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交通量の増加︑そして雨でも降ればすぐ水た
まりができてしまう十二万綴の砂利道︒こ．の維
持補修には機械力も導入した︒
．
グレーダーが路面を整地し︑トラックが砂利
を敷きつめてデコボコをなくす︒
だがこの機械力が利用できない幅のせまい道
路は︑やはり〃道路工夫 と名のつく人たちの
力をたよるほかに手はない︒砂ぼこりをかぶり
あるときは泥土をかけられながら︑これら道路．
を守る人たちのかげの力は大きい︒

○⁝⁝⁝とじておくど便利です⁝⁝⁝○

獲道路をまもる

Y

現在市道の総延長は二十一万三百八十八材︒
これは日向市から西鹿児島までの距離に相当す
る︒このうち︑舗装ずみの延長は全体の四十一．
軒にあたる八万七千五百十二綴で県内トップの
舗装率を示すまでになったものの︑残る十二万
二千八百七十六諸は未舗装︒
市では﹁道づくり﹂を一つの大きな柱にして
未舗装の舗装化に積極的にとり組んでいるが︑
財政的な面などを考えあわせると︑全路線が舗
装されるのは︑まだ当分さきになりそう︒

．臨

（撚189）
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ｧ諭認離愛の扶

・ページ…

やってきた巨船

3ページ

7ベージ…国勢調査の結果紹介（その2）

4ページ 「健康を守るために」。
5ページ…ガン、脳卒中、かぜの予防
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2ページ．．．．．．市役所の窓口のご案内。

今月の主な内容
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新しくできた生活課は︑一階の
選管事務局あとに店びらきし︑消
費者保護のたのの相談や指導︑内
職相談︑公害防止︑交通安全対策

・犬の登録申請

・妊産婦︑乳児の保健指導と相談
．・伝染病の予防や各種予防接種

は除く︶の受けつけ・

．議申し立ての受けつけ
・医療費給付・甲請︵助産︑埋葬費

＊保険衛生課
・国民健康保険税の税額決定や異

またこれらに対するご相談

＊生活課
・消費者保護のための相談と指導
・みなさんのご要望や苦情相談馳
・内職の相談
・公害防止の指導や交通安全対策

・国民健康保険加入者への助産費
・葬祭費の支払い

請の受けつけ

：・住民基本台帳の整備と作成
・国民年金への加入︑年金給付申

＊市民課
・戸籍︑住民票の作成や交付
・印鑑の登録と証明書の発行
・外国人登録
・埋火葬の許可と火葬場使用許可
・母子手帳の交付

︿一階﹀

介しましょう︒

では︑各階別に主な窓口をご紹

課︑市金庫の窓口になっています︒

などにあたっています︒

市ではふさる二月一日付で市役所の機構︵しくみ︶を改めました︒
こんどの機構改革は﹁生活優先・人間尊重﹂を第一に考えなが
ら︑公害︑交通災害など︑いわゆる一連の人災から市民を守るため
に︑環境改善や防止面の指導体制を強化したこと︒住民の実態をよ
り正確につかむための住民登録の強化︒消費者保護︒積極的な町づ

玄関をはいって左側のカウンタ
一は市民税や固定資産税の徴収︑
納税証明書や固定資産の評価証明
を取り扱っている税務課と︑会計

印鑑証明︑異動届けは市民課の
窓口で受けつけます

じています︒

保険衛生課で︑国民健康保険の給
付︑妊産婦や乳児の健康相談に応

市民課の隣りa窓口は︑保険係
ど︑これまでの衛生課を統合した

めています︒

・また︑これまでの保険年金課は
保険係と年金係に別れ︑年金係は
同じく市民課の窓口で仕事をはじ

きうける市民課の窓口です︒

居住関係の届け出などを一手に引

のカウンター．は︑戸籍や印鑑証明

市役所正面玄関をはいって右側

にまとめました︒

みなさんに一番関係の深い各種
証明や届け出の窓口は︑全部一階

窓口は一階に集中

くりの推進などをねらいとしています︒
そのために︑これまでの市民生活圏を生活課と市民課に分離し︑
新たに生活環境係︑公害対策係を設け︑また建設課内にあった都市
計画係を昇格し︑都市計画課にしました︒
これらの機構改革にともなって市役所内部の模様が︑一部かわりま
したので︑おいでになって︑ご不便がおこらないよう改善後の窓n﹇

調

をご案内します︒

み

＊税務課
・所得証明や課税︑納税証明︑無

職証明の発行

整備されつつあるからです︒

た宮崎︒しかしいまはちがいます
日豊本線の電化︑空晶の大型化
そしてこんどのフェリー就航で陸
と空と海の交通輸送体系が完全に

流通革命のにない手

・

います︒．

とくにカーフェリーによる海上
輸送は︑より速く︑より安く︑よ
り大量に輸送できるとあって︑こ
んこの交通︑輸送革命のにない手
として︑大きな期待が寄せられて
また県は︑このカーフェリーに
よる県杓農産物の大量輸送を計画
しています︒

まず県内を大きく六つのブロッ
クに分けて︑このブロックごとに
選果機︑自動こん包機などを備え
た地域集配センターを四十六年か
ら建設します︒県内の農産物は一
度この集配センターに集のられ︑
ここからさらに十五ノのトレーラ
で細島の広域還送センターに集め
られます︒・
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﹂2ピン︑5幽﹄

階

らいです︒

誌議三州講瀞︐．．︾．

・建設課 ・人事課 ・保健衛生課
・理容部

・売 店

相談
＊都市計画課

♂

・都市開発︑区画整理事業などに
対するご相談

︿四階V
＊商工水産課

臼太鼓踊り︶

にやってきた人たちは︑郷土民芸
であたたかく迎えられた︵西都の

⑤はじめてカーフエリーで日向市．﹂

︽

0八日の帰り便には︑県内産の野
菜︑果物︑技肉など百三十トンあま
りが十三台のトラックに積んだま
まテスト移送され︑取引きされた
市場で鮮度が高いと好評だった︒

い︒

はこ遠りよなくお申し出くださ

・設備近代化資金︑運転資金など
の融資申請受けつけ︑
こんどの改正は︑ご用件がなる
べく一ヵ所ですむよう窓口を集申
しました︒市ではみなさんがいつ
でもお気軽にご利用できるよう心
がけていますので︑お気づきの点

ヤ

理とこれらに対する苦情相談
・道路占用の許可・建築確認申請
の受けつけ・一般住宅建築のご

・管財課 ・税務課・繋金

とにかく京阪神まで二十六時間
の距離︒そのままの大型市場が宮
崎に移ってきたといってもいいく

ってきたようです︒

これまでのたで作ればよいとい
う農業からは脱皮し︑これからは
需要情報をつかんで︑すばやく生
産物を送りこむといった︑流通拡
大に対応した農業経営が必要にな

．雛失いたくない緑と人情

になっています︒

太陽と緑をキャチフレーズにし
た宮崎は︑いま新婚旅行のメッカ
でもこんどのフェリー就航で︑
新婚さんに限らず︑ゆっくり船旅
を楽しむ高年齢層の観光客も︑日
に千人︑二千人とこの日向市にや
ってくるわけです︒

だれでもそうだすが︑なが旅の
あと︑一歩陸地に足をおろすと︑
何かしらほっとす乃ものです︒
緑を求めてくる観光客であれば
なおさら︑日向市のよさを強く印
象づけるために︑この美しい緑︑
澄んだ水︑温かい人情はいつまで
も守り︑．持ちつづけていきたいも
のです︒

・食 堂

・都市計 ・総務課 ・福祉事務所

商工水産 ・農林課 ・議 会 ・市民課・生活課
教育委
員 会
員会

・農業委 ・財政課 ・選管・面懸

＊農林課
・共済金の支払い
・家畜の増殖と改良のご相談
・農林業経営の指導とご相談
＊建設課
・道路︑橋︑河川︑側溝の維持管

く三階V

＊管財課
公有財産の維持管理をよめ合理
的に行なうため︑これまで総務課
内にあった管財係が昇格して課に
なったものです︒この課で直接関
係の深い窓口の業務は
・市営住宅の入居者の受けつけと
入居者の選考決定
・住宅使用料の納入

く二階V

・固定資産評価証明の発行
・市税︑国民健康保険税の納入

開発公社

四

出荷調整保管庫があり︑ここから・
一挙にカーフェリーで大型消費地
に送りだそうという考えです︒

L

ρ

この広域電送センターは四十六年
に建設し︑トラックターミナル︑

・…

幣
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・軽自動車の登録とナンバー交付

■

●

やって港光鎧い難船

した︒

細島〜川崎間︵神奈川県︶八百八
十七キ︒の〃黒潮バイパスルが完成

し︑その第一船として﹁ふえにつ
です

くす﹂が試験航海︑入航したもの

こぬらのカーフェリーは︑いず

また同日午後三時には僚船﹁せ
んとぽ一りあ﹂も入港しました︒
れも六千ト・級で︑大型トラック四

十台︑普通乗用車百十台︑観光客
千人を乗せて細島〜川崎間を二十
六時間で航海します︒
・
二月中は不定期の試験航海をつ
づけて︑三月から本格的な営業を
はじめ︑とりあえず三日分二便︒
五月からは﹁はいびすか﹂﹁ぷ一
げんぴりあ﹂の二隻が就航して一
日一便︑六月からは三日に四便が
運行される予定です︒

霧近くなった大型消費地
かっては陸の孤島などといわれ

き・毎

L

f

い
肢齠卲ﾟ前九時︑細島工業港
二区岸壁に︑白い巨船が接岸しま
噛二

●

︐∵

﹁せんとぽ一りあ﹂が︑初入港した︒

》」1

〇二月一日に﹁ふえにつくす﹂と

．

乳．

②二月八日の第二便で︑在京報道

﹂p

一

公害担当の生活課など新設

六千︑・の白い巨体は︑まる で 海 の
女王のように⁝︒

〆

つてそのまま岸壁へ。
▼

」
関係者を含めた百五十人が黒木知▼
事の案内で日向市にやってきた︒
くちぐちに〃緑〃が美しい︑空気・
がうまいを連発していた︒

③普通乗用車は可動橋を通
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︿ガンのできやすいところV 男
女と五胃ガンが圧倒的に多く︑
つぎに男性では肺ガン︑女性では
子宮ガンが多いのです︒

︿ガンのできやすい年齢V ガン
は老年以降にかかりやすいので
す︒四十歳になったら男女とも胃

脳卒中と
@心臓病
八脳卒中V︑四十歳以上の人にお
きやすく︑脳の血管が破れたり
つまったりすることによって︑意
識がなくなったり︑手足がしびれ
マヒしたりして︑ひどい場合はそ
のまま死亡する病気です︒

高血圧

たとえ死ななくても︑手足がきか
なくなったり︑舌がもつれたりし
て︑日常生活にたいへん不自由を
きたすことが多いのです︒
．︿血圧と脳卒中の関係﹀

の人は正常の入．にくらべて十倍
以上も脳卒中をおこしやすいので
す︒また心臓病や︑腎臓病にも深
い関係が． あ り ま す ︒
ち

く高血煙というのは﹀ 血圧には
最大血圧︵心臓が収縮したとき︶
と︑最少血圧︵心臓が拡大したと

のジ
康﹁

健ぺ

いまかぜがはやっています︒

るかたは国民総死亡者のうち五十四響︵昭和43年︶

またヱん月一日から一週間︑厚生省などの主催
で十三回成人病予防週間が行なわれました︒
脳卒中︑ガン︑心臓病などの成人病は四十歳ご
ろから急にふえはじめ︑これらの病気で死亡され

㍉14ヨーコ︒．

四十歳といえばまだ働きぎかりで︑職場でも家

を占めています︒

いまはやりのかぜから余病を併発しないよう

庭でも大事な柱です︒

︿ガンをみつける﹀胃ガンをみ
つけるには︑まずバリウムとい
う白い液をのんで︑胃のX線検査
を行ない︑そこで異状があれば︑
さらにくわしい検査︵胃カメラな
ゴクノ

一噌

動

り

し

は積極的に受けてください︒

覆保

口入

は保温に注意しましょう︒

です︒．

が第三のコツです︒

好きなものを十分たべて栄養をと
ること︑これがコツの第二です︒
かぜ薬も結構ですが︑ながびか
ないうちにしろうと療法はあきら
め︑医師の指示に従うこと︑これ

ら︶

生省公衆衛生局編集の成人病か

つつしんでください⑩ ︵資料は厚

なら﹁本ぐらいにして深酒は厳に

日本酒ならせいぜ﹂い一合︑ビール．

酒とたばこはやめたいものです
どんなにお酒が好きな人でも︑

獲酒とたばこ

おふろはぬるい目にして︑なが
湯は禁物です︒お湯の湯度は夏は
三十九度︑冬は四十一度けんとう

浴

ください︒急激な温度の変化は血
圧を高めます︒とくに冬の外出に

部屋や便所をできるだけあたた
かくして︑寒さを防ぐように心が
けましょう︒日本の家屋構造では
便所は北側に位置して寒いです
から︑すき間風などを防いだり︑
どてらなどを着込んで用を足して

温

これらのガン発見は︑かかりつげ
のお医者さんにみてもらうか︑保
健所か市役所の保険衛生課に相談
して︑検診車による集団検診など

く検査します︒

ど︶が必要になります︒また︑子
宮ガンをみつけるには子宮の入口
をわたなどでかるくこすり︵苦痛
はありません︶︑それを顕微鏡で
調べ︑異状があればさらにくわし

に︑成人病を防いでしあわせな毎日がおくれるよ
うに︑この健康ページを編集レました︒

が︑少なくとも年一回は必要です︒

れになった悲劇はよくきくところ
です︒できれば年二回が理想です

くくなります︒

自分の誕生aを健康診断日ときめ

発見が遅れるほど︑ガンは進み
ほかの場所に飛び火してなおりに
早期発見さえすれば︑いまの医
学でなおすことができます︒
八定期のガン検診をV 早期．のガ

ける必要があります︒

してください︒

・をはかってもらういっぽう︑相談

ておくのもひとつの方法です︒

にも心がけたいものです︒

へ
忙しくて受けなかったため︑手遅

ガンに︑そして三十五歳になった
ら女性は子宮ガンに︑とくに注意
しましょう︒この年代は働きざか
りでまだ子どもにも手がかかりま
す︒社会のためにも︑家庭のため
︿早期発見でなおせます﹀ ガン
が表面にとどまっているうちに
発見して︑手術などの治療をすれ
ばほとんで治すことができます︒
保健所︑市保険衛生課などで血圧

ンは︑多くの場合症状がありま．
せんから︑定期的に健康診断を受

き︶があります︒最大一六〇以上︑
いといえます︒

また最少九五以上あれば血圧が高

織

診断の結果︑健

一聯

鑑

︶＼︑

︐・遡・

極的に楽んでください︒

特別はげしい運動はよくありま
せんが︑適度の軽い運動はむしろ
すすんでやったほうがよいのです
全力疾走︑すもう︑長時間の運
動はさけて︑散歩︑ラジオ体操︑
バレーボールなどの軽い球技は積

灘運

また肉でも︑ブタ肉のあぶら身
などはなるべく少なくして︑米油
ごま油︑サラダ油など植物性の
ものをたくさんとってください︒

驚

康といわれた場合は安心した前

︿診断の結果V
向きの生活をしてください︒

二十玉代︑三十歳代の人では最
や大一四〇以上︑最少九〇以上を一
応高血圧といっていいでしょう︒
断を受けま・しょう︒

です︒

にレモンやすなどを使うのも一﹁法

味つけには塩やしょうゆのかわり

十七フ前後に制限しましょう︒

均十五ゼ．の塩分をとっていますが

塩分をへらすだけでも血圧を下
げる効果があります︒日本人は平

饗食生活

ていくことが重要です︒

八日常生活のしかた﹀ 高血圧や
心臓病にかからないようにする
ためには︑日常生活が基本になり
ます︒すでに高血圧︑心臓病の人
は︑それを悪化させないために治
療の一環として日常生活を改善し

でも半年か一年目にはまた健康診

︿脳卒中を防ぐにはV 一応血圧
をはかって︑高ければ眼底や心
電図︑尿などのくわしい検査を受
けます︒早いうちに異常をみつげ
ることが大切です︒ガンと同じよ
うに︑かかりつけのお医者さん︑

血圧の測定は定期的に

㌔

的には︑衣類のコントロール︵脱

がらだの熱がうばわれ

着︶をまめに実行することです︒
＊汗のし．まつ臆かいた汗が蒸発す

るときに

ρゴ

県税事務所

かぜの原因になります︒ご注意︒
＊湯ざめ︑うたたねをさける︒
＊不必要な外出はさける11人ごみ

〜

縫︑・
．
かぜをひいたといって︑おかゆ
を食べるほどのことはありません

9．00〜16．CO

や映画館︑デパート︑乗物の申な
どには︑かぜの病源菌がたくさん
浮遊しています︒なるべく不必要

市役所4階
会 議 室

＊うがいを励行し︑不節制・

9．00〜17．00

な外出はさけてください︒

鳥

から︑必ず期日内に申告してく
ださい︒

県税事務所

をさけましょう︒

細島保育所

欝相談所の日程
相談所はつぎの日どりで開きま
すが︑三月一日から四日まで市
役所会議室で行なう相談所と︑
三月十日以降に県税事務所で開
く相談所では︑市県民税のほか
に所得税︑事業税の申告相談に
も応じます︑ご利用ください︒

σ 蟹

細島支所

9．ヨロ〜16。00

ことしもまた本格的な流行期が
やってきました︒これまでのデー
ターからも︑かぜは十一〜十二月
ごろからはやりだし︑翌年の二月
ごろをピークとして三月ごろまで

9．30〜16．0α

一です︒

■

月日のわかるもの︵例えば保険

切島山公民館

︿かぜをひいたと思ったら
V 思い切って仕事をやす
み︑あたたかくして静かに
寝ること︑これがコツの第

｝

証や米穀通帳など︶︑③国民健康

9．豹〜16．00

てのべてみましょう︒
︿まず予防﹀ ＊冷水・乾布マサ
ツ睦これらはいずれも皮ふをき
たえ抵抗力を増す効果があります
ただし高血圧︑心臓病︑気管支
ぜんそくの人はやめるべきです︒
＊温度の変化に気をつける 具体

・

O

保険税の領収書と年金手帳︑④
医療費や生命保険の領収書︑⑤
その他所得の算定上必要な関係
書類︒

細島幼稚一

また︑申告書の内容が複雑です
ので︑つぎの日どりで市県民税申
告の﹁移動相談所﹂も開きます︒
この相談所では︑わからない箇
所のご相談のほか︑代筆もいたし

9．ヨ〕〜12．00

攣申告書の提出期限 三月十五日
忘れて申告されないと︑所得控
除︑税額控除を受けられず余分
の税金を納める結果になります

二浦公民館

ご遠りよなくこの相談所をご利用

こ

0﹂U

コつ
9．30〜12．00

ます

閨室

ロ

所議
役
市会

原町公民館

9．00〜16．00

木

9．30〜16．GO

3．11

ず

ミ＼
土

ください︒

2周土巨・・一1嘱娘公民館

ここでかぜを防ぐ個人衛生につい

13．00〜16．bol庄手公民館

続くことが知られています︒

k

■相談所に持参するもの
①印かん ②家族の名前や生年

奥野公民館
卜3・。・一16…

ましたが︑届いたでしょうか︒
もし届かないようでしたら︑

g．孤〜12．ooi秋留公民館

臨賀
．月

県税事務所

金

梶木公民館
13700〜16。00

代筆．もいたします

飯氏公民館

めんどうでも︑ 市税務課までご連

2．2d金

r

市税申告の移動相談所

9．30〜12．0

、

鳥ノ巣公民館
9．3｛〕〜12．00

0

﹂3333

9．α〕〜16．00

／

乙虚5猷
盾

〜〜〜〜

月火水木

9999

fc

123﹂4

月

一♂ン．．告﹁

9．GO〜17．OO

3．15

盾盾

市役所4階
会 議 室
i桁役所4階
会 議 室
ド
1県税事務所
9．00〜12．

土
3」

曾根公民館

3．12

田ノ原公民館

「

江良公民館

9．m〜16．00

ρ

差立公民館

魎

水

9．30〜16．001

3．10

美々津支所
9．三5〔〕〜12．00

7

火
3．9

9．3G〜16．00

1趨
3．8

高松公民館

ご

亀崎公民館
9．三50〜12曾CO

憂ください︒

…一1…困木公蹴

ン

こん月のはじめに︑市県民税︑
国民健康保険税の申告用紙︵同じ
用紙で兼ねてあります︶と︑この
申告書の書き方説明書をお送りし

問

2．22

9．30〜16響00

月

9．30〜16．coi南日向公民館

ガ
@

か ぜ
所
場

℃

五十猛神社
社 務 二

3．

中村公民館

9．5〔〕〜16

金

oo

永田公民館
oo
L竺12

二瀬公民館
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三日が節分︑四日が立春でこれ
から平均気温はわずかながら上昇
しはじめます︒

一方︑春﹇番とか︑春を呼ぶ季
節風などといわれる強い南風が吹
くのもこの時季で︑三月末ごろま
で砂塵を高くまいあげ︑陸上でも
風速二十材をこえることさλあり
ます︒加えて湿度は毎日三十智を
下まわり︑これから火災発生の悪
条件が重なります︒

めています︒

・過去の火災発生状況を四季別に
みても︑冬から春にかけてが一番
多く︑全体の約六十警ちかくを占

．生噛

したばっかりに﹂ということのな
いよう︑火の元にはくれぐれもご
用心ください︒

二月二十八日から二週間

春の火災予防運動
せいに﹁春の火災予防運動﹂が行な

ことしも︑二月二十八日から三
月十三日までの二週間︑全国いっ
われます︒

火災による被害は年ごとにふえ
るばかりで︑昨年一年間でも︑全
国的には五万七千件をこえ︑千五
百人以上の死者がでており︑日向
市でむ十七件︑四千万円が灰にな
っています︒

ることです︒

とくに最近の火災の傾向として
死者の数がしだいにふえてきてい

︑pゴ

し

出火の原因は︑たばこ
の火の不始末が一番で︑

ついで火遊び︑ガスコロ
ンロやストーブ︑煙突の
不備やヵマドの残り火と

いった順になっていま
す︒

市消防署では﹁灰皿に
はつねに水を入れ︑でき
れば事業所のように各家

庭でも火元責任者をき
め︑その人が必ず就寝前

︐

﹂

きが必要︒

・

．

ったものがあります︒

︐．．︐．．¶祠︑︑己

ヘヨr﹄

これは︑保護者が働けるうちに
月づきわずかな掛金を積みたてて
おけば︑万口不幸にして死亡され
ても︑残された障害者に︑生活の
．よりどころとして終身年金が支払

．せ

昨年の四月にこの制度が発足し

われます︒

長嶋選手が細島へ・
巨人軍の長嶋選手が︑つい先日
ひょっこり細島に釣りにやってき
ました︒

いつもの野球帽とユニホームは
脱ぎすて︑スキー帽に救命胴衣と
いういでたちで︑細島沖合の飛島︑
で糸を垂れること半日︒
戦果はハゲなど七枚︒ ﹁魚もけ

キャンプへ帰っていきました︒

っこう釣れるし︑とにかく海がき
れい﹂とご満悦︒午後には宮崎の

．．
このはく製は︑体長四十四挫．のマングースにハ

した︒

ブが巻きついた格闘シーンで︑贈られた意図は児
玉市長がハ ﹁マングースのように何ごとにも動じ
ない政治稽念をいつまで略持ち続けて欲しい﹂と
いケ亡ころから︒

に鼻

ガスせんは手でしめるだけでな
く︑鼻でも確認するようにすれば

火災はもっと少なくなるでしょ
きよう﹁日の最後の仕事︒それ

うしといっています︒

は火元の点検です︒これを行なっ
てからおやずみください︒

族会議を開いて火災予防や避難
方法についきめておくこと︒

⑦出火の場合いったん外へ逃げた
ら物とりには絶対もどらない︒
③毎月十六日は防火の日です︒家

こと︒

⑥消火用水はいつも用意しておく

くこと︒・

のローブやはしごを用意してお

焼死者をださない八力条
③責任者をきめて寝る前
に必ず火元を調べること︒

③老人や子ども︑病人は二階以上
は避け︑すぐ逃げられるどころ
に寝かせること︒

③からだの不自由な人や子どもだ
けを残して外出しないこと︒
④非常口や出入口はいつでも通れ
るよう整とんしておくこと︒
⑤二階以上の部屋には避難のため

もう加入されましたか

市では︑こんど新設した生活課
にパトロール車を配置しました︒

このパトロール車は︑公害環境
の改善指導や︑交通危険箇所の点
検のために︑市内を巡回してまわ
ります︒巡回途申にこの車をおみ
かけし︑公害︑交通などお気づき
の点がありましたら︑ご由りよな
く車をとめてお申しつけください
パトロール車には屋根に黄ラン
プが点滅︑日向市パトロール車と
﹂抜き書きしてあります︒

かるくし︑あわせて残された心身
障害者のくらしを保障するものに
﹁心身障害者扶養共済制度﹂とい

身障者への愛の扶養保険
手足の不自由なかたや︑目のみ
えないかた︑ことばの不自由なか
たなど︑将来ひとりで生活できな
い心身障害者をお持ちのご家庭で
は︑なにかにつけご心配も多いこ
とと思います︒

﹁自分がいなくなったら︑この子
．のめんどうはだれがみてくれるだ

こうした保護者の悩みを少しでも

ろう﹂ ﹁将来とも幸わせにくらし
てくれるだろうか﹂⁝など︒

尋

に火の元を点検する︒点検のしか
たも︑ただ慢然とみてまわるだけ
でなく︑ヵマドや取り灰︑ストー
ブには手をあててみるほどの慎重

カマドに手・ガスせん

る有毒ガスによるもの
逃げること︑そして万一の避難方
で︑市消防署でも︑出火︑ 法もみんなで話し合っておくよう
したちまず煙よりさきに
呼びかけています︒

辱

市内財光寺出身のインド農業技術協力派遣団員
黒木堤さん︵五五︶が︑一帰国の記念に︑このほど
児玉市長にハブとマングースのはく製を贈ちれま

インドからおみやげ

・

へ

パトロール車を配置

●

わたしたちが永年努力してきつい
た家や財産︑さらに尊い生命まで

人

、

つい先日︑北海道の美唄市でおき．
た火災で美容師十一人が死亡した
ことでもあきらかなように︑その
ほとんどが窒息死です︒これは建
物に使用されている新建材からで

そ．．

蟹

ノ

]・翻・

駕

構造の変化がみられます︒

減少し︑さらに今回の調査でも七
百二十八人︵十三・七響︶と減っ
てきており︑数字の上からも産業

・で千三百八十五人︵二十・二暫︶

しかし︑農林漁業などの第一次
産業の就業者は︑四十年の調査時

なつ．ています︒

第三．次産業の就業者も都市づく
りが進むにつれて店舗が増加し︑
調査ごとに二十響前後の伸び率に

．響以上の伸び率を示しています︒

②

うばってしまう火事︒

春の陽気につられて﹁つい油断

、

減った農業人口

・

商工中心の都市形態へ
農業を中心とした第一次産業の
就業者は︑昭和三十年までは八千
人もいて︑産業別就業天日のトッ
プにあり︑日向市は農業経済都市
として発展をつづけていましたが
今回の調査では︑三十年当時の
約半分︑四手六百﹁人という結果
がでて︑産業別就業人口の最少と
こうした第一次産業の就業者減
少は全国的な傾向のようですが︑
逆に第二次︑第三次産業が大きく
伸びていることは︑日向市の産業
形態が工業︑商業都市へと移行し
つつある姿を示しているものです
とん月は︑こうした就業人口の
変化について掲載します︒

が九千四百人となっています ︒

四十五年度の国勢調査による十五
歳以上の産業別就業者数は︑同じ
く十五歳以上の総人口の六十四響
に当る二万千八百二十一人で︑う
ち男が一万二千四百二十一人︒女

て︑二十二響の伸び率です︒

これを五年前の四十年の調査に比
べますと︑別表のように全体では
三千百六十人増加して十六・九響
の伸び率になります︒男女別では
女の伸びが大きく千七百五人増え

男ぱ千四百五十五人の増で︑伸び

3，297

674

10．243「

21

13・661

一家こ

率は十三響になっています︒

2，

6，9771

22．21
9・400i＿

攣

7，262

第3次産業

13．3

なりました︒

f

手・

つぎに︑彦業別就業者の増減を
みますと︑近年相つぐ工場建設に
より︑第二次産業の就業者が大き
く伸びて︑四十年度に千四百六十
六人︑四十五年度に二千二百十四
人の増と︑毎回の調査ごとに四十

〈国勢調査から〉
r

460仏

騰2次産業旨

t
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△1郵
箸：i轄
6，714

庸1次産業1
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︑

﹂か・二．

日ごろのご努力に対して︑市か
ら彰状と記念品がおくられました

などの各業種別に三十三人︒

ことし表彰された人は︑大型定
置︑しび延縄︑小型定置︑一本釣

役所四階会議室で行なわ．れました

昭和四十五年度の優良漁業者の
表彰式が︑さる一月二十八日︑市

優良漁業者を表彰

︐相談されてもけっこうです︒

加入者が死亡されたときは︑残
された障害者に毎月二万円の年
金が終身にわたって支払われま
す︒また障害者が加入者の生存
中に死亡されたときは︑剛時金
として二万円が支給されます︒
市福祉事務所では︑いま加入申
し込み用紙も準備して受けつけ
を行なっています︒
とくに四十五才以上のかたが加
入できるのは︑ことしの五且三十
﹇日までで︑それ以後は加入でき
なくなります︒加入ご希望のかた
は︑福祉事務所にご相談ください
また︑おちかくの民生委員にご

よってつぎのようになります︒
①三十五才未満のかたは月額千円
②三十五才以上四十五才未満のか
たは月額千三百円
③四十五才以上のかたは千五百円
▼年金の支給

掛金は保護者︵加入者︶の年齢に

保険の加入対象になれるかた︒
▽掛盒

③特別の病気や障害がなく︑﹇般

す︶

﹁日までであれば加入できま

①住所が宮崎県内にあること
②四十五才未満であること︵ただ
し四十五才以上︑六十五才未満
のかたでも︑ことしの五月三十

るかたです︒

▼加入できる人
一人で生活できない心身障害者
を扶養していて︑つぎにあてはま

お知らせします︒

からだのご不自由なかたの将来
のために︑より多くのかたが加入
されるよう再度この制度の内容を

しか利用されていません︒

のうち︑まだ三分の﹁程度のかた

が︑市内の該当者約二百三十五人・

てから︑加入を呼びかけています

一、

ρ

﹁
﹁

．．﹁．﹃．ド﹂．コ麺﹁鶏君ヨ．超㌔扁肖剛︑．

一日越ら四日まで︒

の日どりで行ないます︒

三月

なお︑各支所︑出張所ではつぎ

細島︑岩脇︑美々津支所

ください︒

義理人情で投票されては︑ほんと
うの選挙とはいえませんし︑住み
よい郷土づくりも望めません︒
一人一人の自由意志で︑明るく

幸脇出張所11三月四日から六日
まで︒

新農林委員長名を
お知らせください

︑．︐痢．．﹁濁睾園ヨハヨー鋼
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いません．

ています︒

なお参考までに昨年一年間の相
談情況をお知らせしますと︑件数
は二百五十九件で︑内訳は性格や
習慣が十六件︑知能と言語相談が
三十一件︑学校生活など十九件︑
非行四十五件︑家族関係三十二件
環境︑福祉関係八十八件︑心身障
害二十三件︑その他十一件となつ

も行なっています︒

相談室は市役所二階で︑日曜と
土曜の午後を除く以外は︑いつで

ません︒

・決の糸口が見い出せるはずです︒
相談は無料で︑内容の秘密は絶
対に守られますからご心配はいり

ねてみてください︒何かきっと解

すので︑農林委員長さんがきまっ
ていない農林部の区では︑早目に
お決めになって︑市農林課の方へ
お知らせください︒
なお︑班長︵実行組合長︶さんのお
名前もあわせておねがいします︒

どご協議ねがいたいこともありま

これから早期水稲の作づけもは

農村部の四十三区のうち︑すで
に改選がすんで新しい農林委員長
さんが決まったのは二十区で︑残
りはまだ市区二郎に届けでがでて

日向市にはいま八十の区があり
それぞれ区長さんがいらっしやい
ますが︑さらに農村部の区では︑
この区長さんとは別に農林委員長
さんの選出をお願いしています︒
区長さんの仕事が︑市役所から
のお知らせ事項の周知徹底や︑区
内のとりまとめなど一般行政面で

じまり︑．ことしの米の生産調整な

女盲判．

女25．378人gg人増

お世話いただいているのに対し︑
農林委員長さんは︑農家のみなさ．

いています︒

んと市農林課のあいだにたって米
の生産調整︑農業構造改善など農
業面でいろいろおほねおりいただ

応じています︒

この相談室には専門の相談員を
置き︑子どものいっさいの問題や
家庭の問題などについてご相談に

の解決のために﹁家庭児童相談室﹂
を設けています︒

この農林委員の組織ができたの
が二年前で︑ことしの一月がちょ
うど改選時期になっています︒

昭和四十六年度の固定資産税の
算定基礎になる﹁課税台帳﹂を︑
三月一日から二十日目で市役所税

一度お調べください

返事いたします︒

問い合わせになられてもけっこう
です︒係員が名簿を調べてすぐお

なくても︑電話︵二一一一番︶でお

市役所にわざわぎおいでになら

委員会でお確かめください︒

自分の名前が名簿にのっている
かどうか︑もう一度市の選挙管理

せん︒

知らせしましたが︑いくら選挙権
があっても︑選挙人名簿にのって
いませんと投票することができま

正しい選挙を行ないましょう︒
さきの広報紙︵十二月号︶でもお

、

務課でお見せします︒

みなさんが所有している土地や
建物が正しく評価してあるかどう
か︑期間申に一度お調べになって

子どもがすこやかに
育つということは︑わ
たしたち親としての責
任であり︑また楽しみ
をであり︑願いでもあり
用ます︒

利ですが反面︑子ども
のい歳月のあいだには︑

こを育てあげるまでの長

〃すなおさがなくなり親に反抗す
るようになった〃とか〃夜ふかし
をし〜親にかくれて叢るい遊びを
はじめた といったような非行化
の問題から︑家族関係︑知能︑言
語︑心身障害の問題まで幅広くご

親として精いっぱいの努力もし

相談に応じます︒

指導もしてきたのに︑﹁結果として

はあまり妊ましくない︑といった
ような場合は一度この相談室を訪

・

撚獺撚撚％鰯

こう改善して欲しいといったご要
望など︑なんでもご相談に応じま
す︒お気軽においでください．

県営住宅の入居者募集
県では．いま塩見川ぞいに建設
中の県営住宅四十二戸の入居者を
つぎのとおり募集しています︒

住宅が完成するのは三月上旬︑入
居は中旬になる予定です︒

入居ご希望のかたは募集期間中
に︑日向土木事務所︵県総合事務
所内11電話四一七一︶へお申し込
みください．

＊入居者募集中の住宅
第一種住宅皿一二十占ハ一戸︵六畳︑

四・五畳︑四畳︑台所︑風呂︶
第二種住宅一1六戸︵六畳︑四・
畳︑台所︑風呂︶

＊一ヵ月の家賃
第一種住宅が四千八百円から五
千八百円程度︒

第二種住宅が三千八百円から四
入居申し込み用紙は日向土木事

千八百円程度です︒
務所に準備してあります︒

このほか入居条件や手続きなどく
わしいこどは同事務所にお問い合
わせください︒

名簿の再確認を
統一地方選挙がまちかにせまっ
てきました︒

四月十哨日が県知事と県議会議
員︑二十五日が市議会議員選挙の

は直接わたした

投票日になっています︒
﹇車身ちかな選挙であるだけに︑

その〃よしあし

灘警縫叢％
潤す︒病気のことや︑そ
児の子の性格上の問題な
ど⁝︒
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市職員の採用試験
市では職員採用試験をつぎのと
おり実施する予定です︒
試験日や採用人員は二月末に決
定しますので︑受験を希望される
かたは︑市役所人事課︵電話一＝
一一番目へお問い合せくだ さ い ︒
＊職種闘﹁般事務員︑土木技術︑

電気技術
＊受験資格11高等学校卒 業 程 度 以

上で︑四十六年三月三十剛日現
在満二十五才までの人︒
＊試験日⊥二月申旬の予定 ︒

妊婦と乳児の無料検診
妊婦の一般健康診査と乳児の精
﹂密検査が無料でできる制 度 が あ る
のをご存知でしょうか︒

年間の所得税額が四千八百円以
下の世帯であれば︑妊婦の場合前
期︵六ヵ月以前㌧と後期の二 回 ︑ 血

色素検査︑血圧測定︑尿化学検査
梅毒検査など無料でできます︒
また乳児の精密検査も無料です
この無料健康診査の受診申請書は
市の保険衛生課︑各支所の窓口︑
医療機関︵産婦人科︶に準 備 し て あ
ご利用ください︒

りますから︑該当するかたはぜひ

ほんとうに住みよい社会︑豊か

ちの生活にも影響してきます︒

て大切な一票を使ってくだきい︒

な郷土を建設するためによく考え

ゐ日に行政相談
午前十時から午後四時まで市役

（2月1日現在）

、

二月二十五日は行政相談日 で す ︒

男22．588人前易雲華
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また地方選挙になりますと︑と

市では︑社会福祉業
務のひとつとして︑と
くに子どもの悩みごと

〜人ロ

、

かく情実や義理人情にこだわりが
ちです︒買収や供麻が行なわれ︑
！

、

所委員会室︵二階︶で開きます︒

国や県︑．市が行なっている仕事
へのこ不平ご不満のほか︑ここは

き．

すごやかに育てるための
お手伝い
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