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来月はわたしたちにとって大切な二つの選
挙が行なわれます。
7月4日は参議院議員選挙、7月11日には市
長選挙があります。

この市長選挙は市民のみなさんもごぞんじ
のように、藤井前市長の病気が再発し、療養
期間が長期にわたるため、任期なかばでさる
5月25日に議長へ辞表が出されたために行な
われるものです。

○

藤井前市長は、自分の病気退職のため市民
に、参議員選挙と市長選挙と選挙を二度もや
ってもらうことは大変申し驚けないし、また
市長不在という市政の空白の期間を一日も早
く解消して、市民の心配を早くなくしたいと
いう考えから、できることなら参議院選挙の
日に同時に市長選挙もしてほしいと希望され

∠

しかし、公職選挙法の関係や事務の関係、
その他投票者の不都合な点など、いろんな事
情について選挙管理委員会では深夜にわたる
慎重な審議を何回も行ない、その結果5月27
日の委員会で市長選挙は7月11日（日）にす
ることを決定したのであります。
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これからの日向市は新産都市の中心とし
て、また県政の主目的として広く県民の注目
のまとになっております。
この重大な時期に、りっぱな次期市長を選
挙するには、わたしたち一人一人が、いろん
なことにまどわされることなく、自分自身の
考えで清い一票を投票すること以外にはあり
ません。有権者の清い一票をお願いすると共
に、棄権のない明るく正しい選挙をお願いい
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積ってよい国よい政治
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田rl［Illl，

たします。

人口（胡旧現在）
男

20．737人
（前月より89人の増）

女

21．989人
（前月より83人の増）

計

42．726人
（前月より172人増）

世帯数10．049人

1（朔より56蹄の増）

︑

同じ月に二回も選挙することになったの
も ゆ
は、全国でもおそらく日向市だけと思われま
すが、市長の病気退職という悲しむべき事情
でやむ得ないことと、市民のみなさまのご理
解とご諒解を特にお願いいたします。

とじて保存して下さい⁝⁝⁝○

ていました。

濠

ごあいさつ

初夏の候︑市民のみなさまには
お元気に毎日をおすこしのことと
およろこび申しあげます︒

さて︑わたくし︑昨年六月しん
ぞう結石症のため九州大学附属病
院に入院し︑職務の重責をもかえ
りみず︑みなさまのこ厚情にあま
えて療養につとめさせていただき
ましたところ︑昨秋︑ようやく快
方にむかい︑これまでみなさの市
政に対するご理解と︑ご協力て大
過なくすこしてまいりましたか︑
最近︑さらに余病を併発し︑再
度入院のやむなきに至り︑医師よ
り長期間の療養に専念するように
との︑強い指示を受けた次第でご
ざいます︒

藤
課題をひかえているおりから︑市
民のみなきまはもとより︑政治︑
経済︑その他各界︑各位の絶大な
るこ支援と︑ご指導をあおぎ不肖
の身をかえりみず市の発展のため
また︑地方自治伸展のため誠心︑
もって最善の努力をつくしたい念
願ではこざいますか︑この重大な
時機に際し︑病床にあってなお︑
職責を全うすることは困難とそん
じ熟慮のうえ︑市長の職を辞する
ことにいたしました︒

こ〜に︑就任以来︑公私にわた
って寄せられましたみなさま方の
こ芳情に対して︑衷心より厚くお
礼申しあげますとともに︑私も療
養専一に心かけ一日もはやく全快
のうえ︑みなさま方のこ恩にむく
いたい所存てこざいます︒

なにとぞ今後とも一層︑親密な
こ交誼のほどせつにお願い申しあ
げます︒

時節柄︑みなさまこ一家のこ健
康とこ繁栄を希い︑辞任のごあい
さっといたします︒

この市長の辞表については︑昨

承認しました．︐

へ辞表か提出され︑議会はこれを

また︑この日藤井市長から議会

藤井市長辞表を提出

！
● ーー

ご承知のとおり日向市は新産都
市の建設を中心に︑幾多の重要な
一−一 一lI．IlliI人▼1心

日子屋開拓農協
か ら 四 百 五 十万
円の寄附
さる五月二十五 日 ︑

第五回日向市議会︵臨
時会︶か開かれました
この臨時議会は︑日
知屋開拓農業組合︵組
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日向市でも期間中にいろいろな催しをしましたか︑その一環とし開

⁝

⁝さる六月百から七日までの一醤︑全国で水道蕎か実施され⁝

開

⁝ました．
⁝を開きました︒

皿

マ六月＝百︑四半の市民の方・に輩りねか・て︑市長室で座談会⁝
開 ご出席の市民の方々は婦人連絡協議会役員の金丸ヒテ ︵61︶さ一
曹ん︑主婦の野村浅子︵51︶さん︑遍しく甲斐三千代︵48︶きん︑そ︸

⁝れに会社役員の中田哲啓︵豹︶さんで︑市から黒木水道課長︑業務⁝

一

一

画で総工費
五億六千万
円で建設し
てゆく計画

ますか︑四
十一年度か
ら水道コノ
サルタント
などに依頼
して年次計

計画してい

この問題は新産都市計画で

く
き
しかし水

です︒

道事業よ︑

です︒

独立ザ 乱
国庫補助も
なく︑事業
をする牛は一
起債をする
以外に方法
かあ
せ
んのて 関
係市町村と
この補助に
ついて政府
に要望をし
ているわけ
野村さん
市街地以外
の地域はど
うですか︒

問題か起きるど︑何んとなく市民
の方に申訳ないような気持でいっ
ぱいですか︑地場産業育成の面か
らも︑こんな心配をしなくてすむ
ように余裕のある設備をしてほし
工業用水から引くことはできな

いものです︒

いのてすか︒

課長 工業用水から引くことは︑
いろいろの面からむずかしいよう
です︒主婦のみなさんにわたしか
らのお願いですか︑各家庭で水道
をつかわれるとき︑むたな水はつ
かわないようにしていたたきだい
ものです︒水道を出してほかの仕
事をしていたため︑水かあふれて
いることかどこの家庭てもあるよ
うてす︒

す︒

野村さん たしかにそんなことは
よくあります︒水はたたではない
のてすから︑経費の節約の面から
もたいせつにしていきたいもので

てはないでしょうか︒

甲斐さん 市営住宅などは︑メー
ターかついてないようてすか︑メ
ーターをつければ︑節水になるの
課長 市営住宅なので当然︑市か
つけるへきてすか︑現在財政課に
金丸さん

故障した水道の修理は

要求中です︒

す︒

すくにきていたたきだいもので

料金徴収てお気付の点はあ

課長 故障なとの専門職員か現在
一名しかいませんのて︑指足業者
をご利用くたさるようにお願いし
ます︒

司会
りませんか︒

か︒

金丸さん 別に問題はないようて
すか検針器て不良品はあうません
業務係長 不良品は︑市内て相当
みうけられますの衝︑今月からと
りかえ中てすか検針器の上にもの
をおかれたために故障することも
ありますので︑いろんなものをお
がなし
f
中田さん 職員不足をおぎなうた
めに依託徴収はてきないのてすか
課長7現在︑．美々津地区では婦人

会に依託していますか︑徴収成績
も百％ちかいよい成績て︑他の地
区でも婦人会なとにお願いしょう
最後に何かお気付の点かあ

かと検討中てす︒

司会

りましたらお願いします︒

野村さん 道路に本管か出ている
ところかあうましたか車などか通
ると危険です︒早く土をかふせる
ようにしてください︒

課長 水道課では三人の臨時職員
を雇って毎日のように市内をまわ
って︑そのようなところはすぐに
補修しています︒もし漏水などす
るところかあったら係までご連絡
く︑遠見地区は簡易水道で冬期の

地区には現在水道か布設してな

課長岩脇

渇水か心配されます︒

司会 本日はいろいろと有意義な
ご意見をいただき︑ありがとうこ
はいまのところありません︒

です︒

計画では︑岩脇地域までは江良
の浄水場から布設する計画です︒
幸脇地域も将来は︑石並川の水
を新国道の橋を利用して送る計画
中田さん わたしの会社のように
水を多くつかう会社は︑水不足の

心に︑座談会が開かれました︒

写真は左から水道課長︑業務係
長︑それに市民の代表の金丸さ
ん︑河野さん︑甲斐さん︑中田
さんで約一時間半にわたって熱

ざいました︒

くださるようお願いします︒

二村地区も設備が現在ありませ
ん︒美々津地区は石並川からの簡
易水道で︑この地域は渇水の心配

ウY誌・

課長

画をおたずねします︒

中田さん 日向市は毎月人口か増
加していますか︑このように給水
人口かのびてくれば︑あと三︑四
年で現在の設備てはまかなうこと
かできなくなるのではないでしょ
うか︒この問題に対して今後の計

百人程度です︒

甲斐さん 給水人口で二万二千人
までは現在の設備てまかなえると
のことですが︑年間に給水人口は
とのくらいのびているのですか︒
業務係長 年間四百世帯くらいの
のびかありますのて人口で約千六

ケ丘︑千東口などの地区です︒

課長 細島では宮ノ上︑高々谷︑
財光寺の木原住宅︑富高地区の花

区ですか︒

⁝係長︑広報係の盛名か出席し︑これまでの水道問題や今後の水道問開
朋題なとについていろいろと話しあいました︒
⁝
司会 きょうはおいそがしいとこ
ろをお集りいたたき︑ありがとう
こざいました︒

います︒

みなさんもこそんしのように水
道週間か毎年六月はしめに実施さ
れますか︑この目的はわたくした
ちか建屋で文化的な日常生盾をい
となむ上で重要な役割を果してい
る水道を︑再認識し︑また可愛か
っていただき︑今後の水道事業を
促進するための週間でもあるわけ
てす︒これから水道に関するいろ
いろな問題を話しあっていただき
たいと思いますか︑その前に黒木
水道課長から現在までの日向市の
水道事情などをお聞きしたいと思

・

サY︑κ・曲蕊

擁沸

水道課長 みなさんもこそんしの
ように日向市の水道は︑戦時中︑

緯墨．畢寒ぎ

慧罵撫

軍がつかっていたのを払下げても
らったもので︑このため設備がふ
るく︑補修ばかりにおわれていた
ような状態で︑各地て断水や漏水
か多く市民のみなさまに大変こめ
いわくをかけていました︒このた
め昨年から本年にかけておよそ七
千七百万円をかけて配水管の布設
工事したため︑現在は断水地域も
なくなってきているような状況で

し

年︑九大附属病院でしん臓結石の
ため手術をうけ︑快方にむかって
いたのですか︑最近︑ふた㌧ぴ慢
性肝炎と高血圧症をおこし入院さ
れることになりました︒

7月7月

合長青木市蔵氏︶ か ︑

全治するまでには約一年かかる
との医師の診断で︑
どしては
﹁この重大な時期げ 彰を空白に
することは市民の方々に対して申
しわけない﹂という考えから今回
の辞表提出となったわけです︒
このような藤井市長の考えを︑

隠

す︒

日向市の給水人口は現在︑約一
万八千八百人で︑世帯ではおよそ

水源は耳川から引いています

三千八百世帯になります︒

ます︒

か︑補助水源として永田から塩見
川の水もとっています︒この補助
水源は冬期に︑幹線水路を改修す
るために冬期は耳川の水かとれず
改修にあと三年ほどかかる見込み
で︑その間をおぎなうためです︒
給水能力は一日五千トンで給水
人口︑二万二千人まではまかなう
ことかできます︒補助水源は一日
四千トンであるため冬期には末端
地域では水圧かさかる心配もあり
金丸さん いままての課長さんの
話して︑おおよそのことはわかっ
たのですか︑末端地域とはどの地

（配水管工事）

9日16日

「新旧一一富高地区

一＿
1
1時〜2時岩脇渡辺病院岩脇地区
8日15日

座談会 水道課長に

義

三鷹襲鰻繍童野議地区
7月7月

@〃

30日7日14日
一1
6月23日13時〜16時日知屋小学校1江良曾根堀一方曲浦一

亀崎、

6月28日15時〜16時旧市役所跡原町・鶴町・
（幸福神社前）梶木、庄手
6月29日13時〜16時一

5時〜4時梶木公民館梶木、庇手地区
1時〜2時比良公民館財光寺、秋留地区
3時頃4時塩見小学校塩見地区
6月7月7月

Z島小学校細島地区

水道

満
29日6日13日

幸脇地区
6月21日督時坐時〒宰岩小学校岩脇地区

難魯∵

井
5日12日
28日
一
一
『
｝

対象地区
実施場所
間

一
期日及び回数

農協合併にともなって日向市農協
に合併吸収されるため︑その清算
金の一部︑四百五十万円を保育所
の建設資金に寄附の申し出かあっ

または日程表で、ご自分の都合のよいところで受け

砲民のみなさまも十分くみとって
いたたき︑次期市
︑者を正し
い目でみて︑纏るぐ一⊥しい選挙を
していたたくようお願いします︒

られても結構です。
該当者は昭和39年4月1日以降に生れた乳幼児、およ
び妊産婦。

1時〜2時細島小学校細島、畑浦地区
囁〜坐凱市 役＿所1富高地区
6月7月7月
一蚤月17日13時〜16時．堪見醒敬1塩見地区

た︑ために開かれたものです ︒

ら遠憲なくご相談ください。相談は無料です。

料金は1回が10円です
します。

市議会は︑この寄附をありがた
くお受けすることになりました︒
現在︑建設課ては日知屋地区掛

予防接種のお知らせ一一一一

保育所を建てる準備中ですか︑今
年度中には︑りっぱな保育所か日
知屋地区に建設されることになり

相談には市の保健婦と各地の助産婦かあたりますの
で赤ちゃんのことなどで、ご心配なことがありました

ます︒

実弛します。

1時〜2時日知屋小学校日直屋地区
挿月18日13時〜16時美々津支所1美々津、

腸チフス、パラチフスの流行期になりました。この
チフスは6月から9月ごろまでか、もっとも発生する
時期で、ハエ、ネズミ、コキプリか、チフス菌を媒介
しますので、各家庭では台所や便所、家のまわりをい
つもきれいにし、消毒をしましよう。
またこのおそろしい病気を防くために予防接種は必
ず受けましょう。該当者は3才から60才までの人で初
めての方は3回、昨年度受けた方は1回の接種をいた
社会保険課では、赤やちんをおもちのわかあさん、
または妊産婦の方々のために、健康相談を次の日程で

6月7月7月

6月22日13時〜16時一

き
乳幼児・妊産婦の

過
1回2回3回時
区
地

当
乳幼児妊産婦相談ヨ程表
時
間 場
所
該

実施日

一
一6月必i．日届時〜16時頭公民館．財光寺地区

みんなで受けよう
健康相談をいたしましょう

腸チフス・パラチフス

2
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易実施地域附近の小川などでも遊ばない。
笏パラチオンなどの農薬使用後は、残量、
ております。

ことになりました︒

きたる七月一日に就
業構造基本調査という
統計調査が行なわれる

この調査は︑市内か
ら十二の調査地域︵上
町一︑草場二︑細島二
塩見二︑財光寺一︑平
岩一︑幸脇一︑美々津
二︶をえらび︑その地
域に住むひとびとの仕事の状態︑
例えば︑勤務先の会社名︑年間収

入︑勤務日数・時間などをしら
べ︑その結果を県別や全国の数字
としてとりまとめ︑これからの雇
用対策や労働問題の基礎資料とし
て利用され︑国や地方公共団体が
行政を行なう上に大切な役目をは

もしお宅が︑この調査地域に指

たします︒

定された場合は︑調査員がお伺い
しますので︑ご多用のところおそ
れいりますが︑調査にご協力くだ
さるようお願いいたします︒
なお調査員は調査員証を持って
いますので︑確認をしてくださる

勿停電のお知らせ吻

よび配電線工事のため︑

九電日向営業所では
富高変電所の内部工事お
美々津地区をのぞいた全
市内で︑六月二十四日の
午前八時から午前十二時

ボーナスなどは︑一度貯金して
それから計画的につかうようにい

纏羅欝欝馨灘灘

こどもの水あそびに注意しま
しよう

た︒

そろそろこどもの水あそびや魚
とりがはじまる季節になりまし

それにつれて水の事故が多くな
ってきます︒ことしこそいたまし
い水のぎせい者を出さないようみ
んなで注意しましょう︒

もしお宅の近くにあぶない井戸
や貯水池︑かんがい用水路などが
ありましたら︑すぐにフタやサク
を作っておくことが大切です︒
また学校や家庭でも︑あぶない

川．や池の近くであそばないよう︑

ふだんからよくいい聞かせておき
ましょ一︒

そのため検察官のつくった不起訴；か。そういう人にも、この制度のこ

．に終っている人はいないでしょう

ょγつ︒

そのほかカやハエ︑ゴキブリ︑
ネズミも徹底的に退治いたしまし

切です︒

また台所の器具やフキン類はい
つも消毒して清潔を保つことが大

γつ︒

後の手洗いは必ず励行しましょ

雨の多い季節になりますと︑つ
い食物をくさらせたり︑食中毒や
セキリ︑腸チフスなどにかかりや
すくなります︒食品の取扱いには
十分注意し︑食前︑調理前︑用便

食中毒の予防

ことが大切です︒

なお幼児の水あそびには必ずお
とながっきそって目をはなさない

検察官のした不起訴処分のよしあ
みなさんのまわりにも、検察審査
しを審査するのがおもなしごとの一、会を知らずに、そのまま泣き寝入り

ﾈどの移動相談

なお作業が早くすめば
送電もすぐに行なうよう

たしましょう︒

ます︒

民税・第一明一

︶﹂■﹂日口口の．霜

になりますので︑十分ご

す︒

ざして貯蓄増強運動を実施中で

この保険金は一兆二千億円の資
金となって︑県や市町村に融資さ
れ各種の事業に役立っています︒
私たちの日向市も三億七千万円
の融資をうけて︑学校の増改築を
はじめ︑上下水道︑道路︑港湾な．
どの工事に使われています︒
しかし︑国や市町村が発展する
ための資金がまだたりません︒こ
のため郵便局では四兆円達成をめ

に達しています︒

みなさんが加入されている簡易
保険は︑その契約高三兆六千億円

郵便貯金をしましよう

郷土のために

る問題︒

◇戦傷病者の障害年金︑傷病恩給
などの請求に関する問題︒
◇軍人恩給︵加算を含む︶扶助料
などの請求に関する問題︒
◇引揚者給付金などの請求に関す

する問題︒

◇戦没者に対する遺族年金︑弔慰
金︑公務扶助料などの請求に関

さい︒

宮崎県世話課では︑きたδ六月
¥五日に市役所二階の議会委員
会室で移動世話課を開設します︒
市民のみなさまで次のことにつ
いて未解決の問題や︑おたずねに
なりたいことがありましたら︑こ
の機会にぜひご相談においでくだ

轍魚

注意ください︒

まで停電します︒

岦曹

あなたのバイクには

霧実施区域内には実施期間中は赤旗が立つ

一「

また新産都市建設のためにも市
民のみなさまのご協力をお願いし

﹂7ヨ﹂婁一﹂刺﹂鼎

記録を調べたり、必要に応じて証人．1とをおしえてあげましょう。

標識はついていますか
日向市に登録されているバイク
は一二五㏄以下で二千七百台︑耕
うん機が三百九十台もあります︒
最近︑日向市ではバイクの増加
が目立ちますが︑これにともなっ
て標識︵ナンバープレート︶を付

に注意してください。

・

っです。

けてないバイクをよく見かけま

この農薬事故からこどもさんを守るため、
こどもさんのおられる家庭は、次のことに特

ζ繊

一

す︒

いねの成長につれて、最近市内全域で害虫
防除用の農薬が使用されています。

ご協力く・ださい

ようお願いします︒

空ビンなどの処理を十分にしてくださ

毎年︑何回か無標識車の取締り
を警察の協力を得て行なっていま
すが︑無標識車が一日平均四十台
も発見され注意をうけています︒
標識を付けないことは︑脱税行
為であるだけでなく︑盗難の場合
も車の発見が困難になります︒
バイクや耕うん機をお持ちの方
で︑まだ標識を付けてない方は早
く付けていただくようお願いしま
す︒市内にまだ無標識車が二百台
以上あると思われますので︑税務
課では近く無標識車の取締りを行

田は危険

就業構造基本調査に

い。

なう予定です︒
．市民のみなさまのご協力 を お 願
いします︒

赤旗の立っている
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