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ぼくらの公園〃

できたぞ・ク
原町に咋年11月から施設工費142万円で建設をいそいでいた原

町児童公園は、さる1月29日に完成。早くもこどもたちの人気の
まとになっています。
公園の面積は2．564坪（8．461〃♂）もあり、これまでの遊戯施

設とはちがい球型遊具（上写真）や、クライミングジム、回転タ
ワーなどがあって、顔をまっかにしたこどもたちが、日のくれる
のも忘れて元気に遊んでいます。

、

公園のまわりには、くすの木やナンキンハゼが約50本、生垣と
してイヌマキやハクチョウゲが約700本も植えられています。

これからもりっぱな公園にするために、これらの木を大切にそ
だてていきたいものです。

また鶴町と下原町にも幼児用の公園ができました。これからも
区画整備事業と共に、このような公園がつぎつぎにできて、こど
もたちがのびのびと遊べるようになることでしょう。

解灘膨
三所係
一 計

旧藩

年

毎 日企謡

2

言人人縣

65，

月慧

︵写真は原町児童公園の全景︶

難

O⁝⁝⁝とじて保存して下さい⁝⁝⁝O

︑で︑︑将壌凝鞍難癖

闘鶏 覇 雛

擁

響

ヤ

．︑︑

99

議 案 の 町 名 ． 又 は 区域の名

さる一月二十日から開
かれた臨時市議会は工場
設置奨励条例をはじめ補
正予算など十一議案が提
出され︑そのうち十一号

称の変更についてのみ継
続審議となり︑他の議案
はいずれも原案どうり承
認されました︒
では次におもな議案についてお
知らせしましよう︒

▽日向市工場設置奨励条例
すでにみなさんご承知のとおり
昨年一月三十日︑日向市は新一点
市建設区域の指定をうけましたが
今後この新産都市の建設を推進す
るにはいままで県市一体となって
整備してきた細島臨海工業地帯の
工場用地や工業港築造︑工業用水
道布設のような工場の立地条件の
整備が第一でありますが︑なんと
言ってもこれらの地帯に︑工場を
誘致することが先決であることは
言うまでもありません︒．
そこで工場．の誘致を促進するた

め市では︑昨年末︑新産都市建設
の基本計画が内閣の承認をえたの
を機会に︑市内で工場を新設︑増
訳する企業家に対して優遇策を親

コ

里じ︑積極的に工場立地を促進し︑
第 一方雇用の増大を図ることにより
明市の産業経済を発展させようと︑
年 一月臨時市議会で﹁日向市江場設
昭決されました︒

稲置奨励条例﹂を制定することが議
この条例で日向市内に新設︑増
設される工場に対する奨励措置の

募集中です

日向 学 生 寮 の 入 寮 生 を

です︒

財団法人日向育英会では千葉市
内にある学生寮の入寮生を募集中

華強弓課 懇 麟 甥

﹁﹄

向市外のものは二千六百円︶
食費H月三千円︵ただし二食付︶
募集期間・⊥二月十日まで

▽資格11東京都内及び近郊の大学
に在学する学生で︑身体強健︑性
行善良なもの．保護者のほか身元
確実な保証人があること︒
▽入寮金⊥二千円︵一回だけ︶
▽寮費巨月二千三百円︵ただし日

▽募集人員11十五名

昭▽定員−−四十名︵二十室︶

和▽場所B千葉市稲毛台町十五番地

欝謙聯満鉄
噛

●

入寮ご希望の方は日向市教育委
員会事務局に申込書がありますの
で本人の健康診断書一部をそえて

一定の規模の工場が完成して︑こ
れから操業を開始する状態になっ
たうえで市長に所定の申請書を提
出し︑工場設置奨励審議会の審議
や︑市長の定めた調査を経て︑市
長が適格と認める工場に適用され
ますがいろいろと詳細な制度があ
りますので︑くわしいことは市企
画室にお問合わせください︒

会計補正予算

▽昭和三十九年度日向市一般

歳入のうち増額補正されたおも
なものは市税二百十七万円︑地方
交付税二千一万円︑国庫支出金千
二百十五万円などです︒減額補正
されたものは財産収入五百九十三
万円などとなっております︒
また歳出では︑増額補正が民生
費千五百二十七万円︑衛生費二百
二十六万円︑農林水産事業費六百

千円になりました︒

歳入歳出予算の総額に歳入歳出
それぞれ三千八十五万四千円を追
加して︑総額八億四千九十七万三

七万円︑土木費千三百七十九万円﹁・

する︒

11三分の一︑三年度11三分の二︶

場合の初年度H十分の一︑二年度

産税を三年間軽減︵税率を通常．の

税︐の課税対象となる土地︑建物や

二︑条例の公布の日︵昭和四十年
一月二十九日︶以後市内に立地す
る工場で千五百万円以上一億円に
満たない工業生産設備︵固定資産
教育費二百七十四万円などがおも
なものです︒減額補正されたもの
は総務費千二百五十万円となって

三︑このほか一︑二にかかげた特

内で奨励金を交付する︒
別措置を受ける工場に対しては︑︑

工場用地や工場用の住宅用地の取
得︑労働力や資金の確保︑工業用
水や電力の需給など︑工場の新設
増設に必要なことがらについて側
面から援助協力すると共に︑市や
県の公共施設ハ道路︑橋梁︑工業
用水︑上水道︑排水施設︶をでき
る限り工場の運営に便宜をあたえ
以上の奨励措置は匁︑可で示した

るよう整備する︒

毎日あなたが買わわる﹁いこ
い﹂一箱で日向市に約八円の収入
があります︒

昨年の
一月から十二月ま
でに鴇たばこによる市の収
入は・二千四百四十二万円に
もなりました︒

ご家庭へ

新入学児のおられる

ちです︒

本年度の小学校新入学児は昭和
三十三年四月二日から三十四年四
月一日までに生れたこどもさんた
すでに市教育委員会事務局では
住民票により該当する児童を調査
して︑一月に葉書で各家庭に通知
いままでに通知の来ないところ

噛しております︒

は︑早めに市民課の住民票を確め
られて教育委員会事務局までご連
絡くださるようお願いします︒

麿

①秘画三十九年中に個人からもら
った財産が四十万円を超えるとき
または昨年中にもらった財産が四
十万円以下でも例えば三十九年中
た ヲ
に二十万円をもらい︑同じ人から
前年または前々年に二十万円をこ
える財産をもら．って合計額が四十
万円を超えるとき︒

②時価より安い価格で財産の譲渡

このお金が道路や学校な

どの資金となるわけです︒

③生Aoo保険料の負担者以外の人が

を受けたとき︒

あなたが日向市以外の店
でたばこを買っても日向市

さい︒

生命保険金を受取った場合︒
このほかいろいろありますがく
わしいことは税務署にご相談くだ

の収入にはなりません︒

長期はもちろん︑日帰り
でも市外に出かけられると
ひ必要な分を市内の
ます︒

▼三月は市県民税︑事業税︑

設置します︒

○市県民税申告相談日11各地区に

す︒

○県議二者共同申告相談日 事業
税と市県民税が同時にすまされま

すまされます︒

○国置市三者共同申告納税相談日
隠所得税の確定申告をされる方は
事業税︑市県民税の申告が同時に

けます︒

市では各種税の申告相談日を設

しょう︒

忘れないうちに早目に申告しま

の控除が受けられません︒

期限内に申告をしませんど各種

十日まで︶所得税．︵十五日置で︶
の申告月です︒

︵二

日向市での申告相談は二月十五日
から十七日まで市役所で行なわれ

きは︑めんどうでしょう

が︑ぜ

たばこ屋さんでお買いもと
めいただき市政にご協力く

ださるようお願いします︒

固定資産台帳の

縦覧をおわすれなく
．固定資産台帳の縦覧期間は三月
一日目ら二十日までとなっていま

日お知らせします︒

資産をお持ちのかたは税務課ま
たは支所︑出張所でぜひ一度ごら
んください︒支所関係の日程は後

ばできません︒

この期間中は台帳を無料で閲覧
ができますし︑また評価額に対す
る異議の申立はこの期間でなけれ

す︒

います︒

設備︶をすると共に︑これに伴っ
て常時三十人以上の従業員を新た
に雇用する工場を新設︑または増
設するものに対して︑その工場に
賦課される固定資産税額を限度と
して三ケ年間︑市長が予算の範囲

具・工具・器具など︶をすると共
に︑これに伴って常時百人をこえ
る従業員を新たに雇用する工場を
新設︑または増設するものに対し
て︑その工場に賦課される固定資

置︑船舶・航空機・車輌︑運搬

一︑新産都市の指定日︵昭和三十
九年一月三十日︶から五年以内に
一億円をこえる工場生産設備︵建
物・附属設備・構築物・機械・装

概要は次のとおりです︒

σ

税の申告はお早目に

以上の通わ相談日を設けますの
でご利用ください︒なお日程は申
告書と共にお届けします︒

第四期

i今月は一−ーー−−i⁝一

歩きますから、10〃zの道路を横切るのに10秒位かかります。と
ころが自動車は、時速40Kで走るときは1秒に11〃2位走ること
になり、10秒間では111〃施走ることになります。

す︒

ω知らない人からよぴだされた時
▼学校や幼稚園などで友だちや知
らない人から︑急用だと呼びだし
をうけた時は必ず先生と話してか

いつでもこども一人の行動をとら
せない︒必ず数人で行動する習慣﹂
をつけさせる︒
︑

登下校︑買物︑外出︑遊びなど

派出所などに知らせる︒
⑩単独行動をとらせない︒

時期を失しないようにすぐ近くの

い・かと思われるこどもがいたら︑

︑▼家出や迷い子になったのではな

とき︒

ω家出や迷い子のうたがいがある

に届ける︒

▼泣き叫ぶこどもをしかりつけな
がら連れ歩いたり︑不に合いな格
好でこどもを連れて歩く者などを
見かけた時は︑近くの派出所など

とき︒

㈲不自然なこども連れをみかけた

くまで遊んでいるこどもには︑︑早
く帰宅するよう注意する︒

▼人通りの少ない場所や︑夜おそ

き︒

ω一人遊びのこどもをみかけたと

などへ知らせる︒

▼あやしいと思われるときは尾行
するなどしてたしかめ︑一一〇番

知らせてやる︒

▼できるだけ早くこどもの家族に

ようにする︒

押毎撰鯉浅識聖結

時︑知らない人に話しかけられた
り︑つきまとわれたら︑通行人や
近くの家にかけこみ助を求める︒
㈲近所のこどもが知らない人に話
しかけられているとき︒

▼学校の行き帰りや遊んでいる

き︒

⑤知らない人につきまとわれたと

らにする︒．

みんなで気をつけましょう
一昨年三月の吉展ちゃ
ん事件をはじめ︑ことし
の新潟市の婦人誘拐事件
など︑最近また誘拐事件
がつぎつぎに起っていま

を築きあげたいものです︒

これらの恐るべき犯罪
を一日も早くなくすため市民のみ
なさまをはじめ︑各教育関係者な
どのご協力をお願いして︑わだし
たちの周囲から︑わたしたちの街
からこのような被害者を出さない
ようにおたがいに注意しあい︑気
をつけあって犯罪のない明るい街

では次に事件防止剤の心得をあ
げてみましょう︒

ω知らない人に話しかけられたら
▼知らない人に道を聞かれた時は
教えてやるのはよいが︑ 一緒につ
いて行ってはいけない︒

▼知らない人が﹁家の人を知って
いる﹂﹁家の人に話してきた﹂など

といってさそっても︑必ず家に帰
ω知らない人から︑ものをもらわ

り確かめる︒

▼知らない人とは決して乗りもの
遊びや︑かくれんぼや遠くに行っ

に帰って親に知らせる︒
⑧知らない人と遊ばない︒

▼親のゆるしがなければ︑知らな
い人から︑ものをもらわない︒他
人から︑ものをもらう時は必ず家

ない︒

このことからわたくしたちが道を横切る前に左の方から来る

↑人遊びのこどもなど

歩道と車道の区別のあるところでは歩道を歩きますが、その
区別のない道路では、道路の右側のはしを1列に歩くことにな
っております。道路にひろがってあるくことは交通の妨害にな
るばかりでなく、車にはねられる危険があります。
つぎに道を横切るときですが、このときにおきる事故がもっ
とも多いようですから特に注意しましょう。人は1秒で電位い

たりしないこと︒

それではこのような交通事故にあわないためにはどうした
よ．いでしょう。それはわたくしたちみんなが交通規則を知り
それを守って正しい通行をすることです。
つぎに道路を通るとぎ、かならず守らなければならない交

ミ車のあとに また車ミ よく言われることですが道を横切
るときはまず左右の安全を確めて急いでわたり、近くに横断歩
道のあるところは少しぐらい遠まわりになっても横断歩道をわ
たる方が安全です。ミ横断歩道…・一そこは歩行者の安全地帯ミ
次回は正しい自転車の乗り方についてお知らせしまず。
た人が234人になっております。

＝

申込みください︒
︵写真は静かな住宅地にある日向
育英学生寮︶

篭

保険税﹂第＋期

固定資産税

共済掛金

一．−〜一︐一．の納期です−一

全国で昨年中に交通事故にあってけがをした人が39万人、

，

二月から三月にかけて各種税の
申告時期となっています︒
▼まず二月は贈与税の伸告と納税
の月です︒
・
・
贈与税とは次のようなものです
から一これに該当されると思われ
る方鳳期限吋に申告しましょ5︒

んだ人が望3．孤1人にものぼっております。これだと1日36人

車がまだ100〃上向にあるから大丈夫と計えるのはあやまりで、

交通規則を守りましよう（その1）

このようなときは横断をやめて待つのが安全です。また自動車
のすぐ前を平気で横切る人がいて、思わずヒヤリときせられる
ことがあります。車のとおりすぎたあとだからといってもすぐ
横切ることは危険です。それはすぐ後にほかの車が続いて走っ
てくるときや反対の方向からも車がくるときがあるからです。
2時間に3人の割で死んで行くことになります。
日向地区でも昨年交通事故でなくなった人が12人、けがを
6

●

のきまりを、わかりやすく書いてみました。
1．正しい歩き方

i
誘拐事件防止運動

■

1月臨時市議会
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たばこは市内で買いましょう

●
、

．

プロパンガスは屋外に
プロパンガスは最近︑市街地を
はじめ農村の各家庭まで︑多く利
用されています︒
これにともなってプロパンガス
による中毒や火災事故が年々増加
してきているため︑一昨年七月に．
高圧ガス取締法が改正され︑各家
庭用のプロパンガスも次のように
設備しなければならなくなりまし
た︒

まだ改修されてない家庭は早急
に改修されて事故防止に万全を期
しましよう︒

1︑ボンベ

改修しなければならないおもな
点は次のとおりです︒
イ︑熱影響や落下物を防ぐため
収納箱をつくること︒
ロ︑屋外に置き通風をよく・す
る︒

し︑金属管を使うこと︒

ハ︑配管はできるだけ短かく
Z︑コンロ
不︑ボンベとコンロ間に中間バ
ルブを設け︑屋内は金属配管
を疲う︒︐
∵．ロΨゴシ．口鳴上は．﹂餌以上可燃

囎．．物かち離し︑三囲な︑20傭以
﹁上︑ ストTブは周囲50傷以上
．﹂の距離を保づご巴︒

︐

押せん且つきねずみ駆除

運動は︑毎年よい成績を収
めていますが︑ことしも二
月一日間ら三月五日まで県
下いっせいに行なわれるこ
とになりました︒
これは退治したねずみ一

匹に対して﹁ねずみ宝く

じ﹂一枚がひきかえられま
すので︑景品をたのしみな
がらねずみ退治ができるわ
けです︒

特賞は電気オルガン一

本︑
一等はトランジスターラジオ
五本︑ ニ等トースター十三本︑三
等螢光灯五十二本︑努力賞として
鉛筆二千六百本などのほか︑薬品
一袋︵三十円︶に付いても薬品宝
くじ一枚がわたります︒薬品宝く
じの賞品は︑特賞ポ！タプルテレ
ビ一本︑一等脱水洗濯機一本︑二
等電気釜十本︑螢光灯スタンド五
十本︑四等懐中電気二百本︑五等
特製鉛筆二千本などいろいろな景

品が用意されています︒

とったねずみのしっぽを市役所
衛生課︑各支所︑出張所で抽せん
券と引きかえます︒病気をまきち
らし︑農作物などを食い荒らすね．

ずみを日向市から嚇掃いたしまし
よう︒市民のみなさまのご協力を
お願いします︒

保育所の入所を

イ︑昭和三十九年度市民税額証明

書

・ロ︑昭和三十九年度固定資産税額
証明書︑

ハ︑昭和三十九年度所得税額証明
書
．
二︑母親が家庭外で働いている場
．合は雇主の就労証明書

三︑申請書用紙は各保育所および
社会保険課にあります︒

し尿汲取りのご用は

次のところへ

．者に委託してあります︒

日向市のし尿汲取りは︑現在︑
市の直営ではなく︑許可をした業

このため汲取りなどのお問合せ
は︑直接業者の方に連絡していた
だくと早く汲取りに行くことがで
きます団電話番号ば次のとおりで
す︒．

日向衛生社︵曾根︶
四〇一二
ひまわり衛生社︵広見︶四九五七
あさひ衛生社︵本町︶ 三八二六
以上は幸脇︑美々津地区をのぞ
いた．地区﹃
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．美々津衛生社 美々津六八﹂︵岡

以上は幸脇︑美々津地麿︒・

．三宅取次︶：

．ご協力あサが乏う

﹂北海道冷署地救擾：

ヨ

ございました

救援義針金は早速馬日赤宮崎支
部を通じて冷害地の方々におくら
れましたのでお知らせします︒

先日なくなられた江川栄助

さん︵細島︶と日吉善平さん
︵上町︶の遺族のかたから香
．典返し乏して次のような寄付

がありました︒

◇五万円 社会福祉協議会へ
◇五万円 細島小学校へ
◇二万円 消防第三分団へ
市ボ︐ーイスカウトへ

富島中学校へ
江川恵之助氏

﹁社会福祉協議会へ

上町一区日吉チヨさん

サイレンのお知らせ．

．いします︒

市民のみなさまからご要望のあ
っておりました︑朝八時と正午の
サイレンを二月一日からそれぞれ
十五秒間︑ならすことになりまし
た︒また非常の場合は三秒ならし
て二秒休みをくりかえし数回なら
します︒次に火災警報の場合は三
十秒なちして六秒休みまた三十秒
ならします︒演習召集の場合は十
五秒ならし六秒休みまた十五秒な
ちします︒以上のことをみなさま
もよくおぼえていただくようお願

（前月より9世帯め増）
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ださい︒

念寺︑美々津︶ではただいま入所
﹁ような市民のみなさまのあたたか
いご協力をいただきありがとうご
児童を受付中です︒
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入所を希望のご家庭は早目に次
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．プロパンガス販売店が実費工事を
してくれます︒

茎以2≦i勲撫峯離紅

．人国．《2月田現在）

り？礒な覧Q配すゐ
かの港でもあ重り見られなし⊃

さあ！みんなでねずみ退治
一、
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接、主君をベルトコンベア≒で工場の倉庫まで運べるもので、原
料を何回も積みかえる必要もないため短時間に荷あげができ、ほ
．／
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工業港に大型船入港
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トンを積んだイギリス船アビスフエス号（11．500トン）が接岸し
さる1月26日、共和製糖専用岸壁に、はじめてキューバ糖5．駒0

ました。この大型船の入港で工業港は1万トン級の船の入港は楽
にできることが証明されたわけです。
この船の船長土パンスチャレンスさん（66才）も工業港が静か
なよい港だと話しておられました。
また県や布から大型船の入港を祝r〜て船長に花束やひえつき人

形がおびちれました。ζの専用岸壁（ドルフィン）は船から直

