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︑ 鴬

して︑皆さんのご希望の本を置く

という形で行ないます︒

∫

ナ／

彫

男女

診

相談時間＝8時半から5時まで

市民相談室では、市民のみなさんが日頃お
きづきの点やお考えになっておられる苦情や

0⁝⁝⁝とじて保存下さい⁝⁝⁝0
︑

巡回文庫をご利用下さい
読書の普及をはかる目的で︑こ

この巡回文庫設置ご希望のとこ
ろがありましたら八月十五目に図
書館あてお申込みください︒なお
図書館の現在蔵書数が六手冊しか
ありませんので︑一度に数十個所
のご希望に応じられませんので︑

そのような場合は比較的遠隔地か

ろうと思います。

月

匂〆

イぜ

藍

●気軽にどうぞ…協

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ミ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

協…・・ご遠慮なく

ミミ︑ミミ︑︑ミミミ︑︑ミ︑︑ミミ︑ミミミ︑ミミミミミミミミミミミ︑ミミミミミミミミーミミミミミ
7

難繹

ら設置したいと思います︒
せいぜいご利用ください︒

剣

雛家族そろって出席を！

四万市民の﹁交通教室を開設﹂

ことにしました︒

日向市防犯組合と日向警察署で
は八月一巳から四万市民の交通法
令講習会を市内七十四ケ所で開く

最近では︑日向署管内でも交通
事故が毎日のように発生し︑こと
しの一月から六月までの間に七十
名の人が死んだり︑ケかしたりし
ています︒この原因を調べてみま
すと歩行者や自転車乗りが交通法
令を知らずに︑また法令を守らず
に犠牲となったものが約半数をし
めています︒そこで市防犯組合と
日向警察署が中心となって︑こう

し︒た歩行者や自転車乗りのために

﹁四万市民の交通教室﹂と名づけ
て︑わかりやすく交通の法令講習

会を開くことにしました︒

交通事故をおこさないため︑ま
た交通事故にあわないために︑家

に出席されるようお願いします︒

族全員そろって︑ぜひこの教室

員が各地区を巡回します︒

期日は一日から三十一日までの
間に市防犯組合と日向警察署の係

てください︒またこの﹁交通教

﹁交通教室﹂の開催期日は︑区
長さん︑班長さんからご連絡があ
りますので︑その時はぜひ出席し

にしています︒

室﹂に出席した家には〃交通教室
出席の家〃というカードをお渡し
して︑玄関前起はつてもらうこと

早目にお申し込み下さい

b罐纏翻慰二軸

脚纈輻塩煙聾鴇

論議欝両開難自警

ています︒国︑県︑市町村︑ 政治

三軸

関前に新しく市民相談室を設けました。

9．244

世帯数

んど巡回文庫を始めました︒

これは公民館︑親子会︑読書サ
ークルなど利用の対象となる団体
ごとに本棚を置き︑大体ニケ月に
一回約三十冊を配本して皆さんに
ご利用願うものです︒図書の入替
えは︑ニケ月砕一回自動車で訪問

21．041

みになっています。
市の行政に対する不平、不満、要望事項、
なんでも気軽にご相談においでください。

行政事務の合理化を行なっている当市役所
では、こんど事務改善の一環として市役所玄
40．364
計

しても解決できない難問題については、市
長、助役また関係各課長が自ら相談所にでか
けて、みなきんが納得ゆくまで話し合う仕組
19．323

一纏ザ騨＿聾轟

襲響
、
冊耀導職

企画室広報統計係
編集人
藤井満義
発行人
宮崎県日向市役所

毎月10日発行
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市民税第2キ

参難灘一！適

この相談室には、いつも2名の相談員がい
てみなさんのご相談に応じ、また係頁でどう
（8月1日）
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穿論麗麗願につして・こころよ

γ

「市民のための市役所」であるためには、ま
ず住民の苦情や、要望をこころよく聞いて、
それに納得されるお答えをし、また要望、苦
情などその声を行政面に大いにとりいれ、住
民へのサービスの向上と、市政の発展をはか
ろうとするのが、最も近代的な行政機構であ
市の人ロ

警猟螺町贋搾導蝿輝騨・工饗鞭琴轡饗騨．鞭糀，
聯響樫鯉翠岬Ψ趨呂鷺

、

惚

●

曵

羅︑

̀選・

国民年金印鑑票︑戸籍抄本
国民年金障害年金廃疾認定診断書
母子年金請求手続
国民年金母子年金︑裁定請求書
国民年金手帳︒国民年金印鑑票
戸籍謄本︑住民票謄本
導母子年金請求手続
国民年金準母子年金︑裁定請求書
以下母子年金と同じ
遺児年金請求手続
国民年金遺児年金︑裁定請求書
以下母子年金と同じ
以上の書類を提出し︑裁定請求
を行なって︑はじめて国民年金証

ﾟ都市運魍

係におたずねください︒

早期水稲

う﹂と見解をのべた︒また﹁低開
で︑あくまで新産都市指定の線で
運動を進めていくと言ったところ
ｻの考で進むべきだ﹂と助言し

発促進法﹂指定については反対

向︑延岡など考えるべきだと思

よく考えたい﹂と答・灸さらに一
プロツク一個所の指定についても
﹁そのような考えはおかしい︑日

是正は池田政策の主柱であるので

△適期刈取り・：出穂期から二十

してください︒

いよいよ早期水稲の刈取時期に
なりました︒高温︑多湿な時期で
ありますので︑米の商品価値を高
めるために︑次のことを必ず実行

刈とり︑仕上げがだいじ

メ

書が交付され年金を受けることが
できます︑なお︑支払の請求など
くわしいことは市役所市民課年金

σ

日向︑・延岡地区の新産業都市指

篠井市長の帰任談

燭

定については︑将来日向︑延岡地
域はもちろん︑県全体の発展を左
右する大きな問題として︑最も力
を入れた運動を続けていますが︑
こんどの内閣改造を機会に︑更に
強く要請する＃め︑さる十四日か
ら県をはじめ︑県議会︑藤井日向
市長︑延岡市︑門川町︑北川︑北
方︑東郷の各市町村代表者が上京
東京で県出身の衆参両議員と合流
して新閣僚のうち宮沢経済企画庁
長官︑田中蔵相︑福田通産相︑加
屋政調会長などに陳情した績果新
閣僚の態度は前閣僚のときより協
力的で︑今後の見通しは以前より
明るくなったと︑二十四日藤井市
た︒

長は帰任談を次の様に語りまし
○⁝経企庁長官に対しては︑日向
延岡地域の実情と後進地域の拠点
開発の必要性を訴えた︒これに対
し企画庁長官は﹁趣旨はよくわか
った︑後進地域の開発と地域格差

ム

えてくれた︒

的だった︒

○・また大蔵大臣も新産都市法一
本でいくべきだとの態度で︑加屋
政調会長も十分研究したいと好意

など︑これまで日向︑ 延岡地域指

このように一プロツク地域一指
定の線がくつれたこと︑低開発促
進法でなく︑新産都市法で進むべ
きだとの方針を示してくれたこと
定に難色を示していた経企庁が︑
内閣改造後︑協力的な態度を示し
てくれたことなどから︑情勢はか
なり好転したと考えてよいようだ
今後の更に強力的な運動を波状
的に続けて行く︒・と語っていま
した︒

松藤噸酷難聾落磐
訪れ︑ 会社側と話し合ったが︑会
搬罫灘離職鎌轄響
ロ

◎

＼口

薄曙 ︑

九日が刈取り適期ですが︑遅れ
がちですから︑これより二日早
く刈取りをはじめてください︒
△穂発芽に注意 ・刈取前でも刈
眉墨でも︑穂発芽の危険度は高
いので︑かけぼしや改良ぼしで
対策をたててください︒

△乾そうを上手に−・刈取後の乾
そうは︑かけぼしや改良ぼしで
また脱穀後の乾そうは午前中や
午後の涼しい内にほすようにし
胴割米をなくすようにしてくだ
さい︒

いるの風場在の不況をのりきる方
策は十分ととのえている︒日向市
工場建設は金融不振のため時期が
延びるようなことがあっても決し

転長喜翔黙舞躍藩
＼る﹂と話していたと語りました︒
︾無︵関係各僚に細島の良さを説明す
話藤井市長︶

しない︒

共販および系統機関出荷を行な
わない地区は特産地域の対象と

画的に系統出荷を行なうこと︒

子の斡旋は原則として行わない
⑱単作地帯であり畜産振興計画が
樹立されている地域に普及する
㊥共同防除組織と防除機具の整備
されている地域に普及する︒
㊥共同選別︑共同出荷の促進と計

いものに︑高潮があります︒高潮
は風津波とも呼ばれ︑第一に台風
の申心気圧が低いために海面がふ
くれあがる︒第ごに風が強いので
その風圧で海水が海岸に吹き寄せ
られる︒などがあげられます︒こ
れも地形によって異りますが︑湾
になったところなど思わぬ被害を
受けることがありますので沿岸の
家では注意を怠ってはなりません
△ 台風かやってきたら △
①老人︑子供︑病人は早目に避難
させておく ②貴重品は箱の中な
ど一ケ所にまとめておく ③停電
のときに備え︑懐中電灯︑ローソ

ク︑携帯ラジオなどの準備も④

こともあるので︒

簡単な医薬品︑二三日分の食糧の
準備も忘れずに ⑤雨戸︑ガラス
戸は釘づけにし︑内側と外側から
ガンノヨウに支えをしておく︒
⑥テレヒのアンテナ︑煙突など倒
れやすいものには支えをしておく
⑦不用不急の外出をしないこと︑
やむを得ない外出のときは帽子を
かふり上着を身につけるようにす
る ⑧子供の行動に注意すること
浸水や河川の出水かあると珍らし
がって見物に出かけるが︑風雨が
強いので川に転落したり︑深いと
ころにはまりこんで︑でき死する
事故もあります ⑨断線に注意す
ること︑手でさわると感電死する

懸麟難壁喉中
津海上保安部細島海上保安署の巡

灘㌃窮羅職壷脇勧

を積んで堤防を補強︑高潮を防ぐ
消防団員︒ ︵中子︶高潮にとり

明の人には︑すぐに人工呼吸を

〆

昏・孟

・

以上を目標とし小規模農家の潭︑︑︐︑

④水田後作は用排水施設の完備さ
れた地域を選び︑集団3ヘクタ
ール以上を確保し︑散在地は普
及を行なわない
◎一戸当りの耕作規模はmアーを

え︑次の項目を実施する︒

農協甜ヘクタール︑岩脇農協ゐヘ
クタール︑美々津農協切ヘクター
ルとして︑反収二千二百勿を目標
にする︒なお︑この主産地形成の
推進については︑過去の実績を考

57年度の栽培目標面積は︑富島

として増産の推進を行なう︒

く認識され︑また農業経
営内に占める現金収入の割合も非
常に大きくなってきた︒とくに本
年度以降は過去の実績などを考え
特産地︵主産地︶形成を重点事項

よって県外市場からも広

れ計画生産と共販体制に

た秋ばれいしょは年々農
家経営の中にとりいれら

改善の一環として導入し

防災営農ならびに畑作

元生産者約百名︑東京︑
大阪など県外市場業者5
名が参加して開かれ︑次
のことを話し合いました

徴羨婦徳罫購

昭和57年度の秋ばれい

、

壕端魏比嘉鯉監督
一己漿墜縢馬齢剰
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灘

礪ゴ
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っ た 場 合 や ︑ 夫 ︑父︑

○⁝被保険者が傷病に
かかって片手︑片足を
切断︑視力︑聴力など
の機能を欠くようにな

︻受給手続︼

金が支給されます︒

きよ出制国民年金に
加入し︑引き続き一年
以上保険料を納入して
おられる方で︑不幸に
して生計の中心者を失
ったり︑身体に障害を
きたしたりして保険事
故が発生した方には年

た︒

の給付がはじまりまし

︵老令年金は十年後︶

きよ出制国民年金が︑丁年四月
からはじまって満一年になりまし
たので︑五月から障害年金︑母子
年金︑準母子年金︑お
よび遺児年金の四年金

5か
母といった生計中心者
と死別した場合にきよ出制の障害
年金︑母子年金︑準母子年金︑遣
児年金の四つの年金を受ける権利
が発生します︒この受給権が発生
したら︑年金を受けるため受給権
の裁定の手続︵請求︶をしなけれ
ばなりません︒

ます︒

読
噸︵

臨玉W

台風災害に備えて
﹁細島臨海

水防訓練
日向市消防署では︑

工業地帯に高潮がおし寄せて堤防
かくずれ︑多くの人が港内におし
流され︑多数のケが人が出たとい
う想定のもとに去る十六日竹島で
水防訓練を行ないました︒訓練に
は日向消防署員︑消防団員︑日向
警察署員など約三百名のほかに自

幽

○−きよ出制国民年金の受給権の
裁定の手続︵請求︶は︑受給権者
の住所地を管轄する社会保険出張
所長に請求するようになっており
受給権の裁定手続︵請求︶書類は
次のとおりで︑居住地の市町村長
を経由して提出することになって
います︒なお︑次の用紙は全部市
役所市民課年金係に準備してあり

蚤

未納の方はすぐこ納めて下
・

︐

︐

o
秋ばれいしょを作ろう

≡＝≡三一≡≡一＝こ三三＝ニ一＝≡﹇一三≡≡＝；三；一一一⁝一＝三＝≡ニ＝一一＝＝三＝≡三一＝一﹁一一一三＝＝三﹁三≡﹁一⁝三一三一三＝≡﹁一；≡＝＝

もうひとつ台風で忘れてならな

やすいようです︒

ことしの目標面積95ヘクタール

轍

．

附近の最大風速が大きいほど台風
は強いと考えておけばよいようで
す︒

『

●

ものを二︑三聞いてみました︒よ

＼

b．

きたことはたくさんあります︒
台風には︑つきものの雨の被害
も少なくありません︒雨も地形に
よって大変異なります︒一般に山
岳地方に多く︑昨年十月十五日に
富高地区に降った雨は塩見︑富高
地区の稲に大きな被虫薬与えまし
たが︑耳川や石並川では︑それほ
どの水の量も増えていませんでし
た︒季節的には梅雨期や秋に起り

「

「，

また台風ぱ吹き渡る地形によっ
て非常に強くなったり︑弱くなっ
たりします︒例えば関門海狭のよ
うに北側と南側から山かせまり︑
東と西がラッパ状に開いた地形で
は︑東風や西風は普通の平地にく
らべて二倍にも三倍にも強くなる
ことがあり︑台風のコースからは
なれたところでも思わぬ被害がお

●

』

国民年金掛け金︵保険潔︶第†見︵琢丑︑六月︶ 分の納期限は七月末でした

翼

セノ

台風への心構えとその常識

・3

くラジオ︑テレビ︑新聞などで中
心気圧××xミリバール︑中心附
近の最大風速××xメートルとい
うの聞きますが台風は爆心気圧を
示す数字が少ないほど強いのです
ミリバールになじめない方は中心

r

障害年金請求手続
国民年金障害年金︑裁定請求書
国民年金手帳

㍗

甥．
…｝、

製 署 嚢 餐威髪瀟
ればなりません︒

毎年のことながら︑夏になりま
すときまって台風の心配をしなけ
そこで︑ことしの台風について
宮崎気象台にいろいろ聞いてみま
した︒それによりますと︑まずい
ままで我が国を襲った台風の統計
から︑五年目︑五年目を周期にし
てほとんど似かよった性質の台風
が我が国を襲ってくることがわか
りました︒

一年目日台風活動が最も強い年で
とくに七︑八月の発生数︑北上
数が多い︒また秋になって強い
台風が接近する傾向がる︒

二年目踊台風活動は前年よりやや
衰えるが︑この年では︑まだ活
動期とみなされる︒

ない︒また大型台風に発達する

二年目1一台風は弱く︑発生 数 も 少
ものが少ない︐

多いが︑大型台風は少ない︒ま

四年目11発生数は一年目につ い で

た九州に接近するのも少ない︒
五年目11発生塗ほ少ないが九 州 に

接近する公算が大きい年である
気象台の話では︑ことしはちょ
うど三年目にあたり︑二十個ぐら
いの台風が発生し︑うち二〜三個
が九州に接近するのではないだろ
うかと話していました︒．

次に︑台風の常識ともいうべき

ればなりません︒

しかし︑これはあくまで統計か
ら割りだしたものですから必ずし
もこうなるとは限りません︒例外
も少なくないのです︒ことしでも
すでに七月までに九個の台風が発
生していますので充分警戒しなけ
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木岩松︵止珂ごさんら九名︑三
十六年度完納部落として籾木区
︵三年連続︶ほか三区︑一 般 税 の

み完納部落として高松一区︑保険

ハツ．︵ 南 町 ︶ さ ん ら 百 五 十四の家
庭が表彰さ れ ま し た ︒ ︵ 写 真上V

コ

︑

日向市にこんど観光協会が

副会長1一南

一高
．氏にきまりました︒＼亨真中︶

ロ

ロ

・薪︾

■

・

﹁木力松︵美々津観光協会長︶の三

崎勝美パ宮腰蓑向営業所長︶

㌧︵商工会議所会頭︶

の育成など肴ないます︒．
なお役員には︑会長11日高利美

協観光の街にするため市内の未・
光開発観光地の開発や観光施設．
観の整備︑観光地の宣伝紹介︑
勿観光客の誘致その他観光事業

ム五せしましたように︑．日向市を

が ﹁広蝦ひゆうが﹂でもお知ら

んき︑会則や事業計画予算など
たきめまじた︒この観光協会は

じ︑．︑百害が参加して設立総会を開

よ．﹁一日に市役所講堂に関係者約

珍だん呈εま毎きる†

二百六十名︑ 十五団体を表彰﹁・

おみごと完納

●

誘観蘇麟甕話薙齢

醗．．．

響

鴨
西

ボ

1
乖

■昭和酪年度の優良納税者︑優良
納税組合長︑■優良納税部落 と 保 険
税優良健康家庭の表彰式は︑去る
三日講堂で行なわれ︑二百十六名
と十五の団体が表彰されました︒
表彰された方ば︑①優良納税組
合長としで吉田道治︵中央第一︶
ざんら三十三名︑一般納税功労者

ζ轍

として黒木忠市︵奥野︶さんら二
千名︑三年連続前納者として佐々
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﹁七夕﹂まうU

にぎやかだった
・：

の二日間にぎやかに行なわれまし

日向市商店会の﹁七夕まつり﹂
は雨・のため延期︑十一日︑十二日

つりで少しでも夏枯れを吹きとば

た︒中元大売出しを前に︑七夕．ま
そうと各商店会とも一．万円前後の

巳向市の名物のひとつになりそ

ヒ

噂●︐

脇農膿薩閥可申請を．

を宅地︵農地以外︶に転用する場
合は農地法によって県知事の許可

冒
Illlo匪111IIIo1昼llIII1■瞠11｝1111嘘目眩6111｝「llig

協

罰され北りしますので注置してく

諺Z

の薯
方へ
：・
養士馨
の
撰◇主の住．所

だきい︒．．︑．

．

號鍵備諜難

申．請しであ．るのがあります︒

また建築場所が田畑であっても
宅地と記入してあカますので︑こ
んご建築許可申請書の作成につい
ては充分注意してください︒

O＝三一三＝一一＝三三一＝︸⁝三＝﹁一一三華鴨三自三＝＝一一一三一三一三一二匠

．㎜

鉄橋下△塩見橋の下△竹島築港澗
工事現場附近△お倉ケ浜︑お金川
ケ浜の洲△細島港岸壁一帯△高㎜

見橋附近および下流︒

②泳ぐ時間は学校できめられた中脳
間に泳ぐこと︑③家の人の許しを川
受け︑必ず三人以上つれだって行川
くこと︑④自分の背のとどくとこ川
ろで泳ぎ︑空腹のときや疲れてい脚
るときは泳がない︑⑤救命具︵竹脚

動を伸ばすときです︑みんなで計㎜
画をたて︑よい遊び方を研究し︑川

判毫葦一言三3＝一三＝三三一三三一＝三三一三一一＝一一一三三三一一一三一 ﹁一＝一三＝三三＝一一三＝三Σ三一一一一一三＝＝三≡一一一︷漸

重 △伊勢ケ浜の両岸と公園の南側なおしておきましよう︒⑦夏休み川
△耳川の危険区域 △検察庁横のアルバイトは父母や先生に相談剛
．臼︑のため濾△塩見川の川尻△川のしてからやりまレよう︒
脚

陛①水泳禁止の赤旗︑立札のあるとまたきまりをつくってそれを実行㎜
ころでは泳いではなりません︒特しましよう︒
．
㎜
に日向市では次のところを最も危⑥栄養の補給や充分な休養睡眠を㎜
険な場所として注意しています︒ とり︑体の悪いところは休み中に川

養うにしましよう︒・
△水泳について

り進んでいますか︒④不得意な教活をして健康な身体をつくりまし川
科にはとくに力を入れましよう︒ よう︒④ラジオ体操には︑つとめ㎜
⑤友人の勉強のジヤマをしないよて参加しましよう︒⑤子供会の活㎜

㎜
酬のために︑夏休みの最初にもどつ △よい生活をするには
㎞て考えてみましよう︒
①遊びは午後五時まで︒夜圏外出川
は午後七時まで︒お祭りやお盆休脚
1△宅習について
痩最初の計緬どおり勉強が進んで みには父兄と同伴で九時まではよ㎜
いでしょう︒②花火など利用した㎜
いますか︒隔②サイレンによる勉強
時間は守っていますか︒③夏休み 危険な遊びや刃物遊びはやめまし二
一の友や研究証録︑宿題は予定どおよう︒③早寝早起の規則正しい生澗

竿︑浮ぶくろ︑ゴムボート︶など㎜
湘てしまうことがあります︒
剛 そこで︑︑反省とこれからの出発 は常に準備レておく︒︑
㎜

㎜とした失敗や心のゆるみでくずれ

湘みあげた規律ある生活も︑ ちよつ

醐るときです︑ せっかく努力して積

㎞ています︑
力︑これからが︑がんば

ナサカ

こ．﹀︑毎日規則正しい生活を送つ

夏休みも半ばすぎてしまいまし

楽しくすごすために

夏休みを

巴一三三＝三＝一三一一＝一三一一三三＝三一一三三一＝三一三三﹁＝三＝ニ＝

ますので︑転用される場合は事務
局まで申請書を提出してください
もし無断で農地に家を建てたり︑
農地以外に使用したりした場合は
家のとりこわしを行なったり︑処

為一

三一

ρ

難鱗灘贈塾図

材料を奮発︑趣向をこらしたササ
竹を店頭にズラリと並べました︒
七ダまつりかたがたの買物客の
︐出足も好調で﹁十五夜祭りについ
で年々盛大になり︑七夕まつりも

︵写真下︶

う﹂とは尉係者だけの声ではない
ようです︒

・無断で転用できません
︑最近︑農地を無断で転用する方
をよく見うけます︒田や畑の農地

．■

、

層

r
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