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市内の商店数は年々増加をたど
り︑四十三年度の商業統計調査で
は︑ほとんどの市郡が減少してい
るにもかかわらず︑本市は三・九
％の伸びで︑県内最高の率になっ
ています︒また︑従業員の伸び率
も九・一％と八市の最高です︒
昭和四十三年七月一日現在の商
業統計調査結果によりますと︑本
市の卸売業︑小売業の総数は︑八
百八十八店で︑従業員が三千五百
七人︑年間販売額が百五十八億二
百八十五万円となっています︒
これを四十一年度の調査に比較
しますと︑増加したのは︑飲食料
品小売業の三十四店をトップに︑
その他の小売業︵燃料︑医薬品︑
化粧品︑書籍文具など︶の二十八
店︑自動車︑自転車等小売業の十
六店︑家具︑建具︑じゆう器小売
業の十三店で︑合わせて九十一店
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商店が三十七店で︑十人ツ一

店は四店減少しています︒

︑

これは︑商店の統合によ 大型
化や都市形態が広範囲に発展して

いるものと思われます︒

写真は新しい店舗が並ぶ原町

また︑増加したの略九人以下の

の六％にすぎません︒

％と九人以下の商店が九十四％に
なり︑十人以上の商店は五十三店

ら四人﹂が百八十五店で二十・八

㍗︒⁝⁝．とじておくと便利です．︐⁝⁝・

少しています︒

諸県郡の唱・三％︑西都市v都城
市の順で︑その他の市郡は全部減

この伸びは︑県内各市︑郡のト
ップで次が延岡市の三・六％︑西

び率になっています︒

の増加となりますが︑卸売業が五
十七店減少しましたので︑総体で
は三十三店増加し︑三・九％の伸

文書広報係
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気温があがり︑県内の海水

これから赤痢の流行期とな

は︑十分気をつけてください︒

ます︑幼児や児童のいる家庭で

は年齢三歳ぐらいと言われてい

りますが︑一．番かかりやすいの

▽

︐つ︒

につ︑しむように心がけましよ

ーズンとなりましたが︑十分な
計画を立て︑無謀な登山は絶対

また︑各地で山開きが行なわ
れ︑これからいよいよ夏山のシ

思います︒

特に子どもさんのおられる家
庭では︑十分注意してほしいと

うみんなが気をつけましょう︒

ですが︑水の事故が起ら数いよ

浴場はにぎわい始めているよう

▽

たしましょう︒

で︑とかく過労になりがちです
から︑とくに健康管理に留意い

ばん忙しい季節を迎えるわけ

す︒一方農家は︑一年申でいち

この雨季をのりこえたいもので

もまず健康に十分気をつけて︑

月の上中旬までは雨の日が多く
なります︒生活全般がじめじめ
しがちですから︑なにはおいて

雨の多い月です︒ことしの入梅
は十一日でしたが︑これから七

この六月は一年中でいちばん

六月のくらし

．

市役所
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回
従業員数も︑前回に比べて二百
九十二人増加し︑九・一％の伸び・
で︑西諸県郡の十一・七％︑南那
珂郡の十・二％に次ぐものです︒
年間商品販売額は十七億干三百
三十二万円の増加となっています
が︑伸び率は十二・二％で他市郡
に比べてあまり伸びていません︒
商店を規模別にみますと︑従業
者﹁一人から二人﹂の商店が六百
二十八店で全体のおよそ六十％と
半数以上を占め︑ついでコニ人か

●
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六月二十二日︵日曜日︶は︑市
この選挙は︑わたしたちの生活

長選挙の投票日です︒

と権利を守るために︑いちばん身
近なもので︑わたしたちに代って
りっぱな政治をしていただく人を
選ぶのです︒このたのにも︑みん
なが自覚し︑ひとりもれなく投票
するようにいたしましょう︒
当日は︑午前七時のサイレンを
合図に投票が開始されます︑また
正午と午後三時および閉鎖一時間
前︵午後五時︶に棄権者がないよ
うに︑投票のよびかけのサイレン

＝
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髄難中器四聖

器品

施設の管理者や保護者はもちろ
ん︑おとなたちみんなが︑よく注
意してあげなければなりません︒
次の点は特に注意しましょう︒
ω 小さなこどもをひとりで外出
させないようにし︑また︑いっ
でも子どもから目をはなさない
ことです︒

ω 監視人のいない川や池︑堀な
どでは︑ぜったいあそばせない
あぶない所には︑管理者に要
請するか︑または部落でサクを
つくるなどして︑安全施設を設

国営甥拓パイロット事業推進・

｡田繁雄︑山口茂︑安藤幸男
日高達吉︑鈴木正︑日高勝義︑松
木一廊

4．；竃

㈹ 危険な場所で遊んでいるこど
もを見かけたときは︑その場で
声をかけて安全な場所であそぶ
ようにさせてあげましょう︒

けましょう︒

﹂
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議会選出の各委員

です︒

も

成金一千万円の追加がおもなもの

補正予算は富島漁協に対する助

監査委員 田島金次郎
国保運営協議会委員 山口
治田繁雄︑小城重正
県都市計画委員 柏田 勝
日高勝義︑渋谷作一
望一般会計補正予算血

茂

◎渋谷作一︑○江藤満治︑日高達
吉︑安藤幸男︑日高勝義︑鈴木正
黒木進︑古川義信

璽

写真は美々津大橋の完成

つた美々津大橋の建設工事が完成
し︑十一日に関係者︑地元民およ
そ二詞人が集まって︑完成式が盛
大に行なわれました︒また︑二十

け出航しました︒．
このほか一月には自衛隊による
米の山通線
・の建設や衆
議院議員の
選挙が行なわれました︒
． 二月には︑四十年八月から始ま

失したため︑災害復旧工事とし
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富高本谷の和田橋がこのほど完

百十七万円で着工していたもの

．
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ぬれた路面では︑ブレーキを踏
んで車が止まるまでの距離が︑天
気の良い日にくらべて倍ぐらいは
延びます︒とくに︑梅雨期のよう

どして危険です︒

七月十四日までの一ヵ月間﹁梅雨
期における交遣事故防止運動﹂を
展開することにしています︒
雨の日には︑とかく視界が悪く
なり︑また︑路肩がくずれたりな

ように交通事故が続発しており︑
．県や市では山この六月十五日から

雨の多い季節になると︑毎年の

口置戴誕新事故﹈

これまで同橋は農道を結ぶ木橋

ものです︒

同橋は︑H型鋼けたを使用した
鉄筋コンクリートの永久橋で︑長
さ十五㌶︑幅三・六儲のモダンな

です︒

て︑昨年十二月始めから工事費四
﹁成して︑その完工式がさる五月十
七日に現地で行なわれ︑市長や地
元民など関係者およそ五十人が参
加しました︒

闘開開開一

この橋は︑四十一年八月の台風
十三号の影響による集中豪雨で弔
鐘：・

℃

理事業等が行なわれました︒

F

写真は完成した和田橋

いものです︒

⁝

自転車での傘さし運転は︑危険
ですから︑できるだけ雨がっぱを
身に着けるようにしていただきた

転をしましよう︒

り︑追突がおきないよう安全な運

通天気の良いときよりも長くと

肩に十分注意して︑車間距離は普

無理な追い越しはさけ︑スピー
ドは控えめに︑交差する場合は路

す︒

止距離はますますのびて危険で

んでも．スルズルと滑りゃすく︑停

な長雨になると︑舗装されてない
路面は悪くなり︑急ブレーキを踏．

付け道路も完成しました︒

なお︑同一の両側に八十折の取

す︒

今回の永久橋によって︑その心
配もなくなり︑地元では大喜びで

した︒

のため三回も流失し︑二回は地元
民が奉仕等によって建造してきま

・．7＝誌毒♂

同年度の建設事業としては︑細
島小学校屋内休育館や塩見岳の特
別教室の建築と︑富島中学校およ
び田ノ原分校の危険校舎改築︑ま
た︑上︑下水道事業や市営住宅の
建設︑都市改造事業︑土地区画整

美々津に進出しました︒

十二月は︑南日本ブロイラーが

で工業港に初入港しました︒

十一月は︑第三回市総合文化祭
が盛大に行なわれたほか︑外材輸
送専用船が北米産のツガ材を積ん

八月は︑臨海工業地帯三区に進㎜
出の決まった宮崎経済連飼料工場⁝
が総工費三億円で工場建設に着手⁝
しました︒また宮崎カーペットの㎜
■
進出が財光寺に決まったほか︑婦
●
人交通指導員が設置されました︒
開
十月は︑歩こう運動宮崎．県大会
が本市で盛大に行なわれました︒

張所に昇格しました︒

した︒
七月十五日は鹿児島入国管理事
務所細島港入国審査官室が細島出

④氏が就任しま．

役に蝶野健二両

した︒また六月十二日から市収入⁝

る

区の・新造臨地に工場建設を始めま

六月十七日は︑日向製錬所が二

在所が設置されました︒︑

挙に続いて︑市会議員の選挙も行㈹
なわれ一・六倍の競争率でした︒旧
五月十九日は︑市が四十年度か
ら三当年継続事業として︑自衛隊
に建設を依頼していた伊勢が浜と
御鉾が浦を結ぶ米の山通線が完成
して開通式が行なわれました︒
二十二日には日知屋の塩田に消
防署東分署が︑幸脇に南機械員駐

四月には︑知事︑県会議員の選．叩

向製錬所との問でありました︒ ㎝

瀟報転醗縫三悪認曲

．髄シを積んで細島工業港から東京向

輸送船が一月七日にキュウリ十ト

．．技術庁略乗りだし︑第一回の実験

がら始めた生鮮野菜のコールドチ．
エ！ン方式による輸送実験に科学

一

和田橋が近代的な永久橋へ

◎黒木利一︑○中村詮︑山本孫春
奈須勇吉︑江藤満治︑治田明︑児
玉唯治︑古川義信︑壱岐栄治︑松
葉弥市
大王谷開発事業促進
◎黒木進︑○疋田三宝︑黒木秋好
宮本増配︑黒木鶴雄︑安藤幸雄︑
日高達吉︑鈴木正︑日高勝義︑是
沢芳男︑古川義信
議会運営協議会

の場
蓉が
詠進
杢出

ー、．

離離

ω 投票当日︑自分の属する投票
区のある市町村の区域外で職務
や業務についているとき︒
㈲ やむを得ない仕事や事故のた
めに︑自分の住む市町村の区域
外に旅行︑または滞在している
▼入場券は︑．六月十日に各有権

と覧き︒

者あて発送いたしましたので︑と
ぎかなかったり︑まちがいがあっ
た場合は︑すぐ選挙管理委員会へ
▼投票は記号式で⁝⁝⁝
今回の市長選挙から記号式投票
で行なわれますが︑これは自分の
支持する候補者の上の欄にそなえ
つけのゴム印でO印をする方法で
す︒なお︑くわしくは入場券の下
の欄のお知らせや広報五月号を読
んでまちがいのないようにしてく

お問い合わせください︒

▼当日投票できない人は︑早め
に不在者投票を⁝⁝︒次のような
やむを得ない事情のため︑投票当
日︑投票所へ行くことができない
人は︑市選挙管理委員会へおいで
になって︑その理由を証明する書
面を出せば︑投票日の前日までに
ださい︒

︵三十秒︶がなり︑六時には投票
所が閉鎖されます︒

不在者投票ができます︒

藷

fT㍉

水の季節です
保護者は十分の注意を！
これから︑こどもたちにとって
は楽しい水の季節となります︒
毎年この時期になると︑魚釣り
や水あそび︑水泳など川や海べえ

と出かける機会が多くなります

で

．／

が︑反面では︑悲しい水の犠牲者
が後を絶ちません︒
ことしにはいってから︑はやく
も県下で八人の犠牲者を出してお
り︑しかも︑全部が幼児で︑自宅
附近の事故であることが注目され
ます︒全国的にみても︑子どもの
水死事故が半数以上をしめ︑なか
でも幼児の水あそびが︑ぴちばん
多く︑川や排水溝︑用水堀︑溜池
等での事故が目だっています︒
このような︑いたましい子ども
の水の事故を防止するためには︑

・！

∀

︑
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役員はほとんど再任

郎︑壱岐栄治
▼特別委員会△
工業開発調査

一︑渋谷作一︑疋田三宝︑林賢太

建設委員会
◎日高勝義︑0小城重正︑黒木利

奈須勇吉

◎日高達吉︑○治田明︑江藤満治
中村詮︑田中金次郎︑是沢芳男︑

経済委員会

黒木進︑三輪賢一郎

宮本増悪︑山口茂︑松木一郎︑

文教厚生委員会
◎鈴木正︑0松葉弥市︑柏田利彦

大王谷開発促進特別委が発足

ど再任されました︒

第二回日向市臨時市議会が五月
十五日に行なわれ︑四十四年度一
般会計補正予算案や市議会構成な
ど五議案を可決承認しました︒
議会構成では︑議長︑副議長︑
各委員の改選が行なわれ︑ほとん
なお︑・今回から大王谷開 発 事 業

促進特別委員会が新設され︑市有
地調査特別委員会は廃止されまし
た︒

︵ ◎ は 委 員 長 ○は副︶

議長傷副議長︑各委員は次のと
おりです︒

議長柏田 勝

．

◎黒木秋好︑0宮本増雄︑黒木鶴
雄︑林賢太郎︑柏田利彦︑奈須勇
吉︑疋田三宝︑中村詮︑山本孫春

是沢芳男
．広域行政調査

襲蓬．・盟

■

l
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O柏田利彦︑○壱岐栄治︑黒木利
認朋19闘開髄

︾

戸
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投票日は6月22日

副議長 三輪賢一郎
▽常任委員会ム
総務委員会
・
◎安藤幸男︑○児玉唯治︑柏田勝
古川義信︑黒木秋好︑山本孫春︑
治田繁雄︑．黒木鶴雄
．．闘器

＼

市青年団が明正選挙のPR

一、

住民に呼びかけました。

〜

2
り0

社会福祉会館が完成

〜

い選挙」と「棄権防止」のパレードを行ない、付近の

、、

市長選挙
社会福祉会館が申町の幸福神社横に完成し5月23日
から開館いたしました♂ごの会館は、たくさんの方か
ら寄せられた寄付金等によって建設されたもので、今
後は大いに利用していただくようにいっています。

．7駈

︑

︐

市青年団脇議会の会員およそ30人は、さる6月9日
広報車を先頭に自家用車15台を連らねて「明るく正し
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広場

もれなく受けましよう

レントゲン検診を
わたしたちが︑結核から健康な
からだを守るためには︑積極的な
予防はもちろん︑早期発見︑早期
診断が大切なことです︒
このため︑市では︑本年もツペ

≡

．∠

鵠108．：●；；；661．

いてお尋ねしますコ

ぜひ

調査したことがらは︑統計を作
る目的以外には使用していけない
ことになっており︑申告者の不利
益になるようなことには絶対使わ
れませんので︑この調査に︑
ご協力ください︒

県が職員の採用試験を実施
県人事委員会は︑昭和四十四年
度の中級︑上級職員および警察官
の採用を行なうため︑次により試
験を実施することにしています︒
ご希望のかたは︑ご応募くださ
い︒

警察官⁝⁝⁝延岡市︑延岡高等
学校

よう︒
⇔ 運動の次に大切なことは︑休
養を充分とることです︑むだな
夜ふかしはさけ︑早寝︑早起き
の習慣をつけましょう︒
︿伝染病予防に⁝﹀
e 手洗いの励行︑

ハエや蚊︑ネズ

ll申

箕︐

目

県人事委員会事

・務局に十五円切手をはった返信
用封筒を同封し請求のうえ︑同

局へ提出してください︒

︿受付期間﹀
六月十六日から七月五日︵土︶
の正午まで申し込みください︒
※この試験についてのお問い合わ
せは︑倶人事委員会事務局へ行
なってくだざい︒郵便の場合は
十五円切手をはった返信用封筒
さい︒

・を同封のうえお問い合わせくだ

百円に引き上げ

はり︑きゆう補助金を

6万円

！

ついて﹂というチラシをお配りす
ることにしておりますが︑とにか
くみんなが︑いつまでも健康で明
るい家庭であるよう︑検診はすす
んで受けるようにしましよう︒
日向市に居住している十六歳以

▽対象煮
上のすべての人です︒

▽受診の必要がない人
事業所︑事務所および官公署に
つとめている人で︑毎年定期的に
受診されている人や︑現在結核で
入院中かまたは治療中の人は︑こ

の検診を受ける必要はありませ
ん︒

警艦護龍眼韓妻羅計調査にご協力をく直配齢七月二＋昔

開開学開朋闘開認

警察官
八月三日
︿試験場所V
中級︑上級 宮崎市西丸山町
宮崎大学教育学部

11腸11閥＝二幅鵠開開瞼開炉四騨

＼

ミ︑ゴキブリ等

の駆除に努めま
しょう︒
口 大衆の集まるキャンプ場や海
水浴場は︑いつも清潔にしてお

体力増強と伝染・病予防

夏の健康を守る

わたしたちも︑次のような点に
よく注意して︑実行するようにい
たしましょう︒
八体力をつけましょう︒﹀
e 栄養および食生活の改善を行
なうこと︒とくにビタミンやた

鵠

事業所統計調査は︑国勢調査と
ならぶ国のもっとも基本的な統計
調査で︑三年ごとに全国いっせい
に行なわれているものです︒

開開山

ら七月十九日までの間︑各地区内
を巡回して︑レントゲン撮影によ
る検診を実施することにしていま
す︒

四羅

八申込手続﹀

蕊開闘開 四 開 ≡鵠闘 18闘≡．．朋 峯開開開＝四

七月一日から︑調査員がすべて
の事業所を訪問し︑﹁名称︑所在地
事業の種類︑従業者の数などにつ

涛匇J戸 開

日時︑場所等のくわしいことに
ついては︑各区長．班長さんにお
ねがいして︑ ﹁レントゲン撮影に
つゆどきは︑毎日じめじめした
うっとうしい日が続き︑物がカビ
くさくなったり︑食物がくさった
りして︑食中毒や伝染病の多発す
る時期でもあります︒

またこの時期から真夏に向けて
は︑高温になやまさ

れ︑食欲は減退し︑
栄養のバランスがみ

だれて体力もおとろ

んばく︑脂肪などを含んだ食物
をとるようにしましよう︒

福祉課衛生係まで︒

高崎町は︑墓地の改葬に伴い︑
墳墓の縁故者をたずねています︒
八所在地V北諸県郡高崎町大字江
平温水原一五四三番地
八届出期日﹀ 八月三十一日
︿届出先﹀ 北諸県郡高崎町役場

います︵高崎町︶

墳墓の縁故者をたずねて

利用券をうけてください︒

の支所︑出張所で手続きをすませ

◎難i協罪蒲講｝賀雫隈歪を30万円、

35世帯増

12．110世帯

えがちです︒
厚生省は︑この六月二十一日か
ら︑七月二十日までの一ヶ月間を

世帯数

度分から適用されます。．

／
⇔ 体操会などには︑すすんで参
きましょう︒
加するようにしましよう︑体力
㊨ 上水道の使用など︑とくに︑．
を保持するため︑部落ぐるみな
集団で利用する所では︑徹底し
どの体操会を実施し︑からだを
た衛生的な維持管理につとめて
じゅうぶんにきたえておきまし
いただきたいもσです︒

義密

l（1〜2級）8万円（1〜2級）9万円：
老年者、寡婦1
6万円
7万円1
勤労学生控除…

合計47．078人108人増

本年度分の市民税から適用

国民健康保険の被保険者がはり
きゆうをされる場合の補助金が︑
現行八十円から百円に引き上げら
れ︑六月一日から実施されること
になりました︒ ・
利用の際は︑国民健康保険の被
保険者証の注意事項をお読みにな
って︑市役所保険課またはもより

・

障害者控除コ @

V4人増

女24．605人

地方税法の一部が改正され、個人市民税における所
得控除額および障害者、未成年者、老年者、寡婦につ
いての非課税所得額の範囲が次のようにかわり、本年

︑い

男22．473人前嶽亀

所得控除額を引き上げ
︾．
㌧

7万円

6万円l

制

17万円

給与

11万円

引臼庸色i

15万円
15万円

専従者i白色1

②現行どおり

「 がいない場合
1 1人目8万円

人口（6月旧現在）

硬論
﹁夏の健康を守る運動﹂として︑
伝染病や食中毒の予防と早期受診
に心がけ︑体力の増進をはかりま
しょうと全国のみなさんに呼びか
けています︒

建
バ
︑

扶養控除1②即下蒙配偶著

5万円

（1）

1（1）

10万円

9万円

配偶者控除：

12万円

11万円

基礎控除1

正

改

行

現

項
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