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今日から

おとなの仲間入り

一月十五日は﹁成人の日﹂でし

たが︑市内では︑男女あわせて八

百レ襲名のかたが︑成人式を迎え
ました︒

今日からおとなの仲間入り︑社

会入としての責任を果たす立派な

人間になって欲しいものです︒

日向市民憲章

合の時間を正しく年り
ましよ・つ

共の物をたいせつにし
ましナ・つ

ｳ養を高めひろく人材を

．︑積極進取の意気をもって

育てましよう

動きましよう

︑

月
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改

正

欝欝簾鱗灘

は国民健康保険法の施行令や施行

た︑国民健康保険条例の一部改正
むことを予想し︑用地買収に取ゲ

年々人口が増加し都市化現象が進
紐みながら着々と行われています

方財政の年になりそうですが︑市

と公害のない平和で住みよい日向

を結集して︑健全なる財政の確立

ようになります︒建設
また︑米の山観光道

費用は千八十万円です
路の排水溝の整備など
市民のいこいの場づく
りをすすめ︑日豊海岸
国定公園にふさわしい
す︒

観光地をめざしていま

固定資産評価

摂氏

審査委員に

黒木
周定資産評価審査委
員会委員として︑ご活
躍しておられます黒木
実さんの任期が十二月
十一日で満了となりま
したが︑昭和四十一年

千万円
きびしい財政事業に
直面したなかで編成さ

口

評しらせ

れた補正予算の内容を
します．︑

次・表のとお

口旨

▲たばこ消費税
① 納税義務者︵納めていただく
かた︶は︑日本専売公社になり
ます︒

②．課税標準額︵課税の対象とな
る金額︶

日本専売公社が日向市内のたば
こ小売店や直接消費者に売りわた
した本数に︑一本当り全国平均小
売値の単価︵昭和五十年度の場合
四円四十三銭︶を乗じた額です︒

③税率︵税金をかける割合︶は
十八・↓軒

④申告と納税方法
日本専売公社は︑毎月税額を翌
月の末日までに申告し︑その申告

気

税

した税額を納付します︒

▲電

等１8，553普通建設事業費160，852
竢部

⁝．・：・：−十二月定例市議会から：：⁝：⁝

例

／欝欝総覧欝難難ジ
条
規則などの改正に伴うものです︒
終末処理場用地として︑．財光寺下

以来審査委員としてご

と社会的良識のある黒

尽力いただき固定資産
についての豊富な知識

備︑財光寺山下と比良間の養田線
を交通量の増加などのため農道か
て再任されました︒

木さんが最適任者とし

ことになりました︒このように︑

民の暮らしをまもるために︑生活

図り︑躍進しておりますことは︑
ひとえに市民のみなさまそれぞれ

市の理想像に向って︑市長とも調

会計四十八億八

五十年度一般

美々津中学校の

農林土木関係に一億三モ六百へ十
四万三千円を追加しました︒

ら市道として認定し維持管理する

・

■

重度心身障害児年金条例の一部改
正は︑特別児童扶養手当法との関
ケ浜に二百七十三万三百三平方団川

が︑このたびその最も根幹をなす

わりません︒なお︑日向市が昭和

連により行われるもので内容は変
を取得したのをはじめ︑塩見奥野
地区の後ケ原農道四百八十層の整

四十七年から単独で実施してきま
した老人医療費の助成については
このたび国において制度化されま
したので︑日向市老人医療費の支
給に関する条例を廃止することに
しました︒さらに日向市↓般職の
職員の給与に関する条例の一部が
改正され︑人事院勧告にもとつく
職員の給与改訂が決議されました

プール建設などきまる
市立美々津中学校のプール建設
が決まり︑今年の夏からは︑待望
のプールで安心して水泳ができる

みを続けてまいったように思いま
環境の整備ゆ﹂地域産業の振興︑教

の職域でのご尽力の賜ものである

￡ﾊ建設事業費10，820

一ヵ月の使用料金が二千円以下
の場合は︑税金はかかりません︒

⑤納税方法
電気を使用したみなさんに代わ
って︑九州電力株式会社が料金と
いっしょに税金を徴収して翌月の

二十五Uまでに申告し︑納入しま
す︒

▲木材引町税
木材の伐採︑搬出によって︑道
路や橋などをいためることが多い
ので︑これらを維持し補修するた
めの費用にあてられる税金です︒

①納税義務者
日向市内で伐採した木材を最初
に引き取ったかた︒ただし伐採後
三ヵ月以内に木材の引取人がいな
いただきます︒

いときは︑立木の持ち主に納めて

木材の山もとでの引取価格

②課税標準額
③税率
二軒
④納税方法
立木の持ち主︵特別徴収義務者
︶に最初の取引者から木材の売買
いただき︑翌月の七日までに申告

代金といっしょに税金を徴収して
し納入していただきます︒

立木を伐採してから三ヵ月以内
に引取者がいない場合は︑立木持
ち常から翌月七日差でに申告し納

︵以下次号︶

入していただきます︒

ｸ業対策事業費17

＆097

￡ﾊ建設事業費7，669

商工費

物件費370維持補修費△660
}助費483補助費等△266
10．74

ﾛ持補修費△801扶助費103，861
311，282
計人件費」12物件費51補助費等389
合

人件費20，593物件費8，207
2，685

人件費950物件費102

衛生費

公共下水道の
用地買収などすすむ
わたしたちの日常生活にとって

すが︑これもひとえに市民各位の
育施設の充実などを中心に︑豊か

最も大切な公共下水道の整備は︑

温かいご理解とご努力の賜ものと
なまちづくりをめざして全力を尽

深く感謝の意を表します︒

さいわいに恵まれた環境の中で
します︒

各位のご健勝をお祈り申しあげ
この苦難の年を共にのりきるため

と深く感謝申しあげますとともに

①納．税義務者
日向市内で電気を使用したかた

②課税標準額
電気の使用料金︵自家発電の場
合は︑これを他人に使用させたと
きにおいて︑使用者が通常支払う

五暫

べき料金相当額︶

③税率

④免税点︵税金をかけない価格︶

134．15

容
内

単位千円
（△は減額した分）

一般会計12月補正内訳

等２63普通建設事業費2，200
竢部
21，664

物件費∴5曜 「1助費等△2，293
￡ﾊ建：讐 ＝費5，503

農林水
Y業費

3．51
】08，080

羅鞠騰羅謙黎齢213消防費
民生費

失業対策鋼条負
17

労働費

教育費
…暫字通逮設事業費△37
ノ・件費100撚噌5，094扶助費165補助費等16，542

P1午通建設事業費134，437

｛・費672補助費等1，122
22，499

人件費20，705物f

務費

日向市特別職の職員で非常勤の
ものの報酬及び費用弁償に関する

＼癩
港湾都市としての機能をいかしな
がら︑地域の産業開発をすすめて
まいりましたが︑どうにかその成
果もあらわれ︑自然との調和ある
いたします︒

より一層のご指導︑ご協力をお願
い申しあげ︑新年のごあいさっと

き

日向市が東九州の玄関としての

整を図りながら日向市政進展のた

からおよろこび申しあげます︒

役割を果たすべく︑細島臨海工業
地帯︑細島港を造成しながら諸般

敬意を表するところでございます

の施策を整え︑経済基盤の充実を

年頭にあたり︑みなさまのます

め︑より一層の努力をしてまいる
所存でございます︒

経済情勢の変化は︑国の高度成長

ごあいさっといたします︒

ますのご健勝とご多幸を祈念して

＝

施策の是正︑総需要抑制策などを

日高達吉

日向市議会議長

昭和五十一年元旦

せまられ︑深刻な経済社会に移行
していく中で︑本年も引き続ぎ厳
しい試練の年であろうかと思われ
市読会といたしましても昨年同

る次第でございます︒

今月は市県民税︵第四期︶の納期です

議会費

補正額

別

物件費△138維持補修費△141
土木費
人件費M250物件費1，080補助費等△10

款
容
内
補IE韻

条例の一部改正は︑家庭児童相談

二

員の報酬を改訂するものです︒ま

ノ乱．
昭和五十一年の新春を迎え謹ん
れながら︑さらに東九州の玄関二

ぎロモロノぎヨちコヨノロ

日向市長児玉袈裟雄

昭和五十一年元旦

都市に必要な要素も着々と整備さ

でおります︒

コココノノどロちココロロご

今年も咋年以上にたいへんな地

ふさわしいまちづくりに取り組ん

わたしたちの日向市も今年で満

でおよろこび申しあげます︒

O

様︑市民のみなまさとともに英知

鉱髪婁彗塾ぎ観薯葺調
簗3憂隻湯夢墾多彙鋲

ーー︸〜㌔〜〜鑑﹂選一鴇
．縷獺灘撒癬懸灘

下呂諺擦鐘．黛

二十五歳となるわけでございます

蔭鋸

超■

この間︑厳しい社会経済の波に
うたれながらおおむね順調なあゆ

獲建壕

讐

別
款

、

しかしながら︑まだ記憶に新ら
しい石油パニック以来︑世界的な

昭和五十一年の新春を寿ぎ︑心
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①印 鑑

◆申告相談に持参するもの
②家族の氏名・生年月日の判明

今年もまた︑市県民税の申告の
の準備は進んでいるでしょうか︒

時期が近づいてぎましたが︑申告

③国民健康保険税の領収書およ

するもの

市では︑みなさんのご相談に応
じるため︑次の日程で市県民税申

な領収書および関係書類
⑤その他所得の算定上必要の関
係書類

◆申告書の提出期限
指定期日に申告できなかった

忘れて申告されないと所得控

人は︑三月十五日までに市税務
課にて申告をすませてください

除を受げられず︑余分の税金を
納めることになり︑申告した人
と比較して税負担が重くなりま
すので︑必ず三月十五日までに
申告してください︒

◆申告書を提出する人
①住民登録のあるなしにかかわ
らず︑昭和五十一年一月一日
現在日向市に居住し昭和五十
年中に所得のあった人
不動産︑その他の所得があ．っ

②給与所得者で︑農業︑営業︑

た人

費控除または給与支払報告警

④給与所得者で雑損控除︑医療
と異なった扶養控除を受けよ
うとする人
※なお︑口程表に該当のない地区
については︑三月越なって申告桐
談所を設けます︒

次に該当される人には︑確定
あります︒

申告をすると所得税の還付が

購入した人

①五十年中に中途退職した人
②五十年中に家を新築または

余

瀬
13．00ン16．00

幸脇公民館

幸

脇
13．00〜16．00

田の原公民館

田の原
9．30〜12．00

庄手公民館

庄

手
13．00〜16．00

梶木公民館

梶

木
9。30〜16．00

南日向公民館

笹野東、中、西
焜P浜、本宮
9。30〜12．00

美砂公民館

美砂、曙
13．00〜16．00

鵜毛公民館

鵜
13．00〜16．00

籾木公民館

籾木
9．30〜16．00

本谷公民館

本
930〜12．00

西川内公民館

西川内
13．00〜16．00

秋留公民館

秋

留
9．30〜12．00

炉
東ｩ公民館

遠

見
9．30〜12．00

鳥の巣公民館

，
ｹの氣千束口
9．00〜16．00

市役所委員会室

9．00〜16．00

市役所委員会室

東草場、西草場
町、南町、広見
lｩ橋通り、春原町
9．30〜16．00

奥野公民館

奥
9．30〜12，00

中村公民館

中村、新財市

永田公民館

永
9．30〜16．00

往還公民館

山下、往還
ｷ江団地
9，30〜16．00

畑浦公民館

畑
9．30〜16，00

比良公民館

比良、川路
9．30〜12．00

北町公民館

北町、花ケ丘
9．30〜12．00

公園通り公民館

公園通り

くわしくは︑宙税務課まで

余白公民館

﹁

︐

1

限られた国土を有効に利用し︑
﹁

調和のとれた発展を図っていくた
めの土地対策のかなめとして ︑
ら一年経過しました︒

国土利用計画法﹂が施行されてか

の計画的な利用を図る目的のため
に定められましたが︑今日その成
果は大きく表われつつあります︒
そこで今月は︑もう．一度﹁国土

利用計画法﹂から重要な部分を抜
粋してみましょう︒

あなたも閲覧できる

﹁国土利用計画法

県の土地利用基本計画
県では︑

﹂が施行されてから土地利用
基本計画を策定し︑土地利用
の基本方向を示しました︒

これによると︑①都市地域
②農業地域︑③森林地域︑④
自然公園地域︑⑤自然保全地
域の五地域に区分され︑それ
ぞれの地域にあう土地の利用
す︒

方法について定められていま
この土地利用基本計画は︑

市企画課にありますので︑閲
お申し出ください︒

覧希望をされるかたは︑係へ

届け出が必要な場合
この﹁国土利用計画法﹂では︑

て使ったり借りたりするときも同

定められた広さ以上の土地売買な
どの契約︵予約または代金を払っ
じ︶をしょうとするときは︑売る
人も買う人︵貸借するときも同じ
︶も土地売買などの予定価格や利
用目的を︑県知事に届け出なけれ
届け出が必要なのは︑市街化区

ばならないことになっています︒

他の地域では一万平方矧以上の

域では二千平方層以上︑市街化調
整区域では五千平方材以上︑その

す︒

取り引きをするときとなっていま

遊んでいる土地を

有効に利用
﹁国土利用計画法﹂では︑使わ
れないで遊んでいる土地︵遊休土
地︶について︑正しく役立つよう

2．

2．

めがあります︒遊休土地とは︑許
可または届出をして契約をした土
地で︑その時から三年以ヒたって
も使われないで遊んでいる土地で
︶以上のもので︑また周

定められた広さ︵届け出の場合と
同じ広さ

りと比べてみて遊ばせておくこと
が住民のため二ならず︑特に役立
つような利用を進める必要がある
このような土地がある場台は︑

土地をいいます︒

県知事が遊休土地の指定をし︑土
通知を受けた所有者は︑その土

地の所有者に通知します︒

地の利用方法などの計画を︑市長
なりません︒

を通じて県知事に届け出なければ
この計画について︑県知事は必
要なアドバイス︑勧告︵注意︶を
しますが︑もし所有者が聞き入れ
ないときは︑県・市などがその土
地の買い取りについて所有者と話
し合いをすることになっており︑
なりません︒

所有者は話し合いに応じなければ

違反した人には罰
許可を受けないで土地売買など
の契約をした人には三年以下の懲
役または百万円以下の罰金︑届け
をしたり︑遊休土地の利用などに

出をしないで土地売買などの契約
ついての計画を届け出なかった人
または偽りの届け出をした人には

26

2．

27

田
13．00〜16．00

野

に利用を進めることについての定

b

s町、中原

23
2．

21
2．

20
2．

谷
O

今月は国民健康保険税︵第四期︶の納期です

この法律は︑地価の安定と国土

わかりやすい国土利用計画法

ｶ饗しで使うため．63

眼5れ た 資 源 砦
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ありましたら遠慮なくおたずねく

なっていますので︑ご不明な点が

②二一一一内線二三三︶が窓口と

とは︑市企画課企画調整係︵電話

﹁国土利用計画法﹂に関するこ

◇

以下の罰金などが課せられます．︑

六ケ月以下の懲役または三十万円
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新町公民館

事業所の給与所得苦口

③給与支払報告書の提出のない

本町、．L町

び国民年金納付証明書
その他必要経費の認定上必要

④医療費や生命保険料の領収書

毛

告の﹁︐移動相談所﹂を開設 し ま す

なお︑申告にあたっては次のこ
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高松、宮の下、落鹿

とに注意してくだきい︒

新町、下町、上町、

高松区長宅
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申告相談所開設日程表
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こんなか た は

く風が強く、冷たい風の吹きすさぶなかを、市

うち二〜三語が聞こえる程度

さい︒

よう︒

う︒

話②三〇六一︶へ連絡しましょ

，

ご

・

こ︑．

試衆

響

子供の火遊び

しょうQ

飼い犬は限らずつないでおきま

また最近︑各地区で消防団のか
たが︑夜まわりを行っています︒

は注意をしてください︒

特謡国難難懲

しましょう︒

これから︑まだまだ寒くなりま
すが︑火の取り扱いには十分注意

どを置かないようにしましよう．．

お父さん︑お母さん︑子供さん
の手の届くところには︑マッチ門

監視が必要です．

小さな子供にはまだ善悪の判断
がつかないので︑保護者の十分な

八件となっています︒

みると︑子供の火遊びが最も多く

今年の火災の発生原因を調べて

発生した日もあります︒

．へ件も多く︑一日のうちに四件も

には二件ですから比較してみると

これで今年にはいって十回目の
火災発生ですが︑昨年のこの時期

防車が出動しました．︑

ウi︑ウー⁝・：︒今日もまた当口

危険がいつばい
梨ほ叡︵さつまあじP︑リニちえ
い︶L人という人が創建していま
神社やお寺には︑いろんなその
時代の世相が刻まれ︑わたしたち

す︒

むかしをしのばせています︒

の大木がそびえたち︑港町細島の

境内には︑お寺の建設された時
代からのものと言われるいちょう

となっています︒

和四十九年修復され︑観光の名所

うけた県内唯一の占いもので︑⁝

跡名勝天然記念物の︑国の指定を

また池の中には︑島のような築
山に橋がかけられ︑昭和九年︑史

流れ落ちるようになっています︒

庭園の中に作られた池に水が

南西に小さな谷︑東側にきり
蹉つた岩を刻んで階段ができてお

いる庭園は︑東南に米の山を背負

特にこのお寺の南側に築かれて

い傾斜地にあります︒

た細島の町なみを一望できる小高

年︶に建設されていますが 昔か
ら東九州の重要な港町として栄え

参堂はfr七百五十六年︵宝暦六

しています︒

ぐ且た才能をもち多くの功績を残

このH叡ヒ人は︑手三百九年に

のまちの移り変わりを知るうえで

11向市に生まれ︑幼いときからず

たしました︒

妙

四十四年︵康永三年︶に薩摩阿闇

今から約六百三十年前の千三百

国 寺

のおもなお寺を紹介することにい

に保脊していこうと今月から市内

れらの社寺を知っていただいて︑
ふるさとの歴史をいつまでも大事

大きな役割を果しています．
そこで︑市民のみなさんに︑そ

お寺▼めぐり1︐

ふるさどの−蕪D

所︵電話②二一八一︶︑高架線
にかかったときは日向市駅︵這

かったときは九州電力日向営業

・かかったタコを自分で取るのは
非常に危険ですから︑電線にか

し

一一内線五三七︶におたずねくだ

ら市民課国民年金係︵電話②二一

なお︑ご不明な点がありました

があると認められるもの

⑥その他これらと同程度の障害

る病状あるいは精神の障害が
あって︑日常生活に著しい制
限をうけるもの

⑤長期にわたる安静を必要とす

の

④片足が完全マヒ状態にあるも

もの

②片手の指を全部なくしている

タ

した。

無心に糸を操りながら楽しい一日を過しました。

ぐ

も

障害年金の請求を
A次のような症状に該当すれば

手続きをしてください︒

支給きれますので︑ぜひ支給申講

障害年金は二十歳以上の人で
ω国民年金に加入している人

②耳もとで大声で話して︑その

やっと砒める調度

層の距離からメガネをかけて

①視力表の一番大きな字が︑二

②生まれながらの人
㈹二十歳以前に病気・ケガが原因
の人
気・ケガ．か原因の人

ω昭和三十六年四月一日以前二病

タコあげ に も

ださい︒

・電線の近くでのタコあげは︑し
ないようにしましょう︒

ポンプ操法、分列行進など、きびきびした動作を披露しま
参加し、おもいおもいに作った手作りのタコを持ちより、

ドで威勢よく行われました。この日はあいに

ノ

入学する児竜数は、男女あわせて946名です

ようお子さま二注意してあげてく

なくすためにも︑次のことを守る

かわいいお子さまの感霞事故を

気をつけて
．ナ︒しかしながら︑楽 し い タ コ あ

最近︑アメリカ製タコが子供た
ちのあいだにブームを呼んでいま
げも気をつけないと︑電線にかか
ったタコが停電の原因となったウ
ヌコをとろうとして電柱． 一 の ぼ り

感電した例もあります︒

・かかったタコをとろうとして電
柱にのぼったり︑糸でひつばっ
たり︑電線を竹ざおなどでつつ
くのは大変危険です︒絶対やめ

また線路の近くでタコをあげる
圧電流が流れているため︑タコが

ましょう︒

のは最も危険です︒高架線には高
かかると感電することはもちろん

です︒絶対しないようにしまし

内の全消防分団から約700名が参加し、規律訓練
連絡協議会が主催したもので、約500人の親と子が

しいようすでした。市内9つの小学校に今年

数

ら、もうすぐやってくる春の入学式が待ちどお

轡こ錨綴砂贈P∠

・線路近くでのクコあげは︑危険

寡

．し

薯
聖

今春4月小学校に入学する児竜の就学児健康診断が、市
今年1年間の健康を祈願する初泳ぎが1日午前7時14分

年生
1

うす

金ケ浜で初泳ぎ

今月は市県民税︵第四期︶の納期です

のこと︑列車が止まることにもな
ります ︒

5日に消防始め式
讐

ちは、眼、鼻耳、歯、複力などの診察を受けなが
ノ10分間泳ぎ、
を含む男女18人の参加者は、元気に？

内の各小学校で行われました。父兄に付き添われた児童た
の日の出とともに金ケ浜で行われました。小学生女子2人

新春恒例の消防始め式が富島中学校グラン
O

薦騰1雛離1育成＼＼

危砺

甲」

コタコあがれ
天まであがれ
7ツレ

撒
町蘇
岬
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おしらせ

齢

本年度入学児童に

就学通知
市教育委員会では︑本年四月に
市内の小学校へ入学する児童の保
します ︒

護者あてに﹇就学通知書﹂を発送
該当者は︑昭和四十四年四月二
日から昭和四十五年四月一日まで
に出生した児竜です︒

﹁就学通知書﹂が届いたら氏名
生年月日などを確め︑まちがいが
あったときや﹁就学通知書﹂が届
かないときは電話でも結構ですか
ら︑市教育委員会学校教育課︵電
話②二一一一内線四三四︶にご連
絡ください．︐

今年から新らしく

た︒
ロ

外の区域内の農地を転用する場合

コ

域内の農地を転用する場合には︑
届け出を必要とし︑市街化区域以

妊産婦︑乳幼児︑成人病︑その
他どんなことでもお気軽にご相談

無料

宅にあります︒

▼費用

ツベルクリン反応と

二＝一内線五五二︶におたずわ

たら市保険衛生課衛生係︵電話②

ください︒

P▲

一二月中1

曽

には︑許可が必要です︒

レ

一

・千代田病院︵電話②七＝一︶
・柳田医院︵電話②二九五e︶
．田中病院︵電話門川③↓四四
六︶

▼二月二十九﹇

．稲原医院︵電話②二二〇九︶
．占田医院︵電話②四四〇一︶

．樋口病院︵電話門川③一〇三
六︶

▼二月二十二口

．東医院︵電話門川⑨︶二八○○︶

．A︐給黎医院︵電話②二四五九︶

・三股当院︵電話⑧○〇三四︶

▼二月十五日

．和田病院︵電話②二〇四五︶
．滝井医院ρ電話②二四〇九︶
．大平医院︵電話②三三三七︶

・寺尾医院︵電話門川③一四四
七︶
．佐藤医院︵這話②三三二四︶
．児玉医院︵電話②二五三〇︶
．鮫島医院︵電話②四〇四三︶
▼二月十一日

▼二月八日

・浦上医院︵電話②二九三六︶
．山口医院︵電話②二二〇三︶
．田中︵眼︶医院︵電話②四〇
〇九︶

▼二月↓︹

露，

ください︒

BCG接種について

市保険衛生課では︑三月︑七月

・松原公民館︵午前十時〜十一
時まで︶

︵午後三時〜四時

まで︶

・江良公民館︵午後一時〜二時
・細島支所

まで︶

▼二月四日︵ツベルクリン判定と

時まで︶

BCG接種︶
・松原公民館︵午前十時〜十一

まで︶

・江良公民館︵午後一時〜二時

︵午後三時〜四時

■

なお︑許可申請や届け出などの
手続ぎについて不明な点は︑市農

﹁受診券﹂は︑

その他︑ご不明な点がありまし

■一

・市役所相談室H毎週土曜日

業委員会事務局︵電話②二＝一

︵午前九時〜十一時まで︶
・美々津支所肘毎月第二火曜日

内線三四二︶または地区の農業委

八月を除く毎月第一火曜日に︑予
防接種場において︑ツベルクリン

地区別実施を新たに設けましたの

反応を実施していますが︑今度︑
でご利用ごださい︒

なお︑三歳児検診ごろまでに必
ず一回は受診することになってい

ますので︑保護者のかたは︑特に

受けましょう

老人健康診査を

員に遠懸なくおたずれください︒

︵午後一時〜四時置で︶
︵午後一時〜四時まで︶

・細島支所一−毎月第二金曜日

︵午後一時〜四時まで︶

・岩脇支．所μ毎月第三火曜日

・細島漁協目毎月二十三日
︵午前九時〜十一時︶

農地の転用は

でも多くのかたが︑この機会︸廿受

注意してください︒
▼二月二日︵ツベルクリン反応︶

市では咋年に引き続ぎ︑市内に
住む六十五歳以上のかたを対象に
老人健康診査を実施することにな

．
発見︑早期治療が大切です︒

何の病気でも同じですが︑早期

りました︒

農地をつぶして家屋や工場を建
設したり︑植林をするなど農地以

必ず許可︵届出を︶

外に転用する場合は︑知事の許可

診されるようお願いします︒

一人

または届け出が必要です︒

なお︑現在病気治療のため通院
しているかたや︑昨年十月から十

無断で農地を転用すると︑農地

一月に実施した健康診査を受けた

かたは︑今回の健康診査はご遠慮

法によって罰せられることがあり
ます︒

ください︒

一日まで

▼期間−一一月二十日から三月三十

次のような場合には必ず︑許可
申請や届け出などの手続ぎをする
ようこしましよう︒

▼場所

．細島麦所

まで︶

庭へ配布しました日程表のとおり

では受診できません︶

市内の病院︵市外の病院

ω 自分の農地に自分の家やその

▼持参するもの習﹁医療保険証﹂

実施します︒

健康相談日を実施します

他の施設物を建設する場合
② 他人の土地を借りたり︑ある

市福祉事務所︑各支所︑老人ク

診券﹂︒なお︑

ラブ会長宅︑各地区の民生委員

※平岩︑美々津地区は︑先に各家

いは買って︑家やその他の施設
物を建設したり︑植林したりす

﹁受

る場合

﹁︐老人医療費受給者証﹂︑

市保険衛生課では︑市民のみな
さんの健康の保持︑増進をはかる

※市街化区域に指定されている区

ため︑今年から定期的に巡回健
康相談日を設けることになりまし

今月は国民健康保険税︵第四期︶の納期です
●

8

広報ひゆうが
昭和51年1月号

