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今月の主な内容

§意雪｝一一度の緻方針と市齢のうごき

含忠；｝……韓課業と予算のあらまし7ページー輔を追・て

6ページ……交通事故防止のため．に

9ページ……お知らせ

れ

人形のようにあやつる︒

いう︒

工業港と商業港の︑ことしにな．っての貿易高は
三十六億円︑これは年ごとに伸びてきていると

っている︒

月

岬鴇

0
日向市が港湾都市として発展するのに︑港で
働くこうした人々の影の力が大きな源動力とな

（溺．1了9）

発行

総務課秘書広鞄係

日向市役所

発行所

万

自

4

昭和45年4月10日

■

購i
−．

握貿易振興の影の力11

キラリと光る︒

やわらかい春の陽ざしがさすと︑ヒタイの汗が

の

春でなくても港で働く﹁港湾労働者﹂にとって
は︑毎日が汗の連続かも知れない︒
．数トンもの木材がクレーンで高々とつり上げ
られると︑サッとツルハシが打ち込まれ︑きた
えられた鋼鉄のような腕がそれをいとも簡単に

○

昭和31年9月21日第3種晩酌吻認可
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れました︒

︑

就職支度金に三万円

ました︒

﹁日向市失業対策事業紹介対象者
就職支度金支給条例﹂が制定され

たに就職衷たは自営業を・は ぜ め よ

この条例は︑現在︑失業対策事
業に従事されている人たちが︑新

︻日も早く安定 し た

うとされるとき︑就職支度金を支
給することで︑その就職︑自営自
活をたすけ︑

生活ができるようにと設けられた
就職支度金の額は﹁人三万円と

制度です︒

なっています︒

水道の新増設に負担金

●

ふくれてまいりました︒

いりますので︑台所の方も相当に

るく住みよい町づくり﹂．をモット︑

次のように語りました︒

の発展に全力を傾けたいと︑大要

わたくしは︑市長就任以来﹁明

昭和四十五年度の当初予算は十
四億円で四十﹁年度の七億五千万
円に比較すると五年間で約二倍の
iに市政を運営してまいりまじた
新産業都市の指定を受けてから
六年︒幾多苦難の道でありました
が．さいわい市民のみなさんのご
協力で︑臨海工業地帯の工業立地
の方向もきまり﹂企業の進出も相
次ぎ︑それと併行して都市基盤の

ことし第︻回の定例市議会は︑
﹁三月六日から十五日間にわたって
開かれ︑予算のほか三十︻の議案
を慎重に審議しましたが︑開会へ
き頭︑児玉市長は︑市政の当面目
標を掲げ︑市政運営に対する所信

とした発展の足がかりができつつ

整備も着々と進め︑．将来いきいき

伸びです︒

また四十五年度の予算も︑引き続

あるように思います︒

しかし問題は︑やはりこれから
といわなければなりません︒
例えば残された四区を果してど
のように活用できるか︒立地工業
に関連して発展すべき中小企業地
場産業の問題︒農山漁村の所得水
準の問題︒さらにはカーフェリー
の就航にともなって︑九州の経済
観光の海の玄関としての近代的な
都市形態を整えなければならなく
なつだことなど︑これからの難題
は山積しているからであります︒
そこで︑わたしといたしまして
は︑市の総合計画の趣旨を道しる
べとしながら︾こうした問題に勇
気をもって積極的に取組み︑日向
市の特性を十分に生かすことによ
って真に住民生活の水準を高め︑

ょう︒

これを長期安定の方向へと最善の
努力をなすべきは当然でありまし
予算の編成にあたっても︑思い
切った積極性の保持と財源の効率
的な活用をかんがえながら︑市政

当面の目標を︑やはり〃入づく
り〃〃町づくり〃〃経済基盤の整

︽

六つの特別会計の予算は総額三億
六六﹁．

五溶八五万円となりました︒︑
四万円︒

※公讐住︷モ事一口轄一別▲π計

．5﹁F・︑

︐

︑ぐ3﹃﹂︑

をいわば﹁ゴトク﹂の三本の

柱といたしました︒

備

うことを重視し︑また．町つぐりは

．まず教育施設については︑中小
学校の改善︑社会教育の充実︑と．
くに︑勤労青少年の健全育成どい

ては美々津国営開発事業の推進︑．

道路︑住宅︑上下水路など都市基
盤の整備をすすめ︑経済基盤とし
観光施設の整備︑水産振興︑．︻般
た︒

中小企業の発展を念頭におきまし

せん︒

もちろん︑都市は生産の場であ
ると同時に生活の場でもあります
から︑その間の調和をはからなけ
れば本当の理想の都市とはいえま

．んがえ方に徹した姿勢をもって︑

あくまで人間を尊重し︑人間の生
活を大切にするという基本的なか
こんごの行財政運営にはあくまで
前向きにと与組んでまいる所存で．

具体的な仕事の内容は次頁で述

あります︒

日向市長

児玉袈裟雄

べますが︑こんごともよろしくご
指導︑ご協力をお願いします︒

五万円︒

※と畜場事業特別会計睡五一万円
※国民健康傑険事業特別会計睡二
億三五九三万円魂
主なものは療養給付費二億一五六

四万円︒
主なものは水稲︑麦などの共済金

・※農業共済事藁特励会計11三六蓋響
設する計画︒

主なものは︑事業費約五七〇〇万
円で第剛種住宅二〇戸︑第二種住
宅二〇戸︑計四〇戸を櫛の山に建

このほか︑日向市水道事業会計

二︑〇五六万円︒

会計皿八二五万円︒

※東部第二土地区i整理事彙特別
主なものは借り入れ金の返済三八
二万円と︑家屋移転に伴う水道管

の内︑上水道事業には︑七九二二
万円を計上︒主なものは江良︑権
現原の浄水場など運営費と︑これ
まで施設整備にあてた借入金の返
済二︑七五七万円︒企業債によっ
て行なう第四次拡張男山億五四哨
※土地開発事業特別会計
万円︒

へお申し重ください︒

手続は簡単です︒まだ加入されて
いない人は︑市民課市民共済窓口

となりました︒

四月一日からの改正ではこれが﹁
本化され︑次のとおりになり自宅
療養もみられるようになりました
①掛金は年六五〇円で最高五〇万
円の保障︵死亡の場合五〇万円
療養は︻電脳〇〇で﹁八○日分
まで︑自宅療養は八﹁日で二万
四〇〇〇円まで︑不具門門者に
は二万円から五〇万円の保障︶

三万円から一〇〇万円の保障︶
の三通りでした︒

③掛金＝二〇〇円の場合は最高﹁
○○万円の保障︵不具病疾者に

日間の自宅療養も

本化

九四五

七万円も計上．︒

移設費二︑OO万円など﹃

託料三五〇万円など︒

主なものは︑大王谷の測量設計委

保障を
八十

四月﹁日から﹁市民交通災害共済
制度﹂が・噌部改正されました︒

です︒

というのは︑この制度ができた
昭和四十二年と比べて︑現在では︑
〃百人に︻人〃といわれるように
あまりにも交通事故の三牲者が多
くなり︑当時の内容そのままでは
実情にあわない点がでてきたから
改正された点は次のとおりです
が︑不慮の事故に備えて︑この際
さらに多くの方が加入されるよう
おすすめします︒

これまでは
①年間三五〇円の掛金で最高五〇
万円の保障︵ただし後遺症〜障
害はみない︶

O

を明らかにしました︒．

働

7

．．決まった一般会計の予算︑総額十四億七百六十万円
の﹁中身﹂は次頁でご説明することにして︑ここで

ました︒

など︑自治体への行政需要は年ご
とに複雑になって巷ています︒
これに応えるため︑市職員の定
数条例を︻部改正して︑これまで
の職員数四︻八名を四三三名とし

た総合総濠によるパイロ︒ット事業

新産業都市として︑町の形態を整
えるための都市基盤整備事業︑ま

職員数は四三三名に

円胴円円円円円円円
㎜ 下欄㎜㎜

は︑そのほかの主なものをお知らせしましよう︒

を軽るくすることにな．りました︒

日向市税賦課徴収条例の一部が改
正され︑市民のみなさんの税負担

．税負担の軽減

五十ミリ
七十五ミリ
百ミリ

十三ミリ
五千円
十六ミリ
八千四百円
二十ミリ
二万四千円
ニ十五ミリ 二万五千円
三十ミリ
四万円
．四十ミリ． 七万七千円
十四万五千円
四十万円
八十二万円

りです︒

なお︑メーター︻個について︑口
径別に徴収する負担金は次のとお

などあげられます︒

ること︒③市の上水道は公営企業
会計で︑事業の運営はすべて水道
料金でまかなわなければならない
のがたてまえですが︑公共料金の
引きあげ抑制などから︑水道科金
の値上げは当分考えられないこと

昭和四十五年度の予算などをきめる︑ことし第﹁回
の定例市此面は三月六日から三十日までの十五日間に
わたって開かれ︑三十二の全畿案が原案どうり可決さ

税率も二〇％引き下げ

市議会できまりました︑へ

施政方針を語る

日向市水道事業給水条例の﹁部が
改正され︑これから水道を新設さ
れる方︑増設工事をされる方から
メーターの口径別ごとに負担金を
徴収ずる制度が設けられました︒
噛この制度が設けられた理由とし
て①事業費約四億四干万円をかげ
権現原に新浄水場を建設︑給水人

引き下げ率は︑これまでの税率
の約二〇督で次の表のようになり

特別会計は

讐

市長
︑口の増加 ． に 伴 う 水 不 足 は ︻応解消

ます︒

ア

夢

三億五千六百万円

﹁③六五〇円の場合は最高五〇万円
の保障︵ただし不具疲疾者に︻
万五千円か⑤五〇万円の保障︶

匿

100分の2、0

公営住宅事業特別会計︑東部第二
土地区画整理事業特別会計など︑

、

なお︑この新税率は四十五年度分
から適用され︑これに伴う市民税
の減収暫は約一︑五七〇万円にな
る見込みです︒

脚

新税率
率
税

（町づくり）
（人つぐり）
したものの︑借り入れ金の返済な
ど︑まだこんこの事業の運営に︑
かなり閥題が残されていること︒
②また簡易水道についても︑支出
の伸びが約五〇響に対して収入は
二〇警と︑こんご赤字が予想ざれ

一

広報ひゆうが
．3

OD分の2、4

2
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」

「

︵民生費︶

円など︒

身障害児奉仕員への補助
保育所の施設☆保育児の机やイス
など備品購入と︑給食材料の購入
費用 二三八万円などで︑運営費■
用は総額一五〇八万円が組まれて

二九万

これからの日向市を︑より豊かに住みよくするための﹁紹和四十
五年度の当初予算﹂が十四億七六〇万円と決まりました︒
これがどのように使われて行くのか︑予算書の中から主なものを
ご紹介しましよう︒

福祉のために霧⁝⁝・・

弓

︑彦

覧

（単位：千円）

おとしよりの福祉☆老人ホレム
﹁ひまわり寮﹂に入所している人
のための費用 ︻︑七八○万円︑
老人検診や老人クラブへの補助金

モ

ヨづコロ

1．407，603

五四万円など︒
います︒

1．000

また老人家庭や寝たきり老人のお
世話をする﹁老人家庭奉仕員﹂の
ための費用 七十︻万円も組まれ

ロ

．吃

科下総民衛労農商土消教災公諸百合
盛

︑

・．噌

厄

・

7

P

ています︒．

16，138

︑二億五五九万円組まれました︒

3

身体障害者の幸わせに☆身体障害
者や精神薄弱者の更生費用や扶助

31，967

恵まれない人のために☆日向市に
は家庭環境に恵まれない保護家庭
が約五〇〇世帯あります︒こうし
た家庭の自立更生と︑生活︑住宅
教育︑医療︑出産︑葬祭扶助費が

99．111

三﹇五万円︒．またこうした身

体の不自由な人の相談員︒重度心

165
52

費

239，487

二目費費町費費産費部費費旧費金費計

40，694

ｱ生生銀雪木防育讐拙備

99．766
，

︑つ

．

よ
し

760万円のなかみ

円も組まれています︒

雛．．

︵教育費︶

商工と観光に☆中小企業の育成振興をはかることを目的とした︑事業資
金の貸し付けワクが︑大きく広げられ︑今年度は﹁︑五〇〇万円を銀行
に預託︑事業資金や運転資金として利用していただくことにしました︒
観光費は昨年度の約四倍の四六七万円を計上︒美々津立唐事社前に公
園︑米の山︑櫛の山などに公衆便所の建設︑観光道路の整備費三〇〇万

教育と
文化の両上に

．

主なものは︑視聴覚教育︑青年団
婦人団体︑ボーイスカウト︑子供
ｬ協議会︑青年学級などへの補
助金︻一﹁万円︑公民館費﹁三六
万円︑図書館費六九万円など︒
新しいものでは︑勤労青少年の体
育施設を市庁舎横に建設するため
の費用二〇五〇万円も組まれてい

五七八万円︒

社会教育☆人件費を含めて総額三

六七五万円計上しました︒

ったスチール製の机とイスに買い
替えていますが︑四五年度もその
ための費用を小︑中学校合わせて

勤労青少年スポーツセンターや運動公園も
人づくりのための教育施設の整

しました︒

備にはことしも力を入れ︑教育予
算は総額二億三〇〇〇万円を計上

六〇〇万円︒

校舎の増改築☆平岩小学校の普通
教室五︑音楽教室一を鉄筋コンク
リート建てに改築︒日知屋小学校
生徒増に伴う四教室の増築ゆ財光
寺小学校屋内運動場建設費など五
ほかに校舎の維持補修費などに小
中学校合わせて八〇九万円計上︒
教材や設備を整える☆授業に使う

ます︒

市役所などの費用灘⁝⁝⁝⁝
市職員の人件費 一億︻︑八一六
万円のほか︑広報活動費︑財産管
．理費︑企画費︑防犯や交通安全対
策費︑選挙費︑各種統計費など︒
新しいものでは︑市民の健康と生
活環境を守るための公害対策費
四四万円︑ことしの十月に行なわ
れる国勢調査の費用 ﹁五﹁万円
事務の合理化をはかると同時に︑

六﹁万円など︒

︵総務費︶

固定資産の評価をより正確にする
だめ︑電子計算センターへの事務
委託費 三二二万円などがあげら
れます︒

議会の費用叢︵議会費︶

︻︻○万円︒し尿の海洋投棄

︵衡生費︶

市議会議員の報酬や市議会事務局．
員の給料など︑二︑八二八万円

費

委託料 四一〇万円︑さ⑤に唄日
十︻トンのごみ焼却能力をもつ焼
却場を新しくもう﹁基づくるため
の費用 九七〇万円︑細島の高々
谷︑官の上地域は高台にあるため
し尿︵ごみ︶収集車が乗り入れで
きません︒それで＝二〇万円で道
路を建設して︑この地域の収集を
容易にします︒

七〇四万円も組まれました︒

簡易水道も☆また幸脇地区に﹁安
心して飲める﹂簡易水道の建設費

︵消防費︶

健康を守るために霧・・

生活環境をよくし

治療費

市民の健康を守るため☆みんなの
健康を守るための費用として︑小
児マヒ︑インフルエンザ︑日本脳
炎︑種痘︑結核など各種予防荷馬
の医療材料購入費 六︻四万円︑
伝染病患者が発生した場合の患者
清掃と環境衛生に力こぶ☆四五年
度から︑これまで衛生課内にあっ
た清掃係を独立させ清掃事務所と
し︑清掃事業をより効率的に行な
うこととしました︒そのため事務
所建設費 四五〇万円が組まれま
した︒このほかごみ収集車の購入

財産のまもり．笏⁝⁝．⁝
消防費は昨年度より五〇三万円
多い五︑一二六万円を計上︒四〇
立方耕の防火水槽を六ヵ所に三四

道路・下水・町づくり雛−

九︑六七六万円が組まれ︑草場大
曲通線を延長二〇〇耕︑巾︻六曜
に拡巾改良するための費用 二︑
四〇〇万円︑同路線四五〇儲を舗

ための都市計画費は︑総額︻億

住みよい町づくりに☆町づくりの

ど︒

道路と橋と交通安全施設をつく
るための予算は総額二︑八二五万
円を計上︒座高道路改良工專費が・
三〇〇万円︑市道にかけてある橋
の補修費 ﹁二〇万円︑防護柵や
ガードレール︑カーブミラーなど
交通安全施設費に三〇六万円︑御
鉾ケ浦から燈台に通ずる道路の二
〇〇〇摺の建設費 三〇〇万円な

竃
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浄㌧

・﹁︐君

φ
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饗一﹇．

零
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記

識

78．976

魚礁や築磯工事を﹁六二万円で進めます︒ほかに漁業振興対策補助金︑
漁協運営補助金二六六万円など︒

の

、
吋．

305．808

理科実験器具や図書購入費︑・特殊

一
41年度7億5，300万円

跡

るための費用は小学校＝二万円

8億2，600万円

28．282

学級設備充実費など教材を購入す

42

183，915

中学校一六六万円を組みました︒

9億7，100万円

、

230．291

公園もつくる考えです︒

43

育、

体力向上に☆保健体育費は総額︻
六三六万円で︑各種の体育行事を
通じて市民の体力向上を図るほか
財光寺種無川に三〇〇万円で運動

10億3，700万円一
44

14億700万円
45

出
スチール製の机とイスに☆生徒の
体位が向上し︑回しの机やイスで
は体に合わなくなりました︒それ
・で︑昨年から︻人一人の体位に合

当初予算の伸び

金額
@会

するので
9

」

轟
広報ひゆうが
5

どんな仕事を

1

．広報ひゆうが
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昭和51年9月21日第3種郵使物認可
昭和51年9月21日第3種郵便吻認可
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春の交通安全運動は︑四月六日から始まりい
ま実施中です︒︐
・
この運動も﹁交通事故をなくそう／﹂とい
うみんなの熱意とあいまって︑回を重ねるご
と盛大になり市民総ぐるみの運動に発展して
きました︒

もはやこうした運動では︑交通事故をなく．
すことはできないのでしょうか⁝︒お互い﹁
交通事故﹂について︑この機会にもっと真剣
す︒

のほとんどは子供や老人などの無防備者で

ばならないのが現実なのです︒
便利であるはずの自動車は︑いまでは走る
凶器とさえいわれています︒そして交通事故
のでしタうか︒

違反⁝︒はたして交通ルールは守られている

二つのものが共存する限り︑当然そこには︑
おのおののルールがあってしかるべきです︒
しかし︑あとをたたない交通事故︑そして．．

︑．

に考えてみましょう︒

とどまることを知らない交通事故︑道路狭
しとばかり︑わがもの顔に走る自動車︒ ﹁道
路とは人が歩ぐためのもの﹂といった概念ば
介しましょう︒・

先日︑広報係員が交通指導員と一緒に街頭
に立ち︑主な事項について調べた結果をご紹

私たちの家族の中に︑そして知り合いの中
に交通事故の被害者が︑とぎは加害者が必ず
いる⁝︒こう考えることがすこしも不自然で
ないほど私たちの身近かでは絶え主なく交通
﹁人と車﹂というまったく性質を異にする

なくなっています︒

霧車間距離

と離れて運転してください︒■

冨﹂謝

しなくても⁝︒最近とみに追突事
故が増えています︒前車が急プレ
ーギをかけても大丈夫のように︑
スピードに合わせて︑もっともう

腰震暴怒襟筋噸群．

▲7響

霧横断歩道を渡らない

五〇台

繊歩行者の保護
．調査自動車数

四五台

横断歩道がそこにあるのに︑わ
ざわぎ避けて渡る︑かわった性格
の持ち主も何人かお目にかかりま
した︒

ヨ﹄・ご二．ミ﹇き

運転者ばかりをせめてもなりませ
ん︒歩行者のマナーの悪さも目立
ちます︒歩行者のちょっとしたミ
スが大きな惨事を起こすこともお
ぐ

忘れなく︒

．＼
こ．︐・ξ熟も．・㌔喜画

●
すでに︑日向市内でも昭和四十年
以降踏切事故が次のように発生し
ています︒
．
発生件数 十七件
．

・

︵日向市駅︶

列車をとめるには信号煙管︵発
煙筒︶︐が最も効果的です︒発煙筒
は最寄りの駅であっせんします︒

なったときは︑あわてず
列車をとめる手配をしましよう︒

Ψ踏切で自動車が動けなく

う︶

ず列車通過をま．ちましょ

V安全設備のある踏切りを
わたりましょう︵警報機
が鳴っている時は無理せ

よう︒

・右を確認してわたりまし

Vまず一旦停止し︑必ず左

ましょう︒

ことをよく守り事故を防ぎ

函踏纒た鑑も

いま春の交通安全運動が全国︻せ
いに行なわれていますが︑国鉄で
もこの運動と歩調を合わせ︑踏切
りの事故防止に取り組んでいます
踏町り事故は︑九〇暫が

通行者の注意で防げます︒

﹁必ず左右を確認する﹂こ

踏切では一．旦停止して
のちょっとした動作でその
ほとんどが防げるのです︒

年々自動車の発達はめざ
ましく農村や漁村まで普及
し︑交通量も増してきまし
た︒

踏切での事故は︻般の交
通事故とは違って件数にお
いてはさほどではありませ
んが︑死傷者の数は十倍以
上になっております︒．

また事故のため列車が停止します
と旅行中のお客さんは相当の被害

郷からの便りです︒

って︑何よりの心のささえは︑故

はじめて働き生活する青少年にと︑

ことしも︑日向を離れて多くの卒
業生が県外へ就職して行きました
あたたかい家庭に育ち︑おおぜ
いの親しい友達と別れて︑都会で

に⁝．

いまが﹁番ホームシックにかか
るころ⁝︑すぐ手細を出して励ま
してください︒郵便番号も忘れず

のです︒

家族からの︑そしてお友達から
の慰さめ︑励ましの手紙がきびし
さ︑さびしさにたえて働いている
就職生の大きな心のささえになる

いるかも知れません︒

都会では︑人と人とのつながり
も地方のようではなく︑職場や寮
でもさびしく日向を思いうかべて

あたたかいはげましの手紙を

いまホームシックに⁝

さる三月︻日には市内赤岩踏切で
乗用車が列車と衝突事故を起こし

をうけます︒

▽気づいたこと

謂査したところ11富高薬局前︒

☆違反車五台
☆正しい自動車

▼気づいたこと
歩行者が横断歩道を渡ろうとして
いるのに︑スーイスーイと通過す
るのが何回か⁝︒歩行者が自動車
の直前にきてやっとストップ︒そ
れも渋い顔︒これでは気の弱い老
人や子供は︑いくら横断歩道でも

︐

渡れない︒︑もっと注意を︒

；ま﹃〜﹂．h〒等﹂∵﹂

▼気づいたこと

調査したところ11塩見大橋北詰
調査した自動車数 ︻○○台
☆車間距離のない車 二四台
☆正しい自動車 七六台︐

≡≡≡＝ニ≡≡一・≡⁝＝ニ≡≡≡一≡≡≡≡交通ルール

家を一歩でれば輪禍に恐れおののかなけれ

事故が発生しています︒

霧踏切一旦停車

かりです︒

塾

調査したところH日向郵便局前
調査した人 八○人
☆歩道を渡った人 七︻人
☆渡らなかった人 九人

、

しかし︑事故は一向に減少の気配をみせま
せん︒すでにことしになって日向署管内で百
十七件の交通事故があり︑ますます増えるば

雛信号無視

守ら墾いるか
調査したところ11日向電報 電 話 局

▼気づいたこと

見通しのよい所なのに事故の多い
踏切です︒運転者の緊張がゆるむ
のでしょう︒

へ

︑﹁
二︸﹃4㌧︑

市内ではじめての横
断歩道橋が︑さる二十
日平岩地区に完成しま
した︒同地区は国道十
号線をはさんで︑小中
学校と部落が両側に別

@﹂

義務的にちょっとブレーキに足
をかけて︑そのまま通過するのが
数台︒カーステレオをかけていて
警報器の鳴る音がきこえなかった
らどうなります︒左右を確認しな
ければ事故は必然︒

域の開発が期待されます︒

すすむ農道舗装・
﹁︐︐延長二千七百メートル．・

想像以上のものでしょう︒

就職者のうち約五十響が︑三年
の間に退職したり︑転職したり︑
落伍しているといわれています︒
都会の表面的なはなやかさ︑楽し
さにあζがれ︑期待していた青少
年にとって︑実社会のきびしさは

、

調査したところ闘赤岩踏切
調査自動車数 五〇台
☆剛旦停車しないもの︐二台
☆停車したもの 四八台

酌ノ鴨〜後

▼気づいたこと
・信号が黄色になると︑次に赤色に
変わらない内にと猛スピードで突
込む自動車が数台︑前車が黄色の
注意信号でストップしたらどうな
る⁝︒たちまち追突の惨事はまぬ．
がれない︒これでは事故はあとを
絶ちません︒

・国道に昇格−

・ご灘・

前交叉点
調査自動車数 一〇〇台
☆信号無視と思われるもの七台
戸☆法規を守ったもの 九三台
ﾀし㍗

ら．煮

顎−層Lρ

ぢサ

攣．

・

みせました︒

90パーセントは防げる

、

この日は︑海上保安
署の﹁くにみ﹂や救助
艇も参加し︑陸と海か
ら見ごとな訓練ぶりを

・

注意すれば

・⁝・⁝人吉〜日向線・
地元関係市町村
が﹁体となって陳
情を続けていた︑
人吉〜日向線の国

酬鎚道昇格が正式に決
日 まり︑さる三十一
勿 日︑日知屋小学校

乱ｮ
﹂日向市から椎葉村
までの延長七〇・

備つ罎 鞭 臆

ヒ

産業．文化など地

@ ﹁キロで︑こんご

罫︑︐

ました︒

．油を積んだタン
カーが火災になっ
たら⁝︒細島港は
最近とくに大型船
の出入りが多くな
りましたが︑こう
した非常の場合を
考え︑さる十三日
に海上での船舶防
火訓練が行なわれ

職生

、

見ことな消火訓練

●

蕗

欝

燃えるタンカー

羅縫壽
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ねずみくじ
当せん番号・

﹁

さきに行ないましたねずみとり運
動の︑宝くじ当せん番号が次のと
おり決まりました︒お手もとの番
号とみくらべてください︒

特賞︵カラーテレビ︶︑四組受

番︶です︒

﹁．幽．ーーオ

本県の募集人員は北欧班﹁名です
個人で応募されるときは︑必ず
所属機関団体長︑または居住地市
町村長の推せん書をつけてくださ
い︒推せん書のないものは受けつ
けません︒

応募される方は︑直接県の募集
窓口へ四月十五日までにお申し込
みください︒

なお︑申し込み書︑推せん書︑
履歴書などの用紙は市役所の総務
課に準備してあります︒

11．国民年金保険料阿

つつじ祭りご案内

午前十時

︐十二日︵日曜︶

・＊剣道大会

︑十八日︵土曜︶

＊舞踊︑バレー︑民謡大会
午後﹁時

赤︑白︑薄紫などいうとりどりの
つつじが咲き乱れる︑日向迎洋園

十九日︵日曜︶

︑︵五＝一二番︶え︒

＊駅伝大会 午前十時
＊のど自慢︑柔道大会
午後﹁時
のど自慢に出場希望される方は︑
早目に曲名︑氏名を協賛会事務局

＊舞踏大会 午後﹁時

のつつじ祭りが︑・ことしも十﹁日
かち開かれます︒

つつじ園で過ごしてみませんか︒

期間中は︑沢山の行事が計画され
ていますので︑春の行楽の︻日を
十﹁日︵土曜︶

＊撮影会午後︻時
＊空手大会午後﹁時

を次の通り募集します︒

現在︑市内にある既設の市営住．
宅に︑空家ができた場合の入居者

補欠入居者募集

市営住宅

ご希望の方は直接左記のところ

ぎのとおり行なわれます︒

納入方法がかわり卑した
まで直接印紙を買っていただき︑．

国民年金の保険料の納入は︑これ

＊申込み場所H市役所総務課︒

空家がでた場合の補欠入居

＊募集戸数11︑現在の第﹁種住宅に

＊募集期間回四月二十日〜三十日
＊試験日1一六月二十九日︑一二十日

区二七号福岡商工会議所
＊受験書類の請求や受付場所閥東
京都中央区銀座六〜十五〜一
通産省東銀座分室本館四階 社
団法人中小企業診断協会大阪支部
なお受験科目などくわしいこと

する親族があること︒

＊資格三五所得から勤労所得を控
除し︑さらに扶養家族一人につ
いて三千円を除いた月額収入が
二万四千円から四万円までの人
現在住宅に困っている人︒また
同居しているか︑同居しようと

＊試験場所翻福岡市西中活十二街

．へお申し込みください︒
＊受験資格11別に問いません︒

それを年金手帳にはりつけていま
したが︑四月からこの方法をやめ
て︑市税などと同じように﹁国民

五五九門
﹁等︵電気洗たく機︶ 八組〜二
三八二︑八組〜九一二〇四
二等︵電気炊飯器︶ ︻組〜八八
○八︑二組〜九七六八︑三組〜．
四三六八︑四組〜○〇一．一二 ︑ 四

■なおこの方︐法で︑これまでみな

どこでもかまいません︒

してある市内の指定金融機関なら

．納入する場所は︑通知書に記入

年金保険料納入通知書﹂で納入し・
ていただくことにしました︒

組〜七﹁六七︑五組〜國八六九
六組〜四七八四︑八組〜一︻九
一二︑十組〜三七七三︑十二組〜
七四二二
三等︵ポット︶ 一組〜四五六四
二組〜︻七二九︑二組〜二︻二
一︑三組〜︻六九四︑四組〜O．
二六〇．五組〜〇九七三︑七組

は市商工水産課へ︒

とどきましたか⁝︵保険証︶

で特に被保険者証の交付を受け
たい人︵入学︑在学証明証が必
要です︶

︵この際印かん︑被保険者証を

保険者証の交付を受けたい人

もし届かない方︑届いても次0
ような方はごめんどうでも早目に
市役所国民健康保険係へ申しでて

．ご持参ください︶

○被保険者で旅行︑その他の理由
で一時市外に転出される方︑ま
た転出されている方で︑特に被
ください︒

こんどお廣けしました被保険者証

魅します︒破損しないよう大切に

は二年暦．︵四十七年三月まで︶使．

ぜ

保管しでください︒

奥さんいっしょに

﹂

勉強しませんか

市教育委員会では︑いま生活学校・
の学級生を募集しています︒

市内に住んでいらっしゃる主婦
の方なら︑どなたでも応募できま
す︒月﹁回の定例学習と︑︻回の
打合わせ会に出席でき︑来年三月
まで学習会に参加できる方︑とい

うのが唯︻の条件です︒

この生活学校は︑主婦の消費生
活に関する学習と︑運動を行なう

集りです鴇

色素や添加物で危険な食品︑洗
うとすぐ痛んでしまう粗悪な商品
誇大広告や不当に高い商品︑そう
したものの知識を得るとともに︑
そのような商品に対する不満や疑
問点を専門家︵メーカーや業者︑
行政機関︑監督署︶などといっし
ょになって話し合いながら解決し

募集人員は六十人で︑定員にな

て行こうというものです澄

り次第しめ切ります︒

電話二﹁＝︶まで

ご希望の方は︑四月二十日まで
に市教育委員会社会教育課︵市内

ハガキ︑電話でお申し込みくださ

本町引田五

い︒

i（、月1日囎

可

さんが各自で保管している年金手
帳は︑市で﹁括保管することにな

ましたが届いたでしょうか︒

昭和四十五年度の国民岡岬保険被
保険者証を︑四月﹁日付で郵送し

・．朧㌍藁薯歎葉

たします︒

りますので︑さづそく市役所年金
係︑または各支所︑出張所へご提
出ください︒その際︑年金手帳と
引き替えに﹁保管証﹂をお渡しい

協 四等︵噴霧機︶ 各組共通下三け
たO︻五
ヨ
第当せんされた方は五月末までに市

海外派遣団員の募集

旧 衛生課へどうぞ︒

煙

これまで保険料の納入がとどこ
おっている人は早目に完納してい
ただき︑さらに四十五年度からは

○被保険者数及び被保険者証に記
．入

・汰き旗な事項にあやまりのある

○被儀隆著で遠方の学校に入学さ
れる方︑また在学されている方

女運蹴

世帯減13

12．355世

靭．総理府が毎年行なう青年海外派遣

∫．

必ず納期までに納入されるよう︑
あわせてご協力をお願いします︒

・企業診断±の試験・﹁−︑牛

驚

工鉱業と︑商業の二つの部門につ
いて︑中小企業診断士の試験がつ

辱

牌郷雛…

，

1

31

団員の︻般団員を次のとおり募集
しています︒

募集の窓口は︑県企画開発部青
少年対策室︵宮崎市橘通り東二丁
目十の︻︑電話二四局の＝︻﹁
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