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すがしい新春をお迎えのことと
にわたり順調に運営ノ．﹂きたこと

ろしくお願い申し上げます︑

妻につきましては︑全国枠で三カ所という叢しい状況の中で・高地区の補

市基盤の整備︑農村地域の生活環境の整備︑自然を生かしたファミリーパーク﹁日向サン
パーク﹂事業︑二郷地域と連携した広域観光など︑更なる産業の振興と市民福祉の向上を
目指し︑﹁うるおいと生きがいのあるまちづくり﹂実現のため︑全力を尽くして参る覚悟
であります︒今後とも市民の皆様の市政運営へのご理解とご協力をお願い申し上伊ます︒
この一年が︑皆様に取りまして︑健やかで幸多き年でありますよう心からご祈念申し上
げまして︑新年のこあいさつといたします︒
包

市の三大プロジェクトであります﹁鉄道高架と市街地再開発事業︑細島ウォーター乳ロン
・ト事業︑財光寺南土地区画整理事業﹂を柱に︑都市計画︑下水道︑住環境の整備などの都

本年は︑記念すべき市制四十五周年を迎える年でもあります︒新たな決意のもと尺本

ますので︑数多くの市民の皆様に受講していただきますようお願い申し上げます︒ 賊

年の芳が報われたものと考そいると・ろでございます︒本年＋月百開講予定で亨

り質の高い教育を受けることのできる中心施設として︑まさに時宜を得たものであり︑︹長

また︑﹁放送大学地域学習センター﹂につきましては︑県北部の総力を結集し︑官民
体となった誘致運動を展開して参りましたが︑本市への誘致が決定いたしたことは︑誠
喜びに耐えないところでございます．﹁いつでも どこでも だれでも﹂が学べるとい
了しい理念に基づいて設立された放送大学を本市に設置できるということは︑生涯に

助
が採択されたものでありますが︑市街地再開発事棄をはじめ本市のまちづくりに︑
な．一層の弾みをつけるものと考えております︒

納凄

こ幽騨

@新年明けましておめでとう・ざ・美市民・皆様には・希望に満落襲をお聖の
ことと心からお喜びを申しhげます︒
．
険．／．・
ギ
昨年は︑市議会議員改選の年であり︑五月に招集されました臨時市議会業おきまして︑

一

ノ

蒲難薮罰藻輪畑懸出田この榊闘鶏藤誌議臆喬撮磐
支援どこ協力の賜物と深く感謝の意を表する次第でございます︒

し悪戦鰭雛撫難鴛濃隙㏄騨酔欝難論鑑

ギー︑．謬︑麟出鶉礫薮藤噺鰯鉾融認鞭謙挿

駅灘潔︑︑獺警錨鮭論航開門払瑠員一同市

．

ここに︑市民の皆様のご多幸とご健勝をお祈りするとともに︑本年も相変わらぬご支援
とご協力をお願い申し上げ 新年のあいさっといたします︒

7

なつ眈集り組みが必要であります︒

から︑平成八年度から十二布度までの後期基本計画の策定がなされる年でもございます．．
来るべき．⁝十一世紀へ向け皐日向市がさらなる飛躍︑発展を遂げるためには︑市民一丸と

る都市像の﹁産血が栄え輪文化の香り高い都市﹂実現のために鋭識努かを重ねているとこ
ろでございます︑その第弾工吹総合計画の前期基本計画も平成七年度をもって終了すること

冒本市といたしましては︑平成三年に策定されました第三次総
幕画に基づき︑都婁嚢の整備をはじめ︑住民福祉のさらなる向上を日指し︑H標とす
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また︑現在ある亀ケ先踏切︑原
町踏切︑天神踏切の三つの踏切を

を高架させる計画です︒

ルを中心に︑その前後の取り付け
区間合わせて二・三キロメートル

き︑早期の事業着手に向けて国︑

また︑事業着手前に必要な協議︑
都市計画法上の手続きなどをでき
るだけ早い時期に実施していただ

層のご理解を求め︑事業に対する

日向市総合計画において鉄

国鉄日豊本線鉄道高架事業

日向市鉄道高架推進対策会
鉄道高架について県に重点

JR九州・JR貨物・国鉄

市との懇談会

誤電議会発足
鉄道高架事業について県に

最重点要望事項として陳情

になります︒

鉄道高架事業について県に

日向市駅連続立体交差対策

ただし︑地域学習センターにお
いては︑放送衛星打ちしげまでの
問︑選科履修生と科目履修生のみ

室を設置・国︑県へ陳情

平成6年4月

同盟会発足・日向市駅鉄道
高架建設促進総決起大会開
催・国︑県へ陳情

平成5年4月 日向市駅高架建設促進期成

10月 市と協議会との懇談会

最重点要望事項として陳惰

平成3年7月

11月 市と協議会との懇談会

9月

6月

5月日向市地域開発調査研究
会・新町地域商店街開発推

いての陳情

溝算事業団に鉄道高架につ

平成2年2月

要望事項として陳情

平成元年11月

議を設置

昭和59年6月

に伴う調査を実施

昭和57年12月

置づける

道高架を建設することを位

昭和44年4月

これまでのあゆみ

口向市駅鉄道高架実現へ

ご協力をお願いしていきます．．

除去し︑北町通線︑草場細島通線︑

県に要望していきます︒

産業が栄え文化の香り高い都市ヘスピードアップ
昨年末︑日向市が長年取り組んできました日向市駅連続立体交差事業︵補
助調査︶と放送大学誘致に平成八年度の国の予算が認められました︒
¥一世紀に向けて﹁産業が栄え︑文化の香り高い都市﹂を目指す日向
市にとって︑市街地再開発の中心となる連続立体交差事業︑生涯学習施
設の拠点となる放送大学の誘致が実現したことは︑必ずまちづくりのス
ピ ー ド アップにつながるものと思われ ま す ︒
国道三二七ロゲ線と新規路線二路線

の計五路線を立体交差させる計画
で︑順調にいけば平成十︑年度に
は事業に着手できるものと思われ
ます︒

日向市は約．一十六億円を負担する

事業費については︑概算事業費
で約百十億円になり︑この額だと

日向市の市街地中心部は︑多く
の踏切があり︑線路が市街地を東

して学習ができます︒

力があったからです︒
今後︑補助調査を踏まえ︑具体
的な計画に基づいた説明を地元の
住民の方々に行いながら︑より一

議会︑商工会議所︑地元区長会を
はじめ市民の皆様のご理解とご協

これは︑建設省や県はもちろん︑

向地区の調査が採択されました．一

う厳しい状況にもかかわらず︑B

補助調査地域は全国で一．一ヵ所とい

今回︑国の連続立体交差事業の

ご理解とこ協力を

早期実現のために

ことになります︒

計画では︑北町通線から塩見川
右岸までの区間一・六キロメート

整備事業に取り組んでいきます．︑

土地区画整理事業︑特定商業集積

この連続立体交差事業と合わせ︑

もつながります︒日向市の場合は︑

げ︑人や車の流れをスムーズにし
ょうとするものです︒よって︑東
西市街地の一体的な土地利用を図
り︑ひいては商業地域の活性化に

市駅のように線路を高く持ち上

連続立体交差事業は︑あの宮崎

なっています︒

的な交通渋滞が発生し︑近代的な
街並みへの発展を妨げる要因にも

西に分断しています．．結果︑慢性

東西市街地を一体的に

まちづくりに弾みをつける連続立体交差事業

早期の鉄道高架が待たれる現日向市駅

いつでも︑どこでも︑だれでもが学べる放送大学
﹁宮崎県放送大学誘致期成同盟会﹂

民一体となった熱乱心が︑今回の誘

このように︑H向市民をはじめ
県立十五市町村の住民の皆様の官

域学習センターです︒

口向市に設置されるのは︑この地

ターを利用することになります．．

を視聴して学習する地域学習セン

学習意欲にこたえる施設です．．

う地元市民をはじめ︑宮崎県民の

の高い古同度な教育を受けたいとい

放送大学は︑生涯にわたって質

を結成しました︒

日向市を含む県北十五市町村で
取り組んできました放送大学地域
学習センターの平成八年度の日向
致決定につながったものです．︑

放送大学では︑十八歳以上の方
ならどなたでも無試験で入学する

放送大学では︑十月 11の開校
に当たり五百人の学生を見込んで

官民一体で誘致決定

市設置が決定しました︒

市では︑現市立図書館を旧保健
所跡へ移転し︑そこへ放送大学を
設置します︒図書館の移転後︑七

ことができます．．教育学部の約三

います．︑学費については︑人学金

五百人の学生を確保

放送大学の誘致については︑平
成三年度から取り組みを始め︑平
成五年度には︑二十一の民間団体

百科目という幅広い分野から一側

しかし︑現在のところ放送大学
の電波は関東地域でしか受信でき
ません︒それ以外の地域において
は︑放送で使用されたものと同じ
ビデオテープやオーディオテープ

で構成する﹁放送大学誘致期成

月までに改修を行い︑今年十月一
日の開校を目指します︒

会﹂︑県北十五市町村の市町村長︑

Hだけでも学ぶことができます．．

議会議長及び教育長で構成する

放送大学は﹁いつでもどこでも
だれでも﹂が学べるという新しい
理念に基づいて国が設立した大学
︹教育学部︶です．．各県一校を原則

とし︑宮崎県では11向市への設置

修生︑同様に一学期間︵六カ月︶

学期間二年間︶学習する選科履

四年間在学して卒業を目指す全科
履修生︑自分の学びたい科目を二

また︑放送大学の学生の種類は︑

が選科履修生で六千円︑科目履修
生で四壬円︑授業料は一単位あた
り共に四千円です︒
職場の研修などにも利用できる
放送大学に︑個人はもちろん事業
所ぐるみで入学してください︒事
業所等でまとめて一．十人以ヒの集
団で申し込むと人学料が割り引き
になるなどの特別な措置も設けて

齦S科目の中から選択

学習する科目履修生があります︒
もちろん︑全科履修生で卒業すれ
ば︑学L︵教養︶の資格を取得す

あります．︑

となったものです︒テレビやラジ
オで授業を行い︑家に居ながらに

唇﹁．

轟

ることができます︒

放送大学が設置される現市立図書館

一一

学びやすい学習システム

4
5

一一

脚

四万六下山になりました．

政治倫理の確立のための
日向市長の資産等の公開に
関する条例

のてす

日向市家庭奉仕員
派遣手数料徴収条例の
一部を改正する条例
ための国／

二日ハの資産㌔の公開に

この条例は︑政治倫理の確迄の

関する法律の娩定に基づくもの

は心身障害児の日常生活の匿話を

日向市家庭奉仕員派遣f数料徴
収条例とは︑日常生活を営むのに
支払のある老人︑身体章害者また

．・条例関係︾

時間帯︵乍後九時から竿前し時ま
で の利用音負担額を設定したも

條ﾔヘルパー事業など11億6282万円を補正
平成七年第五回︵十一一月定例会︶日向市議会が︑十二月四日から二
十 一 日 までの十八日間の日程で行わ れ ま し た ︒

じトLハ倍障．︑一五−八

で︑市艮の資産警の公開に閃する
事項を定めたものです．

ンダー建旧事盟飛漁なレ

行う家庭希仕口只を派遣した場合の

とになりました．

市長の有する資産等を公開するこ

卜．一一．︑．
卜カ
．ム
1レ
︑．﹁
フ．−
ー戸
ンρ
突一
こ
ー
／し︑ト一

卜圧万円︑物件費として．．卜四時

スを提供することに伴い︑深夜の

．日から．．卜四時間対応のザービ

今回の平貝では︑平成八年．月

項を定めたもの一．﹂す．

この条例の呼決により市長は︑

※消費税は含まれていません

徴収する手数料について必要な事

舜−備事業︑財光芋デイサービスセ

亀崎L地区画整理喋︑表︑ドケ決着
嵐改良事業︑下知屋小学校運動場

議会では︑条例四件︑事件決議︵新たに生じた土地の確認︑字の区
域の変更︑公有水面埋立免許に係る意見︶三件︑補正予算十件及び
平成六年度歳入歳出決算十件の計二十七件が提出され︑審議の結果
す べ て 原案どおり可決︑認定されま し た ︒
今月号では︑その主なものについてお知らせします︒

．﹁補正予算関係♂

1111円

間対応ヘルパー︹巡回型︺事業︑
L山人ガイドヘルハー派遣事業など

6，lihり

平成七年度日向市﹇般会計
補正予算について

F

に．．rκ百六レ．一万円などです
禰正後の平成ヒ年・度．般会﹁巴r

ルにつき15〔〕i［1．3調

デ
貝よ︑．i
し．︑一音f
い一
呵r﹂し写一﹁
．一LI
各ーヒ
︐﹁ノー

ピ筋ズー．ト1レにつき】軋1軋朝13川1

→

婁費 と

昨年︑市は水道料金審議会︵橋ロ元喜会長ほか十二人で構成︶に水
道料金改定の可否について諮問し︑同審議会から︑平均三〇・三三
パーセントの必要最小限の料金改定は避けられないとの答申を受け
ました︒

年度と赤字決算で︑今後も現行
料金体系で推移すると︑平成八

そこで︑答申に基づき十一一月定例市議会で﹁条例改正﹂を提案しま
したところ︑原案どおりに承認︑可決されました︒

新料金は
六月検針の納付書から

入していただいていましたが︑

までVで累計赤字が約五億一千

年度からの．．一年間︵平成十年度

万円見込まれます︒これでは︑
老朽化した施設の改修・維持管
理やコ安全でおいしい水の供給し
も極めて困難になることから︑
改定せざるを得なくなったもの
です︒改定に当たっては︑多数

水道料金も他の公共料金と同様

水道事業は︑．平成κ年度︑六

を占める一般家庭︵小口需要者︶

際には別途お知らせします︒

者に順次お返ししますが︑その

した六月以降︑該当する納入

を納入していただいていました
が︑このチ納金制度を廃止しま

納金として基本料金の一．カ月分

また︑水道申し込みの際︑予

なりました︒納入しやすくなる

コ毎月納入しに変更することに

に四月から従来の二分の一を

これまで︑水道料金について
は︑隔月︵ニカ月に一回︶に納

四月から毎月納入に変更

料金納入

の料金引き上げ率が平均を上同
らないように配慮しました︒改
定後の料金は︑四月使用分から
適用されますので︑六月検針の

ものと思われます．︑

納付書から新料金になります．︑

なお︑今後は︑三年ごとに料
金の見直しをするようにも答申
されました︒

（消費税を含む）
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7

6

21

22

23

26

細島公民館

清IE・、ヤ野川・地蔵・畑1甫

日知屋公民館

原町・鶴町．・新生岡1．・自派1．

浜町・中堀町・伊勢帽1レ
9：30−15：3〔」

日和屋公民館

ｽ野町・平野・II序町・堀一方・深溝

9130〜15：3｛，

日知1屋公民館

曽根町塩田・堀ll団地・占田

9：3（ト15：30

明知屋公民館

田の原公民館

出の原

9：30一［5：30

南口向公民館

秋留・美砂・曙

13＝30〜艮5：30

鵜毛公民館

鵜毛

9：3（1−15：30

南日向公民館

31

亀崎東公民館

亀崎東・亀劇1・亀崎1笥・rけ」江町

9：30〜15：30

中央公民館

13：3〔ト15：3〔．

火

水

ri千・たE谷・た⊥1町

13

木

1．1

金

ノ＼

梶イく・梶イく町

L記期1ぽでに申告で
ｫなかった人

所得税の確定申告は、

男
27，943人

人口予想クイズ1位は甲斐茂勝さん
女

市では、先に募集しました「平成7年国勢調査日
向市人口予想クイズ」の当選者を発表し記念品を贈
りました。その結果、1位は甲斐茂勝さん（堀．一方）

9

世帯数

3LO14人

20．511世帯

（＋368）

（一22）

（一617）

にの数字は、平成7年国勢調査を元にした数字です〕

出生50人死亡26人転入180人転出l17人

税務署からのお知らせ

15

（＋346）

指定日に申告できない人は、3月5日から12日ま
では市税務課、3月13日から15日までは中央公民館
で受け付けますが、指定日以外の相談受付は大変混
雑し長時閤お待ちいただくことになりますので、ぜ
ひ指定日に申告してください。2月14日から3月4
日までは、市役所での申告相談は行いません。

2月16日から3月15Hま

でです。日向．市では、2
月19日から23日の5目間
（午前9時一午後4時）、

中央公民館で受け付けま
す。

申告書を提出してくださ

9：3｛ト15：3〔〕

9：30−12二〇〇

ll

された人や．平成7年分の確

比良・比良細引1路［・f1地

特に︑移動相談開設期間

比良公民館
梶木公民館
庄手公民館

9：30〜15＝30

月

58，957

・IIIド

ｬ・野江団地

金

8

往還・往還町・1旧・

い︒昨年の会場と一部変更
になっていますので︑よく

往還公民館

確かめてご来場ください︒

9：30−15：30

定中告書を税務署へ提出す
る人は申告の必要はありま

松原・沖町

せん．．しかし︑次に該当す

松原公民館

る人は︑申告しなければな

9：3【．ト15：30

中の2月14日から3月4日

匂鳩山1・切島山2

りません．︑

切削12区公民館

木

7

火

水

6

◆給与所得以外に所得が

奥野・永田・権現原

までは︑市役所での申告相
談はできませんのでご注意

農村婦人の家

9：3G〜15；30

あった人

9：30〜15：30

ください．

［附・新財rl∫・丁・束L［・．巳の巣

費控除や雑損控除を受けよ

農村．婦人の家

◆給5．所得の人でも︑医療

楓木

うとする人

籾木公民館

9130〜15：30

移動相談を
ご利用ください

13：3〔ト15：30

市では︑移動申告相談を

5

焜P浜・本宮

別表のとおーー行います︒該
当する日時に相談を受け︑

i

笹野東・笹野中・笹野［1頃・

所得︑資産所得︹利エー配

13：3（1−15：30

当・．小動産などの所得︶な

宮の下・高松・落鹿

どがあった人です．．

高松公民館

月

口

E石車・遠見・幸脇・甲州・

9：30〜15：30

火

金

1）内前月比

人

を果たしました。

美々津公民館

ただし︑勤務先などから
給う支払報告書が市に提出

27

木

今回の調査で300．054人となり、30万都市の仲間入り

・公

通り・櫛のih団地

]瀬

水

日向市の人口動態〈H8．1．1・現在＞

永江町・永江・江良町

別府・駅通り・・1・：縫・綿旺1「
9：3〔，〜15：3｛｝

12

県内9市の結果を見ると、増えたのは日向市を含
め宮崎市と都城市の3市だけです。また、宮崎市は

S司・八坂・伊勢

9：30〜15：30

月

ざいました。

宮のト．・高々谷・八幡弓｛1

9：30〜15：3［1

金

人増えています。調査期間中、市民の皆様をはじめ、

調査員、指導員の皆様、本当にご協力ありがとうご

協

税金の申告時期到来

火

漁

市県民税の申告は2月14日〜3月15日

20

島

平成8年度の﹁市県民税﹂﹁所得税﹂の申告時期が近づきました︒市県民税は︑

富

2月14日から受付を始めます︒期限は︑3月15日までです︒

9；30〜15：30

19

輯．場・［騨．場・花甲丘・i聖洋園

申告をしなければならない人が申告をしないと児童手当︑保険給付︑保育所入
所︑奨学金貸付︑母子栄養強化事業などの住民としての特典を受けようとする
と き に支障があります︒必ず申告し て く だ さ い ︑

勤う靖少年ホーム

ず︑市内に住んでいる人で
前年中︹1月〜12月︺に事
業所得︹営 業 ・ 農 業 ・ こ の

金

申告をしなければ
ならない人

9：30−15：30

ｴ通り・目向台・岸原・俸

木

世帯数20．555世帯で、前回（平成2年〉に比べ359

・

ほかの事業︶や給与所得︵賃

勤ツ靖少年ホーム

水

日向市は、総数58．801人、男27．842人置女30．959人、

1∫・日1り』・中町

本谷・西川内・中原・高見
9：3〔卜15：30

《敬称略》

昨年10月1日現在で行われました平成7年国勢調
査の結果が発表されました。

名

ｴ町
16

月

藤本剛（江良町）

表彰式に出席した当選者

平成7年国勢調査結果

・都

区

勤労1、沙年ホーン、

木
15

の58．926人でした。以下、上位当選者は次のとおり。

◇3位＝長尾信吾（切島山2）松岡一二三（公園通り）

地

田↓．・蓉1町．・広1乙

29

日向市は359人の増

所
北田1

9：3〔ト15130

21．1

28

◇2位＝黒木由美子（深溝）平田喜美江（櫛の山団地）

場

間

平成8年−口口ロ現在︑

時

金など︶︑公的年金などの

曜

住民登録の有無にかかわら

川目

水

友好都市隠坊市へ行きませんか

r想されます

※ただし︑中国の事情で若干の変

更が

◇申込方法11所定の申込書をH向
市塵坊市交流促進協議会事務局・

市諏園務課へ提出してください︵申

込書は︑市総務課にあります︶

◇募集期問目2月9日〜15日︵定

員になり次第締め切ります︶

第4回市民友好交流団員募集

年は︑中国濡坊市との友好都

結10周年の．記く．心すべき年です．︑

年︑多くの市民の方が友好交
員として︑友好都市誰坊市を

しています．︑今年は︑あなた

加してみませんか．

行日程114月18日︹木︶一25日

の8目問．︑灘坊市での世界風

を開催します．︑旅行の諸手配は︑

◇その他11交流団確定後︑説明会

市総務課︵容

委託した旅行会社が行います

促進協議会事務局

◇問い合わせ11目向市離坊市交流

灘坊市への旅は︑遠い中国離

坊市をとても近くに感じさせて

ケールの大きさは︑﹁百聞は﹁

くれるものになりました．︶ス

見に如かず﹂です︒今年は︑友

好都市締結10周年︒これからは︑

要になってくると思います︒

那須光一さん

もっと市民レベルでの交流が必

第3回交流団参加

内線2222︶

私たちも参加しました

凧あげ︺大会観覧のほか︑北

濱本慶子さん

ヒ海の観光も．・r醒しています

第2回交流団参加

．ただし学生は除く︸

．．A、

集人員11目向市民15人︵18歳

浸1

長︑通訳等数名が随行します

行経費11約16万円程度

灘坊市での数日間は︑私たち

日本人が忘れていた﹁人とのふ

れあい︑純朴さ﹂を私に思い出

させてくれました︐︑

今は︑耳目市の人々が︑親戚

や友達のような気さえし︑外国

人拒絶症だった私でも︑もう﹁

度訪れてみたいと思っています︒

繕橡繕丞言前毎嘉，計

平成8年度市県民税申告相談所開設日程今

8

甲

−＝目ド

−

奮

◇業務内容口①在宅福祉サービ
スの利用や高齢者の保健に関す
る総合相談②各種住宅福祉サー
ビスの申請代行③介護機器の展
示・利用に関する相談・使用方法

の指導④介護方法の相談・指導
⑤関係機関との連絡調整

午後3時

蔵書の整理を行います．

ほか

ほか

るため︑3月−日︹金︶から休館し

図書館は今年︑春原町に移転す

貸し出し制限のお知らせ

図書館の移転と

︵矢貫隆︸

生きるコツ︵塩月弥栄．r︶▽自殺

ン︸▽女40代﹁生きたい人生﹂を

たり︵宮部みゆき︺▽燃えさかる
薪︵會野綾子︶▽ぼくの小さな野
蛮人︵アレクサンドル・シャルダ

D．目つた﹂︹松岡寿夫︺▽初ものが

湯けむり紀行︹賀曽利隆︶▽女文
士︵林真理子︶▽﹁先生はウソを

勢で︵由田太ご▽鈍行乗り継ぎ

▽愛妻記︵新藤兼人へ▽恋の姿

く一般向けV

なんだろう

▽ぼくはワニのクロッカス▽し
まうまのしめ︑つくり▽なぞとき名
人のお姫さま▽ラパスの青い空▽
ぼくの空︑蛙の空▽国際感覚って

︿児童向けV

乳量日離で李

介護支援センター︵美々津・特
別養護老人ホーム﹁立縫の里﹂
内倉5811100︶

参加しませんか
卲 s福祉のつどい
今年のテーマは﹁広げようボ
ランティアの輪 咲かせよう心
の広場﹂です︒子どもから高齢
者まで︑多くのみなさんのご来

◇相談方法11電話相談︑面接相
談︵訪問相談を含む︶

場をお待ちしています︒

護老人ホーム﹁永寿園﹂内樋53
◇場所11市総合福祉センター

◇費用11無料
◇相談時間1124時間

◇日時

14007︶・日向市南部在宅

2月4口︵日︶午前10〜

護支援センター︵富高・特別養

◇相談窓ロー1日向市中央在宅介

共通の﹁基礎年金﹂を給付する
可能になります︒

が︑幸い2年以内と思われます
のでさかのぼって納めることが

ことを目的としています︒した
がって自営業の方はもちろん︑
場合︑以前は任意加入でしたが︑

また︑大学生の子どもさんの

会社員や大学生なども被保険者
となります︒あなたの子どもさ
平成3年度から学生期間中の病
気やケガによる障害についても

鶴

ご存じですか
在宅介護支援センター
寝たきりや痴呆性高齢者の介
護を行っている家族︑ひとり暮
らし高齢者等の相談に応じてく
ターです︒

れるのが︑在宅介護支援セン

Q＆A

センターは︑身近なところで
気軽に専門家に相談できるとと
もに︑直接市の窓﹇に行かなく
ても相談者のケースに応じた保
健・福祉サービス等が総合的に
受けられるようにお手伝いして
います︒

国民年金
Q20歳になったら国民年金に
入らなければならないと聞きま

ことですから︑早速加入の手続

ターに設置します。

10
11

そのため︑図爵を貸し出せる日

君52−2111内線2213

た。また、1月18日には、市内最高齢
の三輪ナルさんを訪問し、103歳の誕生
日を祝いました。
★連絡先／市企画課・
広報統計係

んは︑二人とも20歳以上という

この作品は、市が買い
上げて、市文化交流セン

は2月15日︵木︸までで︑返本は2

三樹市長は12月27日、市内の寝たき

保障する必要があることから︑

した。

月291一︹木︺までとします．︑

いつまでも長生きしてください

ろしくお願いします︑．

す。

見

民大賞に、延岡市の佐藤
弘徳さんの作品「むすん
でひらいて」が選はれま

したが︑本当でしょうか︒
実は︑20歳になったばかりの
息子︵大学生︶と22歳になる娘
︵家事手伝い︶がいますが︑ま
だ加入していません︒

95日向現代彫刻展の市

図書館を利用の皆様には︑ご迷
惑をおかけしますが︑ご協力をよ

則刀，1．

きをしてください︒
なお︑22歳の子どもさんにつ
いては︑20歳の時点で加入義務
が発生していた訳ですから︑20

佐藤弘徳さん

．．

▼市内最高齢の三輪さん

96

このような仕組みになっていま
す︒学生で収入もなく納付が困
難な場合︑親の収入によっては
保険料の納付を免除する学生の
ための免除基準が特別に設けら
れていますので︑年金係までご

市民大賞に

20歳以上60歳未満の日本国

入の計755人。会場は華やかな振り袖や真新しいスー
ツに身を包んだ新成人者が、友人との久しぶりの再会
に歓声をあげていました。式典では、新成人者を代表
して濱上功さんと岡田千秋さんが「心ある大人として
努力します」と誓いの言葉を述べました。

歳にさかのぼって加入すること
になります︒未納の保険料は2
年以上経過すると時効により納

力しましよう。

A

成人の日式典が1月15日、市文化交流センターで行

相談ください︒

今年こそは、交通事

内に住所のある人は︑すべて国
民年金に加入することになって

われました。今年、日向市の成人者は男389人、女366

6
¶

います︒

常に高い理想の追求が大切です・

めることができなくなります

故「0」に向かってみんなで努

6

■
」
i匿
」
L

l
1

国民年金は︑すべての国民に

事故が発生しました。

︵．

常縛

日向市は昨年、県下
でも一番多く交通死亡

ラッパ隊を先頭に入場後、第1
分団第1部・帆足武男部長が「6
万市民の期待にこたえます」と力
強く宣誓しました。

祈願祭が行われました。

り高齢者を訪閤し見舞品を贈り励まし
ました。庄手区の鶴田半十郎さん方を
訪問した市長は、「風邪などに気をつ
けてください」と見舞品を手渡しまし
☆広報ひゆうがに載っ
た写真を差し上げま

交通事故「0」に

消防団など700人が参加しました。

1月11日、交通安全
ψ

1口

日、お倉ケ浜総合公園で行われ、
．，ぞ

日向市消防出初め式が1月4

今年こそ

」昌
凄＿ゐ＿＿L

市政インフォメーション

四■堕二二■』臨』麓塗彪』酋

新春の初頭を飾る消防出初め式

平成8年度の入札参加

設業協会含5214138に

あります︶と①工事経歴書
②営業所一覧表③技術者経
歴書④経営事項審査結果通

知書⑤建設業許可証明書
の中．醐書の控︶⑤市税完納

︵更新手続き中であればそ

または見績︑もり合わせに参

平成8年度に市が発注す
る建設工事︑業務委託︑物
品購人などの指名競争入札
加を希望される方は﹁参加
資格審査申請書﹂を提出し

︽対象︾

おりです︒

て く だ さ い ︒要領は次のと

証明書︵法人の場合は︑法
人と個人の両方︶⑦建設業
退職金共済制度加入証書ま
たは中小企業退職金共済制
度加入証書⑤新規申請で法
人組織の場合は登記薄謄本

各種メンテナンスなど

償︑調査︑警備︑清掃︑運搬︑

◇業務委託11測量︑設計︑補

造 園 ︑ 板 金 など

工事事務所君0982131

様式の申請書︵建設省延岡

◇業務委託11建設省の統一

ある場合︶

⑨使用印鑑届︵原本︶⑩年
間委任状︵市外に本社等の

◇建設工事11上木︑建築︑

◇物品購入11印刷︑事務用

11155にあります︶と

舗装︑電気︑水道︵管︶︑塗装︑

品︑電化製品︑記念品︑被服︑

Tへ測量等実績調書②経営規

許可証⑥市税完納証明書

模等総括表③技術者経歴書
④営業所一覧表⑤各業種の

自動車︑カメラ︑家具︑看板︑

建具など
︽申請書の様式と添付書類︾
◇建設工事11建設省の統一

話中の電話が切れたりしま

︵法人の場合は︑法人と個

え お 申 し 込 みください

氏名︑生年月1一を記入のう
すのでご注意ください一︑

様式の申請書︵H向地区建

◇申込・問い合わせ11市社

転送電話を利用されている
方は転送先の再設定が必要

る方は文登録内容の再登録︑

また︑プッシュ回線で短
縮ダイヤルを利用されてい

会教育課︵容内線2423︶

．﹂注意ください
になります︒

人の両方︶⑦新規申請で法

人組織の場合は登記簿謄本
⑤使用印鑑届︵原本︶⑨年
間委任状︵市外に本社等の
ある場合︶

◇物品購入11日向市が指定

する様式の申請書︵市契約
管理課にあります︶と①市
税完納証明書︵法人の場合
は︑法人と個人の両方︶②
新規申請で搬入組織の場合
は登記簿謄本③年間委任状

︵市外に本社等のある場合︶

受付期間は︑2月1日から

2月29日までで︑申請書は

市契約管理課に直接持参し
てください︒物品購人は今
回追加受付のため︑有効期
間はユ年間です︒昨年︑物
品諸人の申請書を提出した

方は︑手続きは不要です．．

また︑水道課受付分も契約

管理課で受け付けますので︑

水道課へ別に申請書を提出

詳しくは︑市契約管理課

する必要はありません︒
︵含5415761︶へ．︑

先着㎜組に
カーフェリー無料招待券

細島港に就航している

カーフェリーでは︑昨年の

震災以来ようやく1月10日

に日向〜神戸航路に復帰す

復帰に際し﹁がんばろう

ることができました．︑

神戸﹂キャンペーンとして︑

日向〜神戸航路を往復利用
の場合︑復路を無料ご招待
︵先着㎜組様︶することに

なりました．︑

対象となるのは︑県北15

市町村在住者または出身者

の方で︑招待期間は4月20

日までです．．

申し込み・問い合わせ

ば︑市企画課︵容内線22

ユ6︶へどうぞ︒

還暦式に参加しませんか

市は︑次の要領で﹁還暦

式﹂を行います︒

◇日時11平成8年3月10日
︵日︶午前10時〜

◇会場11市中央公民館

◇内容1ーオープニングセレ

モニー︑式典︑みんなのス
テージ︵歌や踊り︑芸など

せん︶

募集中．．自薦他薦を問いま

◇対象11昭和10年4月2口

〜昭和11年4月1日生の方

◇申込方法1−12月28日現在

で住民票のある方には︑は

がきでご案内します．．登録

されていない方で参加を希
望される方は︑2月9Hま

でに﹈郵便はがき﹂に住所︑

P6311︶

人学金や授業料︑アパー
トの敷金︑家賃︑外国の高

ラソン﹂﹁日向ひょっとこマ

2月置は﹁延岡西口本マ

ご利用ください
国の教育ローン

校・大学への朔田学費用など

ラソン﹂が開催されます一．

マラソン大会の
道路規制にご協力を

入学時や在学中に必要とな

2月の相談日程

10

30〜14一30

き■2月22口︵木︶

交通事故巡回相談
と

ところ■市中央公民館

と

き■2月8口︵木︶

無料法律相談
・ 0
1・0〜5−．
0

0 ・ 0

ところ■社会福祉協議会

き■2月21日︵水︶

人権・行政相談
と
10一〇〇〜15一〇〇

ところ■市中央公民館

10

00−15一〇〇

き■2月13日︵火︶

年金巡回相談
と

ところ■青少年ホーム

人

栗

喪主

疑英

貞

美代﹂

豊 キ 弓f一

子

勲

シ 隣ゴ．

茂

曽

夫 久 美升 中

幸

12月31日現在

社会福祉協議会扱分

愛のこ寄付く敬称略v

高

︽香典返し︾

日

甲

河

文

ヤ

福
枝 米

和飯
房
ヒ

島

良

市

町

f

雄 キ

歳

府

電話が不通になります

る資金を融資する公的制度

田

これにより会場周辺で道路
規制が行われますので︑皆

柏

として︑国民金融公庫の﹁国

馬

局番なしの113番へ．

相

様のご協力をお願いします．︑

斐

の教育ローン﹂があります︒

甲

合

◇工事日時112月15日︵木︶

落

本

︽延岡西日本マラソン︾
◇日時02月18日︵日︶㍗前

橋

村

お気軽にご相談ください︒
・大学院・専修学校・各種学

◇対象校11高校・短大・大学

木

◇融資限度額11励万円

．．内は前r月比

徳

木
浦
脇
村
根

校亨及び外国の高校・大学

桙ｩら午後2時
◇コースH延岡市役所をス
タート・ゴール︑原町交差

内

友

木

武

長

一2月は飲酒運転絶滅月間です一
梶
別

［

坂

発生死亡負傷者物損事故
噌

故
斐

地
区
曙
ユ、

1京

城
健

畑
仙
切

松

イく

八

籾

rl∫

三

2

（一3）
（一ト4）

（±0）
（昏0）

l19件
29人
1人
23件

磯

また、同地区には、交流宿泊
施設も完備されることになって

島

111

12月中の交通事故

点を折り返しの国道10写線

「巨木の森」として整備が進ん

II向当分
｛一

松
一

一

子

デ

若

弘
．丁一

︽ひょっとこマラソン︾

大杉・大ヒノキや周りに巨樹

静

◇融資期間118年以内︵据
置期間は在学期間内︶

を有する椎葉村十根川地区は

◇日時112月25日︵日︶午前

巨木の森に木工芸施設

◇返済方法門元利均等毎月

【椎葉村】

12
13

南川松原地区
4口（日）

野

「

（土）一
◇南川神楽＝2月3日

松
か。

黒

一

口（日）

黒

木工芸体験施設。だれでも手軽
に木とふれあえる場所となる予
定です。神楽面などの製作に挑
戦してみてはいかがでしょう

11

戸下地区

9時から午後1時

てください。

の相。ソ、に応じています，

臼：

います。

今春完成するのが、
でいます。

故障時の問い合わせば︑

◇部下神楽＝1月27日（土1〜28

◇コースー1細島工業港付近

皆さんもぜひ一度ご覧になっ

払︵ボーナス併用払も可能︶

ている諸塚神楽の季節です。

◇利率11年3・25％

1月下旬から2月上旬は、県
の無形民俗文化財にも指定され

の臨港道路︑港の森公園か
ら御鉾ケ浦海岸までの道路

諸塚神楽の季節てす

◇問い合わせH国民金融公
庫延岡支店︵容0982一

諸塚村】

市民牛活に関する問題など
員に参加賞と昼食、入賞者には
豪華な北郷村の特産品を準備し
ています。皆さんも、新春の北

391があり、陳情や要望、
参加料は1000円で、参加者全

課市民生活係〔費内線21
なたでも参加できます。

市の相。炎窓口として市民

の部に分かれ、健康な方ならど

りませんか。
km、3km、5km、10km
種目1ま、l

イく

一一一一
一一一一
一一一
一一
一一一一 一一一一一一 一一一一
一一一一
一一一一
一一一一一一一一一一 一
一一一一一

33

一
一一一一
一一一 一

一 一

市役所は盈5．2−2111です

郷路を走ってみませんか。

NTT日向営業所では︑
予し話交換機の取り替え工事

ラソン大会』が、2月4口（日）

午前2時 ご ろ

とするコースで行われます。

目常生活の中で、お困り
のことやお悩みのことはあ

午前8時から北郷村役場を発着

市民生活係へ

を行います．工事の際︑約

健康マラソン大会開催

3 分 間 程 度 ︑竃話の発信・
着信ができなくなったり︑

第15回予納問地蔵

◇対象局番1153︑54局

【北郷村】

一一一一一一一一 一一一』一一一一一一一
一 一一一一
一一一一 一一一
一一一一一一一一
一一一一
一
育委員会（倉62−6189）

BOX
行政相談、陳情・要望は
新春の「星降る地蔵の里」北
郷路を走る『皆納間地蔵健康マ

2月は飲酒運転絶滅月間
◇申込・問い合わせ＝北郷村教

」

日向路だより

・緒に楽しく料．
料理が好きなあなた、私たちと

r9

冊蝶
︑て

．・．
み

ユウ

イーチャンツゥン

震誼轟褥
国際交流員張培軍

しかし︑中国では出国前に大変難し
いf軌きがあります．その乎続きに

灘坊市の対外交流
明けましておめでとうこごいま
す今年は羅坊市と11向↑旧が友好都
は︑まず外国からの招膀状︹招待状
が必要不可欠天す．次に出国申剛韻
告書を作成し︑市政府に提出します

市を締隠しぐ︑卜周年の記く︐心すべき年

礼す．市民の皆様にはなにかとお村
請になりますが︑どうでよろしくお

国任務批件．一を几行します．．その次

告階を審企し︑前吋の場合には︑出

政府﹁﹂は担当の副市．長がその月曜誠

さて︑八∴四私は碓坊甫の出国状噛況と

願いします
対外交流について紹介します

会の組織部へ行かなければなりませ

に出国者は︑中国共圧党講坊市天久員

革開放﹂政策の全面的な進展に伴い︑

ト．κ年はu．二前から︑中国ては﹁改

ﾎ外開放都市﹂や﹁高新技術開．増

このような状況の

区﹂︑﹁．肩請開放区﹂などが全国各地

て増えています
中天霜坊市の噛弔折も高度発星の．時期

もち．うん躯済の発

と西川内に保存さ

事々4の町並み保

㌻が進められています

地に︑耐辰沼防火水槽の設り佳⊥

のが約．．．つ％です．

スホーツ交流や研修を︺的とするも

〇％をト﹇め︑友好都ト巾の両問と文化︑

出国の﹈的は︑大きく二つに分かれ
ます．．そのうち経済貿易関係が七

どの場合もっと時間がかかります︸．．

低．ヵ月が必要です︹しかし︑ほとん

天パスポートを申明することになり
ます このような事務手続きの複雑
さから︑順調に手続きが運んでも最

安全教育を受けます．以ヒの手続き
が済んで︑最後に灘坊市外事弁公室

ん．組織部の責任者は出国者に対し
政治審査を行い︑問題なければ﹁出
国政治審査批件﹂を発行します
出国者は︑以ヒニつの批件を取得
してから︑籍坊市国家安全局で出国

ワ

を迎えています

展につれて国内外との密払な連絡が
大変重．要な沫題となっており︑今ま

この

で維坊市は月界閂っ力国の地域との
問に経口技術合作︹協力︺と友好陶
係を紗ぴ発展ンへ㌔せてきました

．九九．︑．年が．

ような二桁から藩坊市から外国に行
．九
く人の数は年々増えています
．．．∩．う︑人︑．九九四年が．八．κ．二人︑

九一．年がし︑．．︵︐︑人︑

そして昨年は一．︻11︸人にヒつてい

口まれていません︸．．

の木喰仏︑それに
征討植督宮殿下御

この防火水槽は︑阪神淡路大
ﾐ級の震度にも耐えられる設
詩で︑共本的には自︸防災会や

︵ツキヌケの防火水槽工事︶

正解14人でした。抽選の結果次の方に記念品を差し

ます︵この数字には自費による旅行
や朗山ルr喰ずは八

丈

屋︸などがあり︑

消防団が初期消火を行うための
施賦ですが︑将来的には消防機

上げます。（敬称略）

ノ︵

財については一二
に消防本部と教育

賦置事業も計画されてい

向市役所選挙管理委員会あて2月10日までにお出し
ください。正解者多数のときは、抽選で3人の方に
記念品をさしあげます。
なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を
はっきり記入してください。

﹄一

︵三浦 ︶

柏田 義邦・恭子さん家の
わ ん ぱ くくん

財として
存地区や
れている
細島の有
本冨跡︵
これらの
火デー﹂

庫や研修室をもち︑また小型の
動力ポンプやホースなどを備え
ター﹂

た町並み保存地区の﹁防災セン

こうした事業は︑数ある町並
み保存地区の中でも︑初めての
試みであることから全国の注目

るところです．︑

並み保存地区では
補助事業によリツ

を集めています．．

実施されることに

になり︑大掛かり

︑町並み保存地︑区

査察を行うことに

上の○にはどんな文字があてはまりますか？答え

懸ノ
蜜

畑ン
々︑

の

︵切島山2︶

し

のおてんばちゃん

ロ

誠を啓

委員ムf﹂

また今

なってい
の方々が
旺
な防ソ︑訂

なってい
曇こりに

当選人を定めるにあたり得票数が同じ○ある時

で活動しています料理は、和洋中とさまざまで、
必ずデザートも作っています
つみき遊ひか大好

本年度の

一・

れるかつての火除

、
綾子（伊勢ケ浜）
↓木田 京子（松 原） ②永友
琶浜野未来子〔切島山2）

るという感じてす．
11戚11カ月1

藤田 正春・まち子さん家

へ

ヒ占1

ハ日は︑一直化財防

いと こ ろ で す ． ．

な役割を果たさなけ

防火デーLは︑例年

ました．．そこて今年

は︑阪神淡路大︸災
な災害が発生して多
が被害を受け︑また
財が焼失したり破壊

＝設けられ．ました．

から︑防．︑火．

﹃画が火・几により焼

で︑いた法隆ヒナ金堂

当院び¶︸びラ一
ウ

現在、メンバーは18人で、月に1同［i1央公民館
キヌケと

鵡稽
ｿ

教室として発足したグループてす、講座閉講後も
同じメンバーで料理教室として活動しています

災が心配される文化
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すごやか広場

市民健康管理センター（倉内線2181・2182）

●乳幼児の健康診査

●保健婦だより

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
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おIE月も過ぎましたが、食べ過

（保健婦か、おけさんから乳児の発達について、聞き1『疋りをします）
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しく使うようにしましよう．、

（油注繕に蟹り
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には人を副作用で．苫しめたり、命
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もいいでしょう．
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・

SAVE

献血は心の贈りもの

出中病院（内・放・精神・

日向内科（内・小児・胃腸科君520880）

BLOOD

電

工8＝00〜9＝30

宮崎太陽銀行日向支店

康田医院（産婦人科

宮崎県総合庁舎1430〜16：00

沼田医院（皮・泌尿器
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新年明けましておめでと
うございます︒今年も広報
ひゆうがをよろしくお願い

します︒

さて年明け早々︑新聞記
者の方が転勤して行きまし

た︒その記者の方が在任中︑

よく私に﹁10年後の日向市

はかなり変わっているよ﹂

と言っていました︒

昨年末︑日向市駅連続立
体交差事業と放送大学の誘

致が国に認められました︒

︿YV

記者の言葉どおり︑10年

係号

噺灘
麟織

刷

脚

平日〒盤藤

行集

醗熊

後の日向市は︑さらに魅力
ある町に変わっていること

号
月

でしょう︒

渉

℃う

ゆ

ひ

広報

1

編集
後記

・三・当番医が変ることかあります、テレホンサービス（容53−1214）で確認を＝

船

10＝00〜13＝00

◎

