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富島申学校の危険校舎改築工事

予定です︒

は︑十月号でもお知らせしまし
たが︑鉄筋コンクリートニ階建の
十教室を総工費三千六百八十万円
︑で建設しており︑来年三月には完
成します︒

ことになります︒

なお︑同校の危険校舎改築事業
は︑年次計画を一年繰り上げて建
設されたので︑本年度で一応終る
美々津小田ノ原分校の増改築工
事は︑鉄骨二階建︑六教室が工費
千十六万円で︑十一月に完成しま
した︒

なお︑共同調理による給食は別
記に掲載しています︒日向申のプ
ール建設については八月号でお知
らせしたとおり喉︑す︒
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写真は富島中学校危険校舎の改築工事

㍉○・⁝⁝ことじておくと便利です⁝⁝⁝0

発行所・日向市役所

ます︒いま︑工事は着々と進めら
れており︑来年の三月には完成の

校舎や屋体等を毎年建設

整備される教育施設

ています ︒

﹁教育施設の整備充実は毎年積極
的に進められ︑いま︑日知屋小学
校の体育館建設や富島中学校の危
険校舎改築工事が盛んに行なわれ

されています︒

ほかにも美々津小学校田ノ原分
校の校舎増改築と教職員住宅の建
設や日向中学校のプール建設が行
なわれました︒また︑田ノ原分校
と巻毛分校の給食が本年度から始
まり︑美々津小調理場を共同調理
場に切り替え︑給食専用車も購入
日知屋小学校体育館は︑鉄骨平
家建て八百七十二平方折で︑さる
十一月十日から︑工費二千十万円

館内は︑六百八十二平方材の

で建設されています︒

ホールやステージと更衣室︑放送
室︑便所などがっくられ︑二千五
百人の児童を収容することができ
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十二月のくらし
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@また︑年末︑年始ば︑酒に接

⁝い縮鐸礫藁塗な

人も車もいっぱいであわただし∵
くなりました︒これに伴って交⁝
︹通事故やすり︑ひったくり︑あ．
︹き巣などの増加が予想きれます

ことしもあと数日⁝⁝まちは
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へする機会が多くなるため︑酒よ
㎝い運転による交通事故や暴力事

書灘旧記嚇

が協力し︑明るい年を迎えまし
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⁝迎えください・

へみなさんの変りないご愛読をお
願いします︒どうぞよい年をお

▽ 文書広報係は︑みなきんに
親しまれる広報︑読んでもらえ
る広報をと思いながらも︑毎月
発行に追いまくられて︑満足す
るものは見られませんでした︒
来年はもっと充実したものに〜
したいと思いますので︑今後も

けましょう︒

⁝繕鱗畿概撚

てきましたので︑これから火気
の使用量が多くなります︒また
空気が乾燥するうえに年末の忙
﹀しさから火に対する注意が薄れ

▽いよい豪さが厳しくなつ

よう︒
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ます︒

明治百年を迎えた本
年も︑あと幾日かで新
年を迎えようとしてい
ことしは︑県民が待
望していた臨海工業地
帯一区への工場誘致を
はじめ︑財光寺地区に
二工場の進出や明治百
年記念事業など明るい
ニュースがたくきんあ
しかし︑なかには ︑

はにわかに活気づき︑造成工事に
着工して以来十六年ぶりに工場建
設のツチ音が響いています︒

財光寺地区に
一一工場を誘致
財光寺地区には︑合繊糸を生産
する宮崎合繊とじゅうたん︑ヵ1
ペットを生産する三光力1ペット
の二二を︑さる五月申旬に誘致し
ました︒

宮崎合繊は大阪の阪和合繊が出
資して設立したもので︑阪和ニッ
トの南側約二万五千四百平方綴を

買収し︑設備投資二億四千万円
で︑工場建設申です︒

三光カーペットは︑大阪に本社
をもち︑第一期計画分を総工費二
千四百五十万円で建設するもので
工場建物はほとんど完成していま
す︒

なお︑何年誘致して建設中だっ

た︑日向製錬所︑経済連飼料工場
■宮崎カーペット︑日本ブロイラー
の四工場とも本年度に完成して︑
操業を始めました︒

敬老年金を制定
初の文化功労者に三人決る
ことしの十月二十三日は︑元号
が﹁慶応﹂から﹁明治﹂に改めら
れて︑ちょうど百年めにあたるの
で︑全国的に記念行事が開催され
ました︒

本市では︑十一月三日の文化の
日に記念式典が挙行され︑その席
で︑初の文化功労者の表彰や記念
講演など盛大に行なわれま．した︒

また︑記念事業としては︑敬老・
年金や文化功労者の制定のほか︑
塩見川河畔公園の建設︑美々津堂
面木の記念植樹祭︑第三回市民体
育大会などが行なわれたほか︑市
民会館建設基金の積立ても始まり
ました︒

富島幹線水路が完成
七年継続の大事業
富島幹線用水路の改修工事が特
別団体営土地改良事業として︑昭
和三十六年から始まり︑本年三月
までの七年がかりで行なわれまし
この工事は︑東郷村中の原から

た︒

塩見権現原まで．の全延長七千十甲

高ートルを総工費一億七千四百万
円で新設同様に改修したものです
これで︑明知屋︑財光寺と塩見
富高の一部を含む三百七十ヘクタ
ールの水田をうるおして︑ことじ
の干ばつも大豊作でした︒

写真億明治百年記念式典

新浄水場の建設に着工
市は︑塩見権現原に新浄水場の
建設を本年一月から始めました︒
これは︑現在使用している江良
浄水場が需用に応じきれなくなっ
たため︑上水道第四次拡張事業の

第一期工事として︑蟄

になります︒

三百三十九万九千円をかけ︑四十
五年度までに建設する計画です︒
・これが完成しますと現在の施設
とあわせて四万千人の給水が可能

なお︑今後も五十五年を目標に
第二期︑第三期拡張工事が計画き
このほかのおもな建設事業とし

れています︒

て︑高見橋の架設や都市下水路︑

大型公共岸壁も完成
本市内における県関係の事業で
は︑細島工業港の一万五千トン公
共岸壁をはじめ︑二千トン公共岸
壁や大型倉庫︑公共貯留場が五月
に完成したほか︑古城が丘の一角
に青年技術館が完成して︑本市周
なりした︒

辺の農業後継者を養成することに
また︑広見にさる六月富島︑日
向工業︑門川農業の三高校生徒寮
建で五むね建設されています︒

と職員住宅が︑鉄筋ブロック目明

一

こんな時は︑ドニ

一
十二月は一年の総鴫
決算にあたりなにか叫
と気ぜわしい月です

闘

ボーにとっていえば一
稼ぎどきというわけ一
忙しさに追われて︑

戸締Uを忘れないよ
う︑十分に気をくば晶
ってください︒
︸
カギかけはだれで騨

︸もできること︒お出かけのとき
⁝

7︑・ギかけをお忘れな・へ
︸アキスは︑ るす宅をみて歩き鴫
︸これはという家を発見すると︑
一声をかけたり︑窓に石を投げた一

[簿鯖砧︑鉾鰍⁝

澱需ゼ窃殿麺鷲⁝

しましょう︒

皿6

す︒各ご家庭でも︑この意義深い
﹁成人の日﹂を祝い︑おとなのな
かまいりをする若人の門出を祝福

などが催され︑正午には終りま

当日は︑午前八時三十分から受
付を始め︑式典のあと成人者代表
の意見発表や記念講演︑記念植樹

て︑もれなく参加しましょう︒

成人となられる方は︑昭和二十
三年一月十六日以後昭和二十四年
四月一日までに生まれた人です︒
まだ成人式の参加申込みをきれて
ない方も︑教育委員会に連絡され

富高小学校で行なわれます︒

﹁おとな﹂になったことを自覚
し︑社会人として自ら生きぬこう
とする成人者を祝いはげます成人
式が︑来年一月十五日成人の日に

参加申込みを早めに

成人式は富高小学校で開催

写真は遼設中の市営住宅

抽せんも行なわれます︒

なお第二種住宅は建設ざれま堂
んでしたが︑現在の住宅があき家
になった場合に入居できる順番の

直見馳馳職亀馳−舳亀亀職亀鷹馳亀馳1﹁二二掴嗣1

則し・う︒

番のいないときは︑お隣りゃ近︸
︸所の人に見張りをたのんでおき︸

鷲溝難⁝

東部第二土地区画整理等の継続事
﹂業︑また別記市営住宅の建設や三
浦通線の舗装工事など多数の工事
が︑いま急ピッチで行なわれてい
ます︒

︑り︑ほとんど建設中です︒

教育施設の整備も︑別記のとお

ヘノ

防犯はあなたの心がけ

りました︒

た︒

震度五の強震や干ばつ
のため早期水稲の田植
が遅れるなど肝を冷し
たニュースもありまし

．のを拾ってみましょう︒

こうしたできごとを
ふり返ることも︑将来
に対する教訓や新年へ
な
の決意を固ロ
めこる
ととに
なるかと思いますので︑おもなも

一区に旭化成が進出

写真は建設中の旭合繊

鳥．

セ翔
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お出かけにはるす番を
…の

旭合繊とシンメイ産業
の建設始まる

じ

︐

す︒

鉄骨平家造り三千七百九十三平方
メ！トル一むねを来年四月末日ま
でに建設し︑機械等を据付けて七
月から操業する予定です︒また︑
事務所兼厚生施設や従業員寮︑社
宅なども同時に建設される計画で
従業員は当初百五人で︑二千四
十八錘の仮より機を設置し︑月八
十トンのポリエステルウーリ糸を
生産する計画をしています︒

臼∫
・向美︑

．遭

■■墨≡＝

この住宅の入居者募集が新年一
月中旬に行なわれますが︑家賃は
四千五百円から五千円程度です︒

になっています︒

て︑三月上旬には入居できる予定

工し︑来年二月下旬には完成し

工事は︑さる十月十四日から着

するものです︒

入居者を近く募集

亀崎に市営住宅を建設

千平方メートルを旭化成から譲り
受け︑設備資金約六億円をかけて
建設するもので︑さる十一月十六
日に起工式が行なわれました︒
この工場は︑第一期工事として

シンメイ産業も工場建設
︐旭化成の進出した臨海工業地帯
．をはじめ︑国の出先機関をまとめ

の一区側では︑旭合繊の工場建設
る港湾合同庁舎の建設や旭化成の
総合倉庫︑公共岸．壁と臨港道路︑

シンメイ産業などの建設工事が同
時に行なわれ︑どこからも威勢の
よいエンシンの音やパイルを打ち
こむツチ音が響き︑活気に満ちて
一区の入口に建設をはじめた︑
シンメイ産業株式A瓜社︵新名健士口

淘

ペンペン草の茂る細島といわれ
長年工場の進出を待った臨海工業
地帯一区に︑さる八月︑旭化成の
進出が決まり︑一区と三区の一部・
を含む工場用地八十万二千三百五
十六平方厨が売買されました︒
．そして︑これと同時にアク リ ル

甲

紡績糸を生産する旭合繊が総工費
十二億円で三区側に工場建設を始
めたほか︑一区には別記シンメイ
産業の建設や︑旭化成の総合倉庫
約九千平方耕の建設など︑同地帯

︑議＼

、

、

社長︑資本金五千万円︶は︑石川
県金沢市に本年八月設立されたも
ので︑旭化成の製造するポリエス
テル繊維を加工してウーリ糸を生

r

調理は、美々津小調理場を三校共同の調理場に切りか
えて行なわれています。現在、田の原分校に73人、鵜毛
分校に尋ま12人の児童が給食を受けており、給食運搬車の
訪問を毎日たのしみにまっています。

産する工場です︒

拶
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市にこのほど「給食運搬車」がおめ見えしました。
この車は、美々津小田の原分校と平岩小鵜毛分校に学
校給食が始まり、パンやおかずなどを運搬するため、さ

います︒

●

臨海工業地帯が目前に見わたせ
る亀崎東区の小高い所に︑いま市
営住宅の建設が行なわれています
この住宅は︑ブロック平家建の
第一種住宅で︑六畳︑四・五畳︑
三畳の三室とふろ付きの間取りに
なっており︑これを工費八百八十
一万四千円で︑二むね十二戸建設
一3

る12月4日に、761干円で購入したものです。

、

日向工場は︑一区のうち六万六

簡易郵便局が、亀崎と塩見に設置されました。
これは、同地から要望されていたため、市が郵政省と
委託契約を結んで設置したものです。
亀崎局は富島高校東側に、さる12月5日開局し、業務
を始めました。塩見局は中村の県道添いに設置され、来
年1月6日から開局します、業務内容は、集、配業務を
除いた郵便貯金・電報電話などの一般郵政事務です。
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分校の給食に財用車を購入

●

写真はシンメイ産︑業の工場 建 設

簡易郵便局を亀崎と塩見に設置
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国民年金にもれ

なく加入を
国民年金が昭和三十五年三月三
日にたんじょうし︑やがて十年め
を迎えようとしております︒

本市でも︑みなさんのご理解を
得て︑その実績も年々向上し︑本
年十月末までの被保険者︵加入し
た人︶は︑強制︑任意加入あわせ

◎給付はこんなときに⁝⁝︒

六十五歳になったら﹁老．齢年
金﹂・ケガや病気をして日常生活
が十分できないとき﹁障害年金﹂
．夫と死別した︵父︑祖父︑兄な
どと死別︶母子︑準母子世帯に︑
﹁母子︑準母子年金﹂その他︑遣
児︑寡婦︑通算老齢年金などがあ
ります︒

これらの年金は︑保険料をかけ
ていなければ給付が受けられませ
ん︒

さい︒

本市には︑年金が略らえるのに
申し出されてない方があるかと思
われます︒このような方は︑あな
たの地区に国民年金委員の方がお
られますのでこの方にご相談くだ
まだ加入されてない方は︑いま
すぐ加入しましよう︒

国民年金委員のみなさん

︵切島二︶

．長浜シ︑ズエ

高橋重美．︵往還︶

池田博柾︵永田︶

今村為市

柏田ナミエ︵畑浦︶

海野秀吉︵江良︶ 遠藤重一︵曾
根︶ 日高義之︵梶木﹀ 黒木勝
︵亀崎中︶

片桐丈夫︵吉の川︶

白石清

︵庄手向︶ 安藤泰︵美砂︶ 児
玉悟．︵金ケ浜︶ 松浦文雄︵幸脇

石田松子︵高松︶

ド

五郎︵駅通り︶敬称は省きまし

申︶
た︒

交通事故！
原因は遽反がぼとんど

考えてみましよう︒

毎年のように年末︑年始になる
と各地で悲惨な交通事故が続発し
尊い人命が奪われています︒
交通事故はなぜ起こるのでしょ
うか︒今回は︑その原匠について
．．亥ず︑そのひとつは︑

▼交通のきまりがよく守られてい
ないことつまり︑事故のほとんど

▼もうひとつの原因として︑道

わたしたちの生命を守ることにあ
るといえます︒ですから︑交通の
きまりを守ることこそ安全であり
正しく守られていないときは︑い
つも危険にさらされているのです
路事情があげられます︒

﹁見とおし．が悪かった﹂とか
﹁道路が堀りあげられて︑いたん
でいた﹂とか﹁広告物などで道路
標識が見えなかった﹂などよく聞
かされますね︑このようにハ交通
の妨げになっている問題も︑大き
な事故原因のひとつです︒

私たちの周囲やいつも行ききし

﹁ているところでお気づきのところ

がありましたら︑警察署または市
役所へご連絡ください︒

交通安全は世界の善いです︒正
しい交通のきまりをよく守って︑
悲惨な事故のない明るい町を築き
ましよう︒

印かん証明馬戸籍︑住民票

の謄抄本事務は午前中までにして
います︒ただし︑出生︑死亡につ
いての届出は︑休みになっても宿
日直者が行ないますのでご了承く

ださい︒
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新春懇談会のご案内

市は︑新春懇談会を次のとおり
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市役所四階の大会議室

午前十一時から

昭和四十四年一月四日

開催します︒

八場所﹀
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﹁胃の集団検診を受けた方へ

ヒコミコセ

十一月に実施しました﹁胃﹂集
団検診の結果は︑精密検査を必要
とするかただけにお知らせしてあ

べつにお知らせばいたしません︒

りますので︑異常のないかたには

をすませてください︒

なお︑精密検査が必要とされた
方は︑至急︑もよりの病院で検診

農委員会委員の選挙人名
簿の登録申し出を早めに

来年は︑農業委員会委員の選挙

この選挙にそなえて︑名簿の調
製を行なうため︑農家のみなさん
に選挙人名簿の登録申し出をよび
かけています︒次に該当される方
はもれなく登録してください︒
◎登録を必要とされる方は︑
昭和四十四年一月一日現在で十
アール以上耕作されている人︑ま

が行なわれます︒

◎申し出は︑四十四年一月十日ま
でに︑農業委員会事務局ですませ

てくだきい︒

．レ

たは一月一母までに︑六十日以上︑
農業に従事された人です︒

35世帯増

柏田利彦︵江良︶ 西田忠則︵上
町︶ 申野ムメ︵西草場︶ 西川

の事務は二十八日午前中に
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世帯数

は交通違反であることです︒

108人増
総数46．549人

竹内セッ︵中

女24．334人53人増

法律は︑取締まりや罰則のため
にではなく︑交通の安全を保持し
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22．勿5人前昆支最

市役所では︑毎年二十八日をご
用納めとし︑大そうじなど行なつ﹂
たあと仕事おさめの式が行なわれ
二十九日目ぢ来春三日までの六日
間︑一般の事務はいたしません︒
ことしは︑二十八日が土曜日に
あたり︑印鑑証明や戸籍︑住民票

人ロ（12月旧現在）

鹿之助︵上町︶

以上のことから、これまでは、庄民登録を

，

この届出は転入、転出、転居などの住居○
異動を届け出るものと、出生、死亡、婚姻、
世帯主の変更など人の異動を届出るものとが
あります。これらの届出については、次号で
のべることにいたしまず。

黒木覚

脹に登録されていない人は、選挙人名簿に登
録されないことになり、投票ができないこと
になるわけです。また、新入学児童について
も、住民基本台帳に登録されていなければ入
．畜

けないことです。

︵西川内︶・佐藤政喜︵中村︶

たものです。

て八千八百七人となりました︒

従来の住民票にかわって、住民基本台帳が

央︶ 森団七︵西草場︶

わせて住民の正確な記録をつかむためにでき

国民年金は︑二十歳から六十歳
未満の人が加入し︑被保険者とな

できることになりました。

．かますから︑会社や工場︑官公署
などに勤め︑厚生年金や共済組合
に加入していない人は︑二十歳に
なったら︑すぐ国民年金に加入し

この基本台帳は、これまでの住民票の申に
選挙、配給、国民健康保険、国民年金などに
関することを同時に記載したもので、住民の
知便をはかるとともに、事務の能率を高めあ
︑・

していなくても、選挙権のある人であれば、
選挙人名簿に登録されておりましたが、これ
からは、たとえ選挙権があっても住民基本台
ノ

11．816世帯

●

まず、・届けでましょう〃

せまい道驚︑の駐車は．自粛しましょう︒

このように住民基本台帳では、これまでの
住民票と異なって、基本台帳に登録されてい
なければ、すべての事務の登録、ないしは資
格が受けられないということになるわけです
ですから、大切なことは基本台帳に登録も
れにならないこと、届出を絶対に怠ってはい
●

一
学ができないことになります。

なければなりません︒
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住所の移動、出生、死亡、結婚……
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