑﹁般会計は十
億三千七百三十五万六千円︑特別
会計は二億七千七百二万五千円で
予算総額は十三億﹁千四百三十八
万千円になりました︒また︑水道
事業会計は︑収益的収入および支
出が五千八百十二万八千円︑資本
的収入および支出が﹁．億四千五百

また︑特別会計では︑亀崎地区
の背部にある大王谷の開発事業が
設けられ︑全体的には十六・七％

％．

消費税

．⁝3ち・︒・・︒電●・：：．●・33．・・＝・θ●・・♪

たばこ

の伸びとなっています︒

鳥

税

八十万円で︑これを合せると二億
三百九十二万八千円となり︑各会
計の総額は︑十五億千八百三十万

固定奪還税48．6％
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の要請に応じ・ることができるか⁝

﹂ いと思います︒ 飼
地域ごとの産業基盤︸

くり﹂に必要な事︵
業を計画的に遂行
しなければならなV

般の財政需要の増加は必至でありハ
ますが︑市の﹁般財源の伸びはこ︷
れら財政需要に対して︑余り多くV
を期待できない実情です︒
陶
こうした観点から予算編成の凹い
本的態度としては︑市総合計画審艸
議会の答申︑内容を尊重して﹁地凸．
域づくり﹂ ﹁人づ㍗

袈裟雄
すなはち︑

ならびに観光施設の整備︑教育施研
設の充実︑住民サービスの向上等V
のため︑できるかぎり財源を確保へ
し︑事務の簡素化︑．合理化につと店

74％

市民税
壷気ガス税

5億263得
その慮吼台

地域の特性を十分に生かし︑市民
今後なお問題もあろうかと思いま
すが︑わたくしは必死不退転の決．
意をもって︑市政伸展のため最善
の努力をいたす覚悟であります︒
幸いに昭和四十三年度は︑わた

王

しかねての公約に従い︑当市の実
情に応じ相当積極的な姿で︑市民
の生活基盤を中心とした

日向市長 児

．会﹁体

﹁︑教育環境施設の充実
二︑道路交通網の整備
三︑地域経済の振興ならびに社会
福祉の向上

部︑議
となっ
て普通
の都市
行政に

執行

市民生活の向上色最善の努力

昭和四十四年度の当初予算の大
綱と所信の﹁端を申し述べます︒
日向市政の当面の目標は︑各種
産業の生産基盤を整えて︑市民の
所得水準を引き上げ︑同時に社会
環境を整備して︑市民生活の安定
的な向上をはかることにあるもの
と信じます︒

この目的のため︑
私たちは︑市の内部
機構をかため︑あら
ゆる可能な手段を講
じ て ︑ 国 ︑ 娯の協力を得︑

ねばなりません︒

国庫支出金

髪i貌籟騰i彩

見られない幾多の困難を乗り越え

め︑引き続き財政の体質改善をはV
からねばなりませんが︑本年度のへ
当初予算は義務的な経費︑継続的唱
な建設事業費︑その他緊急を要す㌦
る経費等を計上することにして予ぜ
算を編成いたしました︒
・
劉

・

學

亀

等の事業は︑いずれも計画どお
り順調に進めてまいカました︒
さて︑本年度の市財政の見透し
は︑義務的経費の増大のほか︑諸

蛾玉璽λ
64匙／

蚕糞予算は減額し約11億に

もちろん激動する地域経済社会
の今後を臭窮め︑いかにしてこの

話収5．7
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歳出予算については︑各科目の中から建設事業や各産業および関係団
体の振興︑育成をはかるなど投資的経費のおもなものをお知らせするこ
とにします︒

Rの道路を本格的に整備

︵道路維持費五百九十六万円︶

市の単独事業では︑市内全域の
市道︵幅旨旨以上︶や部落道の舗
装工事を延べ四千八百耕にわたっ
て行なうとともに︑市道の補修も
同時に行なうこととしています︒

などを行なう計画です︒

地方道も四千八百層を舗装
産業振興の基盤となる
幹線市道や部落道︑農道
などの道路網の整備 が ︑

本年度も年次計画に基づ
き実施される計画で す ︒
．継続的な補助事業では

中央通線から臨海工業地
このほか︑昭和四十一年度から
県営事業として施行しております
農免道路事業は︑本年度に﹁千百
三十材を施行し︑本谷から西川内
を経て奥野までの五千五百七十九
層が全部完成します︒

︵事業費百三十四万︶

なお︑この農免事業は︑興営事
業のため市が十％を負担するもの
です︒

町づくりとして︑道路建設以外
には日知屋地区で施行している特
別会計の東部第二土地区画整理と

嗣

●

．

防護さく等を設置

金︑文化財の管理補助など九十七
万七千円が計上されています︒
また︑文化︑体育の振興をはか

区の視聴覚教育協議会への負担

PTA︑ボーイスカウト︑文化協
会︑部落公民館など関係団体の組
織の強化と育成︑向上をはかるた
め︑活動および運営費の補助や地

学校建設費は選挙後に補正

仮グランドの建設を計画

■

学校に防犯灯の設置と︑

心づくりのための教育
環境施設の整備に要する
予算については︑本年度
は市長選挙後に補正とい
うことで︑小︑申学校の
増改築︑体育館︑プール
等の学校建設費はほとん
ど計上されておらず︑富
高︑日面屋を除く各小学
校と岩脇︑美々津め両中

富島中学校の校舎引き直
しや運動場の整備等が組まれてい

社会教育では︑婦人会︑青年団

ます︒

︵事業費五千四百万円︶

か都市改造︑都市下水路等の各事
業が予定されているほか︑本年度
から亀崎土地区画整理事業も受託
事業として実施される計画でず︒
都市改造事業は︑現在施行され
ている区画整理地域内に幅八儲か
ら六材の道路を十三線築造すると
ともに排水溝の建設や家屋移転︑
江良墓地の移転が計画されていま
す︒

おり︑本年度に残りのほとんど

また︑昭和三十八年度に完成し
た東部土地区画整理地域の道路舗
装は︑約八十パーセントが済んで
を簡易舗装するため︑事業費八十
二万三千円が組まれています︒

このほか︑都市下水路事業とし
て︑現在建設中の水路を︑国鉄細
島線を横断して下原町へ三百五十
層の延長︵事業費︻千二百万円︶
や城山墓地公園の拡張︑また︑受
幕ﾆとして︑富島高校北側から
亀崎川までのおよそ十西万五千平
方綴を区画整理をする計画です︒

交通安全対策としては
交通量の増大に対処する
ため︑中央通線ぞいの水
路九百五十厨にふたをし
て歩道にするほか︑警察
署前の天神山通線の排水
溝百七十競にもふたをし
て歩道を設置します︒ま
た草場細島通線の郵便局
雛∬
前から電話局までの両側
に防護さくの取付けや市
役所通線の路面に区切り
をして歩道三百耕の設置︑ 田ノ原
通線の防護さく取付けなど交通安
全施設整備費とんて四百九十二万
円が計上されています︒

し一．

高湿酒蔵費
会務生生働

︐考引7

る総合文化祭の委託料に四十四万
円が計上されて・いるほか︑青年学

まれています︒

級等の講師謝礼金および教材費︑
移動料理講習会の材料費などが組

万千円が計上されています︒

社会体育費では︑市民グランド
ができるまで使用する仮グランド
の建設費と県民体育大会︑県青年
体育大会ゐ同駅伝大会︑地区民体
育大会︑レクリエーション大会︑
市体育協会などへの補助金五十八

まれています︒

このほか︑市交通安全対策協議
会の運営補助金や地区交通安全協
会の負担金として約七十万円が組
消防関係では︑消防力と救急業
務を拡充するため本年度は署員の
増加がはかられ︑また消防施設の
充実として︑四十立方材のふたつ
き防火乱そうを︑美々津︑別府︐
石工︑塩田の四ヵ所と︑ふたなし
の水そうを幸脇と財光寺︑鳥川の
三ヵ所に建設することになってい
るほか︑小型動力ポンプニ台や空
気呼吸器︑ホース︑団員用制服を
購入する計画です︒また︑各地区
で整備する消防施設の補助金も計
上され︑消防施設費は六百六十﹁
万四千円が組まれています︒

木防油

費三盆

35，483

土葭葺
議総民衛労
123456789

い︷ヤ

るとともに︑．四十三年度は五百万
五百万円として︑融資額を四千︐五

円だった市の予託金を三倍の﹁千

観光．施設の整備

百万円程度までに広げ金融の円滑
化をはかる措置を講じています︒
このほか商工青年事業者の集団
学習活動委託金や商工会議所およ
び中小企業相談所︑たばこ消費税
連絡協議会︑日向事業内訓練所等
への補助金が二百五十四万八千円
計上され︑商工振興費は﹁千八百
五十﹁方九千円となっています︒

勧爵号では︑kいま日豊海岸の国

定公園指定について推進されてい
ますが︑市では休憩施設を整備す
るため︑伊勢が浜や権現崎等にロ
ンブル五個口観光案内板を設置す
ることにしています︒

千円となっています︒

このほか︑十五夜まつりゃたな
ばたまつり︑つつじまつり︑港ま
つりなど市内のおもなまつりには
市観光協会を通じての補助や同会
の運営補助︑公園の管理︑海水浴
場の監視など観光費は百二十九万

環境衡生の向上
BCGの接種料金の無料につい

衛生関係では︑環境衛生の向上
を図るため︑ツベルクリンおよび
で︑本年度から種痘とジフテリア
予防接種料金を無料としました︒﹂

予算面では︑伝染病や︑寄生虫
結核︑狂犬病等の予防費に八百七
十五万三千円とそ族昆虫駆除や清
掃︑火葬場の維持管理をする環境
衛生費に三百二十万八千円︑ごみ
処理費は作業員の厚生施設の整備
を含めて二百三十七万三千円︑し
尿処理費が処理場の風乾機の取付
けや給水工事費を含めて六百二十
四万九千円がおもなものです︒

費金旧

公諸予

2，000

帯を結ぶ畑浦通線の ． 舗 装

工事を︑未舗装の二百八
十折︵幅十五塀︶実施し
て︑全部完成することに

なっています︒
︵改良費臣七百﹁万﹁千円︶ ．

また︑・草場から中原の人吉 日 向

線を結ぶ草場大曲線の街路事業に
事業費二千百万円が計上されてお
り︑現在建設中の高見橋が完成す
るほか︑同橋への取り付け道路の
建設や用地買収︑建物の移転補償

︑1

森林組合の育成等の補助金四百二
十二万七千円がおもなものです︒

水産業の振興
︑水産業⑪振興では︑水産資源の

保護増殖をはかるため︑はまぐり
稚員や淡水稚魚を放流し︑また細
島沖と平岩畳に魚礁やいそえび用
の築磯を投入するもので︑振興費
は二百五十四万円の計上です︒
このほか︑漁業構造改善事業と
して日向漁協にドック施設費の補

助や漁村青壮年婦人部の活動補

商工業の振興

助︑必至分水関係および小型無線
機設備素雪の補助金七百四十三万
円を計上し︑水産業振興費は千百
三十九万九千円となっています︒

商工業の振興では︑中小企業の
金融対策として︑県信用保証協会
に本年度から三力芝継続で二百十
万円を出資し保証倍率を引きあげ

種痘など予防接種を無料に

林業関係では︑松くい虫防除事
業や防除協議会の運営費および市

することになっています︒

るもので︑本年度は残り五百材を
五百十五万五千円の事業費で建設

奥野農道土地改良事業では︑四
十三年と四十四年のニカ年継続と
して︑﹁千五百綴の農道を建設す

美々津地域開拓パイロット事業
では︑同地区の推進委員会補助金
や測量人夫賃︑需用費など二百四
十七万円が計上されています︒

農地関係は︑部落農道の舗装や
改良等を部落事業として施行する
場合の補助とか︑利子補給など二
百六万四千円と富島幹線水路の支
線補修が主で三百十九万千円です

中小企業への融資予託金を．二倍に

農林水産業へ助成金を増加

﹂

会 と か ︑ S A P 会 議 ︑水稲

農林業の振興と発展を
促進するため︑農業振興
費として︑塩見に市農協
が建設する稚蚕共同飼育
施設および同地区に造成
する十五ヘクタールの稚
蚕共同桑園等の事業費補
助や農林業振興対策協議

生産集団の組織育成など
への補助金五百八十万二
千円が計上されています
園芸振興では︑ 特産野菜を生産
する鉄骨ハウスの設置事業に対す
る利子補給として︑十七等分を予
定して．います︒また︑馬鈴薯 の 採
四万三千円 計 上 さ れ て い ま す ︒︑

種および防除事業費補助等に三十
畜産業費は︵品評会の報償金や

老人福祉なども十分の措置
社会福祉につい．ては︑

国の保障制度︑施策に従
って︑市の負担分も十分

者の扶助費二百万円︑それに老人
検診などの老人福祉費です︒
また︑老人ホームの運営費に千
四百六万六千円が組まれているほ
か︑生活︑医療︑住宅︑教育等の
扶助費に句億五千四十四万二千円
が計上されていますが︾この財源
の八十％は国庫支出金で残り二十
％の約ご 千万円を市の財源から支
出するものです︒

34，832

、

保留牛奨励金︑．家畜市場整備 負 担
百二十三万四千円．です︒

．匡
︒＝

⁝一．

．措置してあるほか︑明治
百年を記念して四十三年
度から設置した敬老年金
など︑市独自の措置も講
じられてあります︒

社会福祉費は︑五百五

157，339

巳厭

が計上されています︒︑

7，356

．
251，310

千円
億
26，570

b『．

｛砺圭漉溜1…1

児童福祉関係でも︑公私立の保
育所費およそ三千四百五十万円の
うち市の﹁般財源から三百六十三
万五千円が当てられています︒
その他では︑家庭児童相談員の
設置費として︑五十二万七千円︑
母子福祉施設費に三十三万六千円

五階建ての市営住宅を建設
公営住宅事業では︑土地の効率
的利用をはかるため︑四十四年度
から五昨年計画で︑現在の櫛の山
本年度は︑第﹁種住宅を五階建

住宅を建替えるものです︒
てで三十．戸︑第二種住宅を二階建

います︒

てで十二戸櫛の山に建設する計画
です︒また︑新財市団地と花が丘
団地の排水路工事費も計上されて

が組まれています︒

東部第二土地区画整理事業﹁で
は︑整理工事や幹線水路工事︑農
作物補償︑公営企業債償還金など

ます︒

新設の土地開発事業は︑大王谷
地区の調査事務費が計上されてい

水道事業会計

上されています︒

上水道事業会計では︑第四次拡
張工事として﹁億三千百四十四万
円と材料費など三百三十万円が計

業地業業業業業
事土事事事事 事

住第整開

陳共

宅・翼場嚴済計
公東区土と国農

営屋地畜囎業

9

5

8，061
P3

47，540

△

L

金︑畜産センター管理委託料など

ダ

一

ある市社会福祉協議会︑

十九万八千円で︑そのお
もなものは︑関係団体で
老人クラブ︑青少年問題協議会︑
し体不自由児協会などの運営費補

助金や民生委員︑老人家庭奉仕員
等の活動補助金など三百二十万六
千円と身体障害者および精神薄弱

33，229

共済．事業

189，443

建陳保険事業

阜

93，489
P2

1，03

計

5，2（幻
P1

95，101

農林水産費
商 工 費

133，381

薩

一般会計歳出予算
＿ノ

払
P4

蒸

●

出
515

幽

支

苔場事業

O

債
1，593

晴

一

災害復旧費
国
11，811

●

47，068

特別会計歳入歳出予算

曽

121，922
10

40，434千円

1住宅事業
；第2土地
．整理事業
1開発事業

277，025

計

▲

謙

9

駆魎

7

●

．託

甑

融

岬町
荘
4

4
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た︒

岩脇︑美厚 津 地 区 に

︑

集団自動電話が開通

．

！
般電話とまったく同じで︑全国の
どこへでもかけられます︒
︐ この電話は︑﹁個あたり﹁万七

千円程度の加入者負担で設置され
ており︑通話料金も市外通話は別
として︑毎月五百七十円の定額で
同地区内では︑何回かけても料金
はかわりません︒

この南部地区農村集団電話は︑
美々津局内になっており︑平岩地
区から日向局内へ通話する場合は
市外通話になります︒また向電話
へかけるときは︑まず美々津局を
呼び出してから︑先方の番号を伝
え通話する仕組になっています︒
この電話の開通によって︑市内
の通信網もいちだんと進歩しまし

ました︒

すめているもので︑本市では︑南
部地区の美々津百九十五戸︑幸脇
四十六戸︑平岩百十八戸と東郷町
寺迫地区の七十八戸を含む四百三
十七戸︵五十九グループ︶が加入
して︑昨年十月から工事が行なわ
れていましたが︑三月に全戸の電
話機取り付けが終り通話を開始し
農村集団自動電話とは︑その区．
域が半径五キロメートル以内で︑
﹁般電話加入区域を除いた範囲内
を対象としており︑加入者八人前
後が﹁グループとなって︑﹁本の
電話線から分岐して電話機を取り
付け使用するしくみのもので︑同
じグループの﹁人が通話中の場合
た︒

この電話の特徴です︒その他は﹁

は︑他の人は通話できないのが︑︑

ﾅ新鋭の救急車﹃

〜がおめみえ⁝
市消防署に︑最新鋭の装置をそ
なえた救急用自動車と救助機が︑
このほど新しく購入されました︒﹁

中小企業設備資金
無利子で五年貸付け
県は︑昭和四十四年度の中小企
業設備近代化資金の貸付を行なう
ため︑四月晦日から受け付けを始
この貸付制度は︑申小企業のみ

めています︒

なさんが︑機械や設備等の合理

うものです︒

化︑近代化をしょうとする場合︑
それに要する資金として︑県が五
年間︑無利子でお貸ししょうとい
なお︑土地︑建物については︑
貸付の対象になりません︒

ついてくわしく知りたいかたは︑

この制度を︑利用したいかたは
四月三十日までに市商工水産課へ
お申し込みください︒この制度に

お問い合わせください︒

市商工水産課または商工会議所へ

﹁はかり﹂の定期検査

納付すること︒

﹁年度更

二︑報告書の作り方は︑昨年と特
新のあらまし﹂により作成する

に変っていないので︑
こと︒

、

三︑手続方法等が判らない場合は︐
説明会に出席するか︑又は所轄
の監督署で指導を受けること︒

噛

これは︑日本電電公社が︑﹁般
電話加入区域外の農林漁業地域に
電話をひきやすくするため︑昭和︑
三十九年から農村集団自動電話の
制度を設けて︑全国的に加入をす

〜

で検査を受けてください︒

毎年実施されている計量器の定
期検査が﹂本年も次の日程で行な
われます︒︑﹁はかり﹂を持ってお
られる方はもれなくもよりの場所．

︐︑

隻

潟bトルに十五円五十銭
し凹くみ取手数料が︑さる三月
の市議会で改正され︑これまでの
十リットル当り﹁十三円五十銭﹂

に引き上げられて︑四月﹁日から

が﹁十五円五十銭﹂ ︵二円上り︶

との手数料の改正については︑

実施されています︒

四十二年から二年間据え置かれて
いましたが︑今日における交通量
の多い市街地や車の入らない︑ろ
をきたしており︑また︑危険でも

路︑・高台地区の作業などは︑困難

の待遇改善を行ない︑収集運搬業

あります︒このためにも︑作業員
務が衛生的かつ安全に行なわれる
ように︑設備や資材︑人員を確保
するため全国各都市等の実情を調
査し︑今日の諸物価の値上りゃ作

正されたものです︒

業の特殊性などを考慮して︑本年
度から全国平均なみの手数料に改

うに呼びかけております︒

宮崎労働基準局では︑労災保険
の適用を受ける事業所に︑昭和四
十四年度の年度更新手続をするよ

労災保険の更新期です

事業所のみなさんへ

ω人ごみのなかでは︑スリに注意
し︑現金は︑衣服のおく深くし

告書は遅くとも五月十五日
までに提出し︑保険料を同時に

まっておきましょう︒

㈹車を運転する人は︑ゆとりある
計画をいたしましょう︒無理な
運転やスピードの出しすぎは︑
事故のもとです︒
ω酒をのんでの運転は︑絶対にゃ
めましょう︒

Oたべすぎ︑飲みすぎて健康を
害したり︑食申毒にかからないよ
．十分注意してぐださい︒

」

市南部の平岩︑幸脇︑美々津地
区に農村集団自動電話が開通し︑
さる三月二十五日に︑美々津中学
佼体育館で開通式が行なわれまし

一最近の踏切事故をみますと︑見

なりました︒

：脚．1隷1舞薩轟議

てから︑左右をよく確かめてわ
たりましょう︒最近︑列車の速
度は速くなり︑走行音は小さく

二

5月14日■3時〜15時i農協塩見支所

いままでは︑消防指令車と兼用
で救急出動をしていましたが︑増
大する交通事故やその他にそなえ
て︑救急体制の確充と万全を期す
るために四十三年度消防費の中か

躍が期待されています︒

けれども︑このような事故や急
患者がないにこしたことはいうま
万同︑救急を要請する場合には

でもありません︒

＝九番へごえんりょなく申し付

し一−ぎ

イ

けください︒場所やそのときの状
態はわかりやすく伝えましょう︒

．脚卦

5月13日・9時〜12時1岩脇支所

くみ取り料金四月から

5月16日19時〜1塒i市役所車庫

ら︑新しく購入︵約二千四百万
装備は︑無線︑拡声装置を取り

円︶されたものです︒

付けているほかに︑急患者の呼吸
困難を助ける人口そ生機やポート
パワー︵油圧救助機︶などをそな
え︑これとは別にロープ発射銃〜
︑救命胴衣︑鉄でも切れるエンジン

カッター︵切断機︶など馬最近で
は︑すぐれた性能をもつ救助機械
等が購入され︑交通︑水難事故ま
たは火災時の救急作業における活

R棋︑．引

﹁三三膚
このように港湾関係各機関の庁
舎が︑同ヵ所に統合されたことに
よって︑各機関の連けいは﹁段と
緊密になり︑海上の保安や港湾の
管理湘監督がより強化されること
一
このことは︑私たち住民にとっ

と思われます︒

ても︑心づよいことで︑﹁また︑港

湾関係業務についてのいろいろな
手続等にしても︑あちこちと足を
運ばなくても済むようになり︑便
利になりました︒

交通事故にご注意を
しかしこの時期には︑毎年みら
れるように︑盗難やその他の犯罪
それに近年はとくに交通事故が目
立っているのも見のがしはできま
せん︒

キングもだいなしです︒

このような盗難や事故にあって
は︑せっかくの楽しい旅行やハイ
﹁たのしい計画を立てをにあたっ
て︑盗難︑事故防止についての心
構えも大切ではないでしょうか︒

◎お出かけの際は︑次のことな
どに注意しましょう︒

5月12日口0時〜16時1美々津支所

、

ωヵギかけを忘れないこと︒

所
支
島
5月15日．9時〜16時1細

所

場
時

実施日

通しのよくない踏切で︑いったん
停止をしないで渡る人や形ばかり
のいったん停止で列車の直前を通

踏切事故の防止．

〆

ぐ一．〜！〜〜．ゼ！ノ！！♂

発えん筒は︑日向市駅であっせ
んしています︒
ぐ〜♂♂2

になっています︒

めて約千二百平方メートルの広さ
この庁舎でのしごと始めは︑税
関支署︑入国管理事務所︑検疫所
が十七日から︑海上保安署と海運
す︒

局が二十二日から始める予定で

」
ｵ一

行楽のシーズンです／
盗難︑

四月二十九日︵火︶は天皇誕生
日︑三日︵土︶は憲法記念日︑五
日は子どもの日と︑まちにまった
ゴールデンウイークがやってきま
す︒お宅でも︑ご家族での楽しい
プランをお立てになっていらっし
ゃることでしょう︒

子どもたちは、それぞれ母親に手を引かれながら、も
のめずらしそうに、象の編を手に取り町を歩きました。

P

︷♂で♂〜r〜〜ノノ〜ノ

︑一三当帰噌軍職弓．η㍉蟹箏顔違．．雪崩

」

・︑﹂︐・︑︵

雀 ︸聰聖iξ一工．．・レー﹁整
巧﹁ξ︷ミ郭﹁ユ・るミ・〜︑

＼

港湾関係機関五？が入所
日向臨海工業地帯の︑﹁区と三区

した︒

この合同庁舎は︑これまで︑個
別に庁舎をもっていた港湾関係の
官公署︵国の出先機関︶を一ケ所
にまとめるため︑昨年十﹁月から
総工費五千八百万で建設されてい
たものです︒

．庁舎の内部は︑﹁階が税関支署
二階が海運局と海上保安署ゴ入国
管理事務所および検疫所のあわせ
て五つの機関がはいります︒また
事務室のほかには︑会議場や休養
室︑取調べ室︑車庫︑船舶用品倉︐
庫︑野馳貨物検査場︑ボイラー室
などが設けられており︑二階を含

5，

ってはねられる人が踏切事故の大 口 せまい踏切を無理して通らず
部分をしめています︒
安全な踏切に廻りましょう︒
また列車がふれるところに車を
エンスト︑落ち込みで踏切り
止めたり︑耳や
道を支障したら
目の不自由な老
あわてず列車を
人やいたいけな
止める手配をし
幼児のひとり歩きなど痛ましい事 ましよう︒
故もあとをたちません︒
列車を止める．には︑信号えん管
国鉄では︑春の交通安全運動に ︵発えん筒︶が最も効果的です︒
︑もとづいて︑踏切事故の防止に取 尊い人命と大切な車を守るために
組んでいます︒わたしたちも次の あなたの車に必ず備えつけてくだ
︑ことをよく守って︑踏切事故から．
さい︒

ξ・

ず、

……

、
加入者
4月8日の「花まつり」に、細局で幼児πちの模型の

1

禽

電話の開通をよろこぶ

合同庁舎が完成

㌧「．

にかかる敷地の﹁部に鉄筋コンク
リートニ階建ての細島港湾合同庁
舎が︑さる四月十五日に完成しま

f

ミーーーーーーミ⁝

9

『

、

とうとい人命を守りましょう︒
e 踏切では︑必ずいったん止っ

亀

これは、市が43年度観光施設整備事業の一環としてエ
費10万円で建設したもので、施設は、ブランコ、回転ジ
ャングル、すべり台などです。

r

伊勢ケ浜に遊戯施設がこのほど設置され、早くも

三
一塵．唱

こ，どもたちの人気をよんでいます。

h

ミミミ

「白象」引き行列が催されました。

ノ

写真は完成した合同庁舎
ミ

伊勢ケ浜に遊戯施設が完成！

10

「、

昭和31年9月2↑日第3種郵便物認可

広報ひゆうが

隔

（細島）

にぎおった「花まつり」

5
、

広報ひゆうが
昭和51年9月21日第3種郵便物認可
，

・》
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Ψ豚コレラ予防注射轟

離乳月日を申し出山きい︒︶
※注意事項
｣乳六十日以上経過したもの
について注射をし︑十四日以上

すから︑お互いの幸せのために実亀
行いたしましよう︒自分でまず届
出や手続きを忘れていな馳かいま

︿資絡取得と番所変更の届V

いちど考えてみましょう︒

二十歳になった人︑会社などを
退職した人は︑国民年金の加入届
はすみましたか︑住所がかわった
人は︑住所変更の届出はすみまし
たか︑届出のすんでないかたは︑
いますぐ係まで申出ください︒

住民登録がないと

選挙ができなくなります

いました︒

︵

︶内は旧任です︒

市は四月﹁日付で︑次のとおり
職員の新規採用と配置換えを行な

市職員の人事異動

ませておきましょう︒

また︑転入と同じに住民登録を
されたかたでも︑三ケ月以上本市
内に居住してないと選挙人名簿に
は登録されません︒したがって選
挙もできないことになっています
他の市町村から転入された方は
いますぐ︑住民登録の手続きをす

きないというわけです︒

つまり︑住民基本台帳に登録し
てないと︑選挙人名簿の登録がで

て︑選挙ができなくなります︒

公職選挙法が﹁部改正され︑本
年七月二十日以降は︑住民登録の
ない人は選挙人名簿からはずされ

一

面謝生後・ケ月傭

・．ノ も

教育委員会へ︑日高義信︵保険
課︶黒木花子︵市民課︶︒福祉事

き

、

（2回注射）

経過して市場へ出すこと︒
と︒

二︑実施日は︑必ず在宅するこ

致します︒

三︑手数料︵百円︶は︑現金徴収

り市場へ出すこと︒

四︑注射書に名記した氏名で︑せ

一

年の予防接種と検診

細

5月下旬

夢

5月串 旬生後3ヵ月〜18ヵ月までの者
11月中旬1初回投与後6ヵ月経過堕者

5月下旬1生後6ヵ月以上（2回注射）

6月下旬i初回免疫後毎年1回

8月下旬：小学校入学前6ヵ月以内の者
10月上旬小学校卒業前6ヵ月以内の団

扇鵬諾撚鮮亨箇回）

10月下旬1満3歳以上のもの

水道課11黒木末人︵市内南町︶︒

財政課巨尾崎光＝延岡大門町︶︒

市民課聞大山信子︵財光寺松原︶︒

徳︵塩見中村︶小泉雅敬︵土々呂︶︒
保険課11水永光彦︵門川町本町︶︒

課11鈴木正︻︵富高本谷︶壱岐良

後藤恵美子︵富高東草場︶︒建設

税務課11黒木久遠︵日知屋江良︶

務所へ︑太田守︵税務課︶︒農林
課へ︑金丸富次夫︵建設課︶︒総
務課へ︑河野正義︵建設課︶︒税
務課へ︑池田信吉︵水道課︶︒
八新規採用者﹀

小児
マヒワクチン

八申講免除の手続V．
収入がなかったり︑災害なので

A年金受給の芋茎V

生活が苦しいときは︑保険料が免
除されます︑係か︑年金委員︑︑ま
たは納付組合長に相談して︾保険
料免除の申請をしましよう︒

国民年金の加入者で︑病気やケ
ガをして障害者になったとき︑ま
た︑ご主人が亡くなられたときは
年金が受けられます︒これは加入
者の権利ですから︑早く請求の手

帯者つ︑必

一

5月中旬

1翻二二騨

4月下旬．

乳児検診

国民年金の

．

・月雫旬沸歳一・歳未満

3歳児検診

11月下旬

16世重恩

11．983世帯

﹁自主納付﹂と

．ノ

ノ

月末まで⁝：：・：：福祉事務所へ

属覧
一一
巳一

者

象
対

実施期間

ツベルクリン反応判定に
よる陰性のもの
4月上旬，

G

今年度より︑豚コレラの予防注

ド

ず届出るようにしましよう。
9鵡

世帯変更の中で忘れられがちなのが、世帯
主の変更届出です。世帯主は、世帯の代表者
であり、全ての台帳が、この世帯主名によっ
て分類されますので、世帯主に転入、転出、
死亡などの変更があった日から14日以内に必

l響

世帯数

続をしましよう︒

世帯主の変更も14日以内に

l

総数46．675人313人減

これらの用紙は︑﹁保険課国民年
金係にありますから︑忘れずに手

きるわけです。

ジフテリアl

女24．377人116人減

続きをいたしましょう︒

つで

世帯合併は、上記の世帯分離と全く反対の
場合をいい、この合併届出をすることによっ
て、分離していた世帯を一つにすることがで

C

手続きと権利

をすることが出来るわけです。

B

国民年金では︑

この世帯変更届には、世帯分離にともなう
届出と世帯合併にともなう届出、それに世帯
主の変更に伴う届出の三つがあります。
世帯分離とは、同一世帯のなかで、世帯を
二つ以上に分けることをいいます。たとえば
世帯主Aさんの世帯で、長男のBさん夫婦が
同居しているような場合、もしBさんが世帯
を別に設けようとすれば、この世帯分離の届
出をすることによって、同じ家に住んでいて
もAさん世帯とBさん世帯に分けて住民登録

ツベルクリン

射につ．いては︑日向支部獣 医 師 会
で行なうことになり︑作名の獣医．
師がこれに・あたることにな り ま し

今回は、一つの世帯の中で生じた変更にと

七

「、

﹁自主届出﹂というたてまえをと
っていますので︑自分から保険料
を納め︑自分から各種の届出をし
ていただくようになっています︒
これは︑被保険者の自覚と責任
によって︑自分の権利を正しく守
っていただこうという気持からき
められた仕組みなのです︒そのた
めに︑多少のわずらわしさはある
かもしれません︒しかし︑自分の
権利を守るという民主主義の原則
にのった︑もっとも大切なことで

もなう届出についてのべてみましょう。

種

た︒

の変更にともなう届出でした。

日本脳炎

22．298二曹監吏最

申込みについては︑従来は種違
業者が行なっていましたが︑実施
する場合︑いろいろと支障があり
ましたので︑今後は︑直接に生産
者の方から申込みしていただくこ

@

男

とになりました︒

忘れずに届け出よう！
@

人ロ（4月旧現在）

次の事項を留意のうえ︑市農林
課︑畜産係に申込みください︒
e豚コレラ予防注射実施日
毎月の四日と十九日
⇔締め切り
一
．毎月の﹁日と十五日
︵申込みの際は︑頭数︑生年月日

が変ったときは

●︐圏膨9巨星圃9︐ 韻臥1﹁︐膠贋一8︐﹇屡9︐︐1圃画1︐一響一暉一夢︸︐夢1一︐9﹁置︐﹁60︐一588卿圃1一︐︐︐1謬圃膠膠蔭一5夢額劉1︐

@

m匿暉999︐︐9暉︐︐︐︐9︐6﹁9一﹁亘亘︐鐸︐︐︐︐818亘5︐塵露︐3︐︐︐5︐︐置91︐贋贋蓼9︐蟹︐6農︐1︐膨圃夢謬1︐︐︐1亘89夢

世帯の分離、合併と世帯主

◎ 身体障害者スポーツ大ヤ．︶参加申込は

越躍圃躍騒i．⑤

霧

闇

前回までに転入届、転出届、転層届につい
てのべてきましたが、これらの届出は、住所

@

一覧
一一
一一
一ロ
覧鴨
万口
一覧
一一
回覧
覧覧
一一
覧覧

熱熱
@
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