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繊務課秘書広報係

の収睡が始まりまし

4面・5面…秋の全国交通安全運動

秋の味覚〃アーリーオレンジ

今月の主な内容

た︒

ここ飯山では︑昭和四十三年に団体営開拓パイロット
事業で十六ヘクタールに植えられたミカンの木がことし
多くの実をつけ︑いま取り入れの真っ最中⁝︒

r溺．220）

昭和48年9月21日発行

農家の人の話では︑ことしは天候に恵まれ品質も良好
とか⁝︒初めての収穫︑出荷とあってミカンをもぎとる

収穫されたミカンは︑主に東京︑大阪方面へ出荷さ

人たちの表情は明るい︒

おしらせ

今月は下水道促進月間

アー攣一孝レン砂ン勇

鞍穫鶴蒙霧
れます︒

8面…………おしらせ

乳幼児と重度身障者の
医療費を助成

縞集

日向市役所

発行所

号

月

9

6面・7面…話題を追って

2面・3面…一区にクロロセン工場

初秋の風物詩
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市は︑県や門川町とともに︑旭ダウ株式会社がク関門セン工場を
︐細島臨海工業地帯に建設することについて︑同工場が﹁公害﹂を出
さないことなどを約束する﹁公害防止協定﹂に調印しました︒

康もしくは生活環境がそこなわれ

事故等の防止については万全を
期するが︑万一事故が発生し︑健

︵事故防止等の措置︶

この協定の概要と﹁クロロセン工場﹂についてお知らせします．

㈲ 有害物質による汚染防止対策
塩素︑塩化水素などによる汚染
防止には除害設備の設置など完全
︵水質汚濁防止対策︶

をし︑同時に︑県︑市︑町に報告

またはそこなわれるおそれがでた
ときは︑ただちに必要な応急借置

な防止対策をする︒

排水処理施設は︑排水をじゅう

被害の補償︶

︵報告及び調査︶

応じ︑すみやかに問題を解決する

ず誠意をもって被害補償の協議に

でた場合は過失の有無にかかわら

不測の事故等が発生し︑被害が

する︒

ぶん処理する施設とし︑汚濁物質
の減少に積極的な対策を講ずると
ともに︑排出される水温について

工場に近い住民に影響をおよぼ

︵騒音防止対策︶

は周辺の生物や環境に影響をおよ
ぼさないよう万全の対策を講ずる

め︑つねに公害防止技術の開発と
県︑市︑町は︑公害防止のため

ては︑その機器の配置に留意し︑

さないよう騒音を出す施設につい

が指定する者は工場内に立入り調

必要な報告を求め︑県および市町

的に測って︑毎月県︑市︑町に報

は大気︑水質等の排出濃度を定期

査することができる︒また︑会社

低減に刀全の対策を講ずる︒
︵廃棄物処理対策︶

特に屋外装置については︑騒音の

和をはかり︑住民の福祉の向上に
︵大気汚染防止対策︶

いおう酸化物による汚染防止
運搬︑処分の基準によって処理す

廃棄物は︑法に定められた収集

燃料は︑いおう分の少ないもの
議︶

は︑昭和四十五年三月︑旭化成と

める︒

じたときは︑そのつど協議してき

定めてないことについて疑義を生

協定書に定めてあることまたは

︵協

告する︒

して︑工場の環境を整備する︒

工場敷地の二十響以上を緑地と

︵環境緑化対策︶

を使い︑いおう酸化物︵亜硫酸ガ
ス︶の排出は︑国の基準を下まわ
@ばいじんによる汚染防止対策

る︒

防じん対策をして︑排出濃度を
ひくくする．

建設される場所は︑臨海地帯一

調印されました︒しかしその後の

の︒モーター︑自動車︑楽器︑時

この一区の九十二万四千平方材

めて健康かつ清潔な環境を乱すこ

は昭和四十三年八月︑県と旭化成

維規制等により計画どおりの進出

経済不況︒ドルシ︒ック︑対米繊

決めたものです︒

が困難ということでしたが昨年末
になってようやく建設することを

の建設を表明︑県との協議書にも

ひろい分野にわたって使われてい

工業株式会社との間で土地売買契

旭ダウ株式会社がクロロセン工場

ます︒いままで洗じょう剤といえ

約が成立し︑現所有者は旭化成︒

区とよばれるところ︒

実際工場が操業するなかでこれ

ば﹁シンナー︑ガソリン︑ベンジ
ン﹂など非常に燃えやすいもので

クロロセン工場はもちろんこの旭

計︑写真フイルムの訓じようなど

からず一つと先の将来まで︑日向
のこの美しい自然や市民の生活環

したが︑これにたいして﹁クロロ

となく立地操業されていることを

境がそこなわれないよう会社がこ

化成所有地につくられます︒

．瓢

今月は下水道促進月間です

詩毒︑

いていまその準備をすすめていま
す︒県内では宮崎市をはじめ︑延

本市では︑九月十五日〜二十四
日までの十日間を︑下水道を理解
し︑公共用水域の水質汚濁を防止

公共下水道の事業を行なっており

岡︑日南︑都城の各市で︑すでに

ご存じのように︑現代における

ます︒

水質汚濁等の公害問題は︑ますま

理まで含んだ﹁公共下水道﹂にき

家庭における汚水や︑し尿嚢の処

ですが︑昭和四十九年度からは各

すめましよう︒

お互いが安全かつ快適な生活がで
きる明るく住みよい町づくりをす

水道に対する理解と関心を深め︑

わたくしたちは︑この機会に下

す深刻の度を増しております︒

りかえられることになり︑市にお

けを処理している﹁都市下水路﹂

本市の現在の下水路は︑雨水だ

とにしています︒

い魅力ある町づくりを推進するこ

でもきれいに保ち︑明るく住みよ

する旬間とし︑河川や海をいつま

ています︒

要な役割を果たし

濁防止のために重

共用水域の水質汚

湖沼︑海などの公

下水道は︑河川

進月間﹂です︒

今月は︑第十三
回﹁全国下水道促

下水道ひらく暮らしの新時代〃

この工場の建設の経緯について

セン﹂は燃えない長じよう剤とい
うことです︒

業用水使用量は一日に五千八百トン

九千平方材︑従業員四十四人︑工

こんど建設される工場は︑建設
費二十四億円︑工場敷地面積九万

﹁クロロセン﹂とは︑商品の名

で延岡や岡山県水島から運ばれ

﹁無水塩酸﹂︑﹁塩素﹂などが主

います︒原料は﹁塩化ビニール﹂

生産量は年四万トンの計画となって

クロールエタン﹂といいます︒

で︑化学的には二・一・一トリ

﹁クロロセン工場﹂

ければなりません︒

県市町もその監視に万全を期さな

の協定を完全にまもるとともに︑

確認した︒﹂となっています︒

る︒

るがその方法などについては︑
事前に県︑市︑門川町と協議す

対策

ω

寄与しなければならない︒

設備の改善につとめ︑自然との調

健康と生活環境の保全をはかるた

は︑法の理念にのっとり︑住民の

会社は︑事業活動にあたって

︵基本理念︶

調印しました︒

株式会社延岡支社長らが出席して

川町長︑児玉市長らと平岡旭ダウ
株式会社取締役︑鳥井旭化成工業

一日︑県庁で黒木県知事︑金丸門

この﹁公害防止協定﹂は︑九月

﹁公害防止協定﹂

公害防止協定に調印

@ 一＝

区の・汐自 ロセ シユ蝪
ﾟ＝＝＝

以上が協定の内容ですが化学的
な物質の基準値は別表のとおりで
りきびしいものとなっています︒

す︒この数値をみると国の基準よ

い︒﹂︑

その他では﹁有害物質−排出しな
気一発生しない︒﹂となっており
ます︒

また︑この協定に基づく了解事
項は︑つぎのとおりで す ︒

e会社は︑公害の発生に関連する
施設の新設︑増設および改善を行
なう場合は事前に︑市町に協議し
を講ずるとともに︑その計画書を

用途は︑グリース︑タール︑ワ
ックスなど油の洗じょう剤で精密

水質汚濁

購謬

市町の改善要請に応じ適切な措置

⇔会社が協定に定める措置を講じ

ます︒

水素イオン

市町に提出するものとする︒

機械工業にはなくてはならないも

下とし、50年以降はその：

たにもかかわらず︑公害の発生の

染

40以下
〃
1PPm
〃

ノルマルヘキサン5PPm
抽出物質含有量（鉱物油）

50PPm
〃

浮遊物質量 200PPm
（〃
150）

20PPm

最大
化学的酸素

おそれが生じ︑または公害が発生
した場合は︑その起因する施設の

排出ガス量40，000N㎡／

汚

日間平均15以下
（日間平均120）

要求量160PPm

を要請するものとし︑企業はこれ

含有率を遂次低減する。…

気

1〃♂の排出ガス中に50飛g
（塩素）80πg（塩化水素）

使用の一時停止その他必要な措置

一＝
21

騨及び除劉轡
令別表第1に掲げる16〜
19までの施設にあっては

﹁クロロセン工場﹂の公害の有

ﾟ
（有害物質）
i
塩素、塩化水素及び窒素L
酸化物に係る環境汚染をi
防止するため、保安用発
3．（有害物質）

に応ずるものとする︒

大

N〃♂

無については︑本年二月︑宮崎県

@

丁丁二二丁丁騙
未満の場合排出濃度0．39／

i
（ばいじん）

2．（ばいじん）
排出ガス量40，000N㎡／時

工場試験場長服部正夫氏がオラン
ダにある同じ工程の﹁クロ上空ン
工場﹂を視察したその報告による
と﹁大気汚染︑水質汚濁等に対す
る措置は共にじゅうぶん配慮され
ており︑外部に対する汚染は見ら
れなかった︒﹂︑﹁公害上チェッ
クすべき問題点と考えられるもの
は︑塩素の取り扱いとその処理及
び排水と考えられるが技術的処理

項目

業時点で含有率1．8％以…
1業時点

数項目の規制がある。

＝＝

いものと判断した︒﹂ ﹁ 工 場 は き わ

1．（燃料規制）

一

は完全にまもられており問題はな

5．8〜8．6

度5．8〜8．65〜9
濃

幅糊
使用燃料のいおう分を操
1・（いおう酸化物）

＼阪九

@
クロロセン工場の基準
クロロ

譲懸響翫

z

@「＝
@

海
その他

1

法にもとずく国・県の基準1

㌔、㌔

＝
@

俵）

触

＝＝

公害防止協定の比較
（別表）

際
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㍗つ︒

安

国

9月21日〜30日まで

︵敬称略︶

奈須重幸︵中村︶

一

郎︵西草場︶︑黒木安 則 ︵ 本 町 ︶

荻原実︵義々津町別府︶︑鈴木三

︵ 堀 一 方 ︶ ︑ 黒 木 辰義︵千束口︶

中村惣次郎︵堀一方︶︑中里俊幸

松木金助︵山下︶︑黒田通︵梶
木︶︑三浦春隆︵公園通り︶︑

嘱されました︒

日向市交通指導員は︑市内で十
五︑八月一日付でつぎのかたが委

も協力いたしましよう ︒

なども行ないます︒わたくしたち

の指導をし︑交通安全の広報活動

方法や信号ナゼ守る一よ・り山父涌哩ルール

般歩行者に対して︑正しい横断の

そ の 指 導 や 誘 導 を 行 なうほか︑

ちが安全に通行のできるように︑

んぱんな道路で︑老人や子どもた

交通指導員のかたがたの主なし
ごとは︑主要な交差点や交通のひ

市交通指導員決まる

一．﹂苦労さん

十分にサイレンを吹 鳴 す る ︒

運動期間中︑毎日年前七時三

⑩サイレン吹鳴

園児の通学路において実施する

主として︑児童︑生徒︑幼稚

⑨街頭指導

成し︑各世帯に配布 す る ︒

一般用︑老人︑子ども用を作

⑧チラシによる広報

運動
平
交 通

秋 の 全

4
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までの十日間にわたって行なわた

﹁秋の全国交通安全運動﹂が︑
ことしも九月二十一日から三十日
四十一人目が出ています︒

十人︶︑傷者一一百六十六人︵同百

間は百十二件︶で︑死者九人︵同

で発生件数百九十七件︵昨年一年
◎事前運動として

とおりです︒

こんどの運動の重点目標は﹁歩
なの願いです︒でもこの願いもむ

交通安全は︑わたくしたちみん
童公園で交通安全祈願祭を行な

②九月二十日に︑市役所横の児

交通安全の宣伝︑啓蒙を行なう

日間行なわれる十五夜まつりで

①九月十四︑十五︑十六日の三

ます︒

行者とくに幼児および小学校低学
い︑その後パレードを行なう︒

転︑5しく︑いたましい悲惨な事故は

この運動をきっかけに運転者も
ーキ︑灯火等の点検を行ない︑

ています︒

きょうも日本のあちこちで発生し

歩行者も自転車乗りのかたも︑交
必要な法令の指導を行なう︒

事業所等を訪問し︑安全運動

②事業所等の訪問

自転車業者の協力によりプレ

夏の疲労からくるいねむり運転︑

通ルールを正しく守って︑楽しい

◎期間中
①自転車街頭検査

長い夏休み明けのこどもの登下校
毎日を過ごしましよう︒

とかくこの時期になりますと︑

とも︑5っています︒

年児童ならびに老人の事故防止﹂

は右端を歩きましょう︒

一事業所一行事を実施してもら

の推進について協力を依頼し︑

なさん︑自転車乗りのみなさん︑

運転者のみなさん︑歩行者のみ

時の事故などが多く発生します︒

されます︒

またこれから行楽のシーズンを迎
え重大事故が発生することが予想
▽道路を横断するときは遠回りで

これだけは必ず守りましょう︒

も横断歩道︑横断歩道橋を渡り

ことしの交通事故の発生状況を
みますと︑八月末現在で日向警察
ましよう︒

③道路環境調査
危険個所の発見につとめ︑危

う︒

▽飲酒運転は絶対やめましよう︒

険個所のある場合は関係機関に
要望する︒

右左右を見て安全を確かめて渡

た残りの額を市が助成します︒

▽支給制限

乳幼児の医療費は︑乳幼児を保
摂している人の前年の所得︵一
月〜六月までの間に受けた医療

に係る乳幼児医療費については
前々年の所得︶が︑﹁定の基準
︵別に定めがある︒︶の額をこ
えるときは支給されません︒

▽支給の方法

医療費助成金の支給を受けよう
とする乳幼児の保護者は︑医療
費助成金交付申請書を市福祉事
務所に提出してください︒

医療費の助成

霧重度身体障害者の

本市に居住している重度身体障

▽対象者

害者︵身体障害者手帳の交付を
受け︑当該手帳に障害の程度が

さい︒

▽支給方法
医療費助成金の支給を受けよう
とする人︑またはその監護者は
医療費助成金交付申請書を市福
祉事務所に提出してください︒
その他︑くわしいことについて
は︑市福祉事務所におたずねくだ

きは支給されません︒

定めがある︒︶の額をこえると

の所得﹀が︑一定の基準︵別に

害者の医療費については前々年

に受けた医療に係る重度身体障

年の所得︵一月差六月までの間

重度身体障害児を含む︒︶の前

重度身体障害者︵満三歳以上の

▽支給制限

合と同じです︒

﹁乳幼児の医療費の助成﹂の場

▽助成金の額

支給されます︒

︵入院︑療養含む︒︶に対して

児を含む︒︶の病気およびケガ

者︵満三歳以上の重度身体障害

助成金の支給は︑重度身体障害

▽助成金の支給

れます︒

の全額を受給している人は除か

結核予防法などにより︑医療費

し︑生活保護法︑精神衛生法︑

に登録されている人です︒ただ

ができ︑本市の外国人登録原票

健康保険の被保険者となること

人︑または外国人で本市の国民

本市の住民票に記載されている

重度身体障害児も含む︒︶で︑

る人をいう︒︶ ︵満三歳以上の

一級または二級と記載されてい

よびラッシュ時を重点的に行な

広報車で児童生徒の登下校お

⑦広報車による広報

を開催する︒

ラブを結成させ︑交通安全教室

幼稚園︑保育所ごとに親子ク

⑥交通安全親子クラブの結成

し︑街頭に展示する︒

看板を作成し︑優秀作品を表彰

各事業所︑各支部を対象に立

⑤立看板コンクール

市内の小中学校の児童生徒を
対象にポスターを募集し︑市内

④交通安全ポスターの募集

▽道路の斜め横断はやめましよう
娩自転車に乗るときは
のデパート等に展示する︒

なお︑安全運動期間中︑本市で
実施されるおもな行事は︑つぎの

やめましょう︒

▽かささし運転︑ふらつき運転は

よう︒

▽お酒を飲んで乗るのはやめまし

ましょう︒

▽右左に曲がるときは必ず合図し

り安全を確かめて潤みましょう

▽交差点の手前では必ず一度止ま

側を一列で通りましょう︒

▽自転車に乗ったら必ず道路の左

やめましょう︒

▽車のすぐ前︑すぐ後ろの横断は

りましょう︒

▽横断するときは必ず手をあげて

癩運転するときは

︵昨年一年間は百六十二件︶で︑

ましよう︒

市では︑十月一日から︑乳幼児
の病気の早期発見︑早期治療をう
ながし︑乳幼児の健康保持増進一の

三歳以上の重度身体障害児を含

ため︑および重度身体障害者︵溝
む︒︶の心身の健康を保持増進す
るために︑医療費の助成をいたし
ます︒

霧乳幼児の医療費の助成
▽対象者

本市に居住している三歳に満た

の場合は月額五百円を差し引い

医療費

乳幼児と重度身障

▽歩道のない道路で

考歩くときは

やめましよう︒

▽無理な追い越しは

しょう

▽過労運転はやめま

㍗つ

旦停止をしましよ

▽踏切りでは必ず一

にやめましよう

▽無免許運転は絶対

ずりましよう︒

者に必ず進路をゆ

▽横断歩道では歩行

▽スクールゾーン内には定められ
た時間には進入しないようにし

離をとりましょう︒

▽安全速度とじゅうぶんな車間距

署管内では発生件数二百七十九件
死者十四人︵同十一人︶︑傷者三
百八十四人︵同百九十五人︶が出
また日向市内では︑八月末現在

ています︒

交通安全スローガン募集
全日本交通安全協会では︑昭和
四十九年使用の交通安全年間スロ
ーガンを︑つぎにより広く一般か
ら募集します︒

▽募集期間11九月三十日まで︵三

子どもむけのもの

歩行者むけのもの

▽募集部門11運転者むけのもの

十日消印のものは有効︶

▽応募資格

①運転者むけのものおよび歩行
警むけのものについては︑年令
制限はない︒

②こども︵幼児︑児童︶むけの
ものについては︑小中学生に限
る︒

▽応募方法巨はがき一枚︑一部門

ない乳幼児で︑本市の住民票に
記載されている子ども︑または

一標語︵自作︑未発表のものに限

る︒︶必ず部門︑住所︑氏名︑年

外国人で本市の国民健康保険の

令︑職業を明記すること︒小中学
生は在校名︑所在地︑学年︑氏名

被保険者となることができ︑本

数応募の場合には︑はがき大の厚
い紙を用い︑一括送付してもよい

市の外国人登録原票に登録され
ている子どもです︒ただし︑生
活保護法︑結核予防法などによ

を記入する︒枚数に制限なく︑多

地域︑職業︑学校単位を歓迎しま
東京都中央郵便局私書

り︑医療費の全額を受給してい
す︒

▽送り先

助成金の支給は︑三歳に満たな
い乳幼児の病気およびケガ︵入
院︑療養を含む．︶に対して支

る子どもは除かれます︒
▽助成金の支給

給されます︒

父

通安全年間スローガン係あて︒

▽助成金の額

十一︶毎日新闇判東山尽本社事業部

▽発表鯉十二月初旬︵予定︶︒募

助成金は︑病院などの窓口で実

箱三十八号へ郵便番号︸○Oi九

集広報ならびに受賞発表はNHK
テレビ︑ラジオ︑毎日新聞紙上

際に支払った医療費から︑入院
した場合は月額二千円︑入院外

入賞作品には賞金およ

▽賞品等

び賞状︑賞品があります︒

卸︑︑煽y3

くザ．

．．轡

幣

福

触

膿讐謹
騰激 ∵ 警

お 倉 が 浜 を きれいに
海をきれいにしよう一と︑財光
寺地区の事業主などで結成してい
る財伸クラブ︵治田求会長︑会員
二十三人︶の会員の人たちが︑九
月九日お倉が浜海岸一帯の清掃を
しました︒当日は早朝六時に現地
集合︑広々とした海岸の清掃に朝

し尿処理場が完成
日向市と東郷町が共同で︑市内
美々津町字新川に建設していたし

市長ら︑

おとしよりを慰問
九月十五日の敬老の日に︑市内

納税は

市役所税務課管理係

霧お問い合わせ先

支店︑同岩脇支店︑同美々津支店

向支店︑日向農業協同組合日向

銀行日向支店︑高鍋信用金庫日

相互銀行日向支店︑高千穂相互

日向市信用組合本店︑同富高支
店︑鹿児島銀行日向支店︑宮崎

宮崎銀行日向支店︑同細島支店

金融機関

影ロ座振替取扱い

預金︑日掛預金︑

普通預金︑当座預金︑納税準備

ロ座の種類

税︑

国民健康保険税︑特別土地保有

市県民税︑固定資産税︑軽自動
車税︑水利地益税︑法人市民税

霧振替できる税

便利な口座振替で
おいそがしいあなたのために︑
たいへん便利な口座振替による納
税方法があります︒

雛口座振替とは
あなたが利用されている銀行︑
その他の金融機関が︑あなたの

預金口座から税金を納付する制
度です︒

雛便利な点
用組合︑農協など︑どこでも利

ω銀行︑相互銀行︑信用金庫︑信
用できます︒

ω手続きが簡単です︒ ︵一度︑市

役所と金融機関に書類を出すだ
けで済みます︒︶

が振替納付できます︒

㈲一人の口座で︑家族全員の税金

」〔市役所に備えつけの依頼書に

尿処理場が完成︑操業を始めまし
た︑これは︑人口の増加などによ
り現在の施設では処理しきれなく
なったためで︑昨年七月︑日向︑
十一月着工していたものです︒

東郷衛生施設組合が発足し︑同年
処理能力一日溜八十．︒易︵六万

五千人分︶︑総工費一億七千万円

影．

の九十歳以上のおとしよりを市長
ら関係者が慰問しました︒

市内の九十歳以上のおとしより
は︑細島清正区に住んでおられる
みんなお元気で︑市長らの訪問に

三輪マツ︵97︶さんほか三十四人

す︒

ω納期を忘れることがなくなりま

亀納期がくると、市役所から金
融機関へ振替納付書を送りま

v推せんを

文化賞受賞候補者の

日向市役所人事課

三五号

︵住所︶〒883日向市本町十

用封筒を同封してください︒

便についての照会等は︑必ず返信

2市役所からあなたに課税され
た税額を通知します。

大変うれしそうでした︒

市

・試験区分

▽試験区分および採用予定人員

有すること︒

▽試験の方法

第一次試験合格

以上︑この試験︵一般職︑現業

▽受け付け拷↓般職と同じです︒

じです︒

▽受験手続き11一般職の場合と同

十月二十五日に行ないます︒

②第二次試験

校︑

後一時まで︑場所は富島中学

十月七日午前八時三十分〜午

▽試験の期日︑時間︑場所等
ω第一次試験

ないます︒

者のみについて面接試験を行

ω第二次試験

を行ないます︒

の常識問題を中心に筆記試験

ω第一次試験！中学校卒業程度

行ないます︒

次試験︑身体検査︑身上調査を

第一次試験︑第二

の人︒条件として大型自動車と
大型特殊自動車の両方の免許を

降出生の人︶で︑義務教育修了

の人︵昭和二十三年四月二日以

月一日現在で︑満二十五歳まで

します︒年令は昭和四十九年四

中学校卒業程度の学力を必要と

▽受験資格11学歴は問いませんが

採用予定人員は若干名です︒

車運転等の業務に従事します

部局管財課等に勤務し︑自動

現業職員︵男子向き︶一市長

3，振替・納付書

食も忘れて会員は大はりきり⁝︒

とします︒年令は昭和四十九年

機

つぎによってください︒なお︑郵

記入押印し、市役所と金融機
関へ出していただきます

また︑海岸数ヵ所に〃海をきれ
いにしよう〃の看板を立てました

鋸鞘窟を追って わ尭いを．おつ・て？ワダイ・ヲ・オノ構7

四月一日現在で︑満二十五歳ま

至︑ド昏㌻・﹁

たは父母にかわってその子どもを

を監護する父親︑もしくは母親ま
での人︵昭和二十三年四月二日

関
所

に ぎ や かに十五夜まつり

養育している人に支給されます．

以降出生の人で︑高校︑大学在

・一般事務職11国語︑数学︑社

融

職︶についてのお問い合わせば︑

4：金融機関から領収証書をあな
たへ送ります。

金

幽痢圃
画ハ鍮
役

日向名物〃十五夜まつり〃が︑ことしも九月十四日〜
十六日までの三日間︑にぎやかに行なわれました︒期間

ただし︑国民年金︵母子福祉年

九年三月三十一日までに卒業ま

行ないます︒

たは修了見込みの人を含む︒︶

支給されませんでしたが︑十月か
らは公的年金を受けている人にも

ω第一次試験

以上︑二つの児童扶養手当制度

次試験︑身体検査︑身上調査を

支給されます︒

のあらましを述べましたが︑くわ
しいことについてのお問い合わせ

ω第二次試験︵第一次試験合格

・技術職踊国語︑数学︑社会︑

▽受験手続き11所定の受験申込書

十月二十五日に行ないます︒

ω第二次試験

校︒

後一時まで︑場所は富島中学

十月七日年前八時三十分〜午

ω第一次試験

▽試験の期日︑時間︑場所等

・技術職涯専門︑面接︑

・一般事務職11作文︑面接︑

者のみについて試験を実施︶

会

または該当されると思われるかた
は︑市福祉事務所までおいでくだ
さい︒

市職員任用資格試験
v案内
日向市職員任用資格試験を︑つ
齡ﾊ職員

ぎのとおり実施します︒

▽試験区分および採用予定人員
・試験区分︵希望するいずれか

欄も記入︶︑戸籍抄本︑卒業証

口座振替のしくみ
喧

中は市中心部の商店街通りが︑お祭り広場となり見立細
立や十五夜音頭舞踊コンクール︑仮装行列︑花屋台︑各

金︑準母子福祉年金︑老令福祉年
金︑障害福祉年金を除く︒︶ 恩

▽試験の方法11第一次試験︑第二

二三の人にあっては︑昭和四十

給︑厚生年金などの公的年金を受
けることができる人には 手当は

団体の余興隊︑職場対抗のど自慢など盛りだくさんの催
し物が行なわれ︑例年にないにぎわいをみせました︒

二≡

f彦

緬張

簸
児童扶養手当

について

特 別 児 童 扶養手当

動児童扶養手当を
受けることができる人とは
児童扶養手当は︑父親のいない
家庭の子ども︑または父親が身体
子どもが︑すこやかに成長するよ

障害や長期の病気中などの家庭の
うに︑その子どもの母親︑または
母親にかわってその子どもを養育
ただし︑国民年金︑恩給︑厚生

︵市人事課にあります︒︶に︑

明書︵または見込み証明書︶わ

履歴書︵自筆︑写真添付︑身上
し︑一般事務補助の業務に従

①一般事務目市長部局等に勤務

す︒︶

および老令福祉年金を受ける人に

は国民年金法による障害福祉年金

書を添えて︑日向市役所人事課
へお申し込みください︒
▽受け付け一1＋月一日︵月︶午後

市長部局に勤務し
土木技術補助に従事します︒

二︑現業職員

日消印のものは有効︶

五時まで︒︵郵送の場合は十月一

高等学校卒業程度の学力を必要

▽受験資格11学歴は問いませんが

採用予定人員は若干名です︒

②土木技術

工−名です︒

よび資格証明写︑学業成績証明

も支給されます︒

受けることができる人とは

號特別児童扶養手当を

特別児童扶養手当は︑身体また
は精神に障害のある子どもの生活
向上に役立てるため︑その子ども

す。
す︒

市教育委員会に準備

教育委員会が授賞者を決定しま

ら︑選考審査会の議を経て︑市

▽その他1一推せんされた人の中か

会教育課

十番五号︑日向市教育委員会社

▽推せん書の送り先踊日向市本町

▽締め切り11十月一日︵月︶

してあります︒

▽推せん書

︵自治功労などは含みません︶

▽授賞ほ学術︑芸術︑技術︑体育
の四部門について顕彰します︒

団体を問いません︒︶

▽対象縫日向市の文化向上︑発展
にとくに功績のあった人︵個人

んいただきますようお願いします

みなさんのお知りあいのかたで
功労者として顕彰すべきかたがい
らっしやいましたら︑ぜひご推せ

日﹂に表彰することにしました︒

発展につくされ︑とくに功績のあ
ったかたを十一月三日の﹁文化の

本年度も引き続き︑文化∂向上︑

この間︑九人のかたがこの栄誉
ある文化賞を受賞されていますが

から六回目を迎えました︒

﹁日向市文化賞﹂が設けられて

一．

噂∫丁−

事します︒採用予定人員は若

は︑支給されませんが︑十月から

一つについてだけ受験できま

している人に支給され ま す ︒

一．

年金などの公的年金を受ける人に

一、

ら廿

6
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予防接種の

日 程 変 更 について
インフルエンザの予防接種は︑
﹁昭和四十八年度予 防 接 種 計 画 表 ﹂

では十月から実施となっておりま
すが︑ワクチンの都合により十月
十八日以降に実施することになり
ました︒

インフルエンザの予防効果は︑

接種後二週間ぐらいで効きはじめ
六ヵ月間ぐらいは効果があるとい

われています︒インフルエンザの
流行するのは︑おおよそ冬の時期
でに必ず予防接種を受けてくださ

ですので十月末から十一月ごろま
い︒

老 人 健 康 診 査を実施
費用は無料です
市では︑十月一日から昨年に引
き続き︑老人健康診査を実施いた
します︒

この老人健康診査は︑さきの老
人医療制度︵七十歳以上の老人と
六十五歳以上のねたきり老人は医

検尿等︑その他一般健康診断︑

▽検診内容11血圧測定︑心臓検診
▽費用11無料です︒

一日現在で︑満十八歳以上二

センターでスイカ袋作りとパー
ル加工についての講習を行ない

・九州地区膣昭和四十九年四月
十五歳以下の人︒
・東京地区11昭和四十九年四月
十五歳以下の人︒

月一日現在で︑満十五歳以上
二十五歳以下の人︒

大蔵省では︑引揚者のみなさん

からお預かりした通貨などを返還
しています︒

終戦後︑海外からの引揚者が上

陸港で税関等に預けたり︑引揚集

・試験日口十月十四日︵日︶

▽試験日︑試験地等

結地で総領事館等に預けた通貨︑

人

の人または昭和四十九年三月

②高等専門学校の第三学年終了

までに終了見込みの人︒

人︒

③大学入学資格検定に合格した

八年十二月一〜二日︑学校学生

▽試験日一大学校学生は昭和四十

は昭和四十八年十二月二日︒
▽受け付け期間目十月十一日から

受験ご希望のかたは︑細島海上

十月三十一日まで︒

保安署︵細島港湾合同庁舎︶へ﹁
受験案内﹂﹁申し込み用紙﹂を請

・試験種目

証券などが︑引揚者のみなさんや

合会長から表彰されました︒

防犯功労団体として県防犯協会連

今回その活動と実績が認められ︑

自主防犯活動を続けていましたが

長︶は︑昨年六月十日結成され︑

財光寺川路防犯協会︵構田豊区

防犯協会長表彰

求してください︒

たずねください︒

海上保安学生募集

り募集しています︒

海上保安庁では︑海上保安大学
校︑保安学校の学生をつぎのとお

一

くわしいことについては細島税
関支署︵細島港湾合同庁舎︶にお

をお忘れではありませんか︒

あなたは︑通貨などの引き取り

ます︒

ご家族からの返還請求を待ってい

．試験地11県内では宮崎︑延岡

ください︒

対象に︑講習を兼ねた内職相談を
行なっております︒どうぞご利用

受けるところでは働けない老人を

い主婦のかたや︑時閻等の制約を

市生活課では︑勤めに出られな

行なっています

内職相該を

し込み書を請求してください︒

※受験希望者は︑日向郵便局で申

で︒当日消印有効︑

▽受け付け期間11九月二十九日ま

都城の各郵便局︒

教養および作文

引揚者のみなさんへ

ます︒︶

▽医療機関H市内の病院などでし

・京阪神地区隠昭和四十九年四

一日現在で︑満十五歳以上二

たら︑どこでも利用できます︒
︵市外は利用できません．︶
受診者が持参するもの
表﹂

・市配布の﹁老人健康診査記録
・健康保険証
その他 くわしいことについて
へ

り

は市福祉事務所へお問い合わせく
ヤ

たさし

先生の免許をお持ちの
かたはいませんか
長期病気やお産のため︑小中学
校の先生が休まれる間︑臨時的に
会でさがしています︒

勤めていただくかたを市教育委員
資格は︑小中学校教諭の免許状
を持っておられるかたで︑男女︑
年令は問いません︒

くわしいことは︑市教育委員会
までお問い合わせください︒

郵政外務職員を募集

生約五十人︒海上保安学校学生

▽採用予定二一海上保安大学校学
約二百四十人︒

▽受験資格 昭和二十五年四月二

世帯数

◎一般相談
毎週月︑木曜日︵年前中講習11

中町幸福神社横道場︶受け付け

計50，895人210人増

療費が無料の制度︶とは別で︑こ
れは︑すべての老人について年一
回の健康診断を行なうものです︒

44増

14，427

は年後一時〜三時まで生活面で

男子で

日︵海上保安大学校学生は昭和
二十八年四月二日︶以降生れの
毎週火︑木曜日︵火曜日は午前

九年三月までに卒業見込みの

④高等学校卒業または昭和四十

27，009人

九州郵政局では︑九州管内およ
び東京︑京阪神地区の郵便局に勤

行ないます︒

九時〜午後三時まで︑木曜日は

◎老人向け相談

年後一時〜三時まで11老人福祉

女

gO人増

23，886人

120人増

男

六十五歳以上のかたでしたら︑
どなたでも受診できます︒

務する外務職員を募集しています

東京 約二百人
京阪神 約百五十入

約三百五十人

▽対象者11市内に 住 ん で い る 六 十

▽応募資格

▽採用人員11九州

五歳以上の人︒

▽検診期間Hことしの十月一日か
ら来年の三月三十一日まで︒

（9月1日現在）

猛。人

口．〃。飢
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