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．護学校を卒業︒中学時代から女性でなければでき

林田さんは延岡産科学校︑斎藤さんは日向准看

O⁝⁝⁝どじておくと便利です⁝⁝：○

つねに24〜ゐ度の適温が保たれている︒

やわらかい春の陽ざしがさしこむ沐浴室︒
抵抗力の弱い赤ちゃんが︑カゼなどひかないよう

を志す若い力である︒

（溺．201）
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な．い仕事をと考え︑看護婦を夢みたふたり⁝いま
はその願いがかなって三年︒ ﹁真夜中の看護など
つらいこともありますが︑元気な赤ちゃん誕生と
面こぶご両親の顔をみるにつけ︑看護婦になって
よかったとつくづく感じます﹂と語るご両人︒
将来σ〃ナイチンゲール

・面舗麗難謙騨

・面一・面論毒嫌僻と

日向市役所

発行所
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町触
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いままで元気に泣いていた赤ちゃんんが︑うぶ湯
につかって気持ちょさそうに眠りはじめた︒
新しい生命の誕生とその尊さをかみしめながら
緊張していた林田美子さん︵花ケ丘︶馬斎藤幸代
さん︵公園通り︶の顔も思わずほころぶ︒ともに
市内の病院につとめる准看護婦さん︒
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今月の主な内容

晒群国国鰹ゴ・・謡：：：藝誰って

春の火災予防運動。
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れるように︑公害
による被害がつぎ
からつぎと発表さ
れています︒

わたくしたちは
いったいこれから

何を食へてどんな

生活をしていった
らよいのか 考え

れば考えるほど不

安になってきてい
ます︒魚を食べれ

ば有機水銀を含ん

の取り除く作業こそ最もむずかし
く︑そしてこのことが世界共通の

いと窒息死をします︒しかし︑こ

を破壊することによってまだ幾種

ば炭酸ガスによる公害など︑自然

することも考えられるからです︒

たとえば植物が極度に少なくなれ

悩みとなっているのです︒公害対
策が七〇年代の最大の課題といわ
ます︒

類もの公害が発生することになり

これほど難物な公害とはいった

硫酸ガス③自動車の排気ガスなど

燃焼させることによつておこる亜

に︑①主に石炭などたくことによ
っておこるばいじん②主に石油を

まず大気汚染の原因になるもの

亜硫酸濃度は基準以下

大気の汚染

状などさぐってみましょう︒

七種の公害について︑日向市の現

それはこんごの問題としておく
ことにして︑ここでは前にのべた

れるゆえんがここにあるのです︒

いどんなものなのか︑少しつっこ
んで洗ってみたいと思います︒

一応六つの種類に↑

空気や水の汚染など◇
﹁公害とはいったいなにをさし
ているのか一と疑問に思われるか
たもいるでしょう︒この公害の定

でいるのではない
か︑ごはんを食べ

ればお米にヵドミ

された﹁公害対策基本法﹂の中で

義としては︑昭和四十五年に改正

ウムでもはいって
はいないか︑生野

定義づけをしていますから︑これ

ヴ

菜には農薬

と

がついてい

12

地方都市にも触手
の他有毒ガスなどがあげられま

に含まれている鉛や一酸化炭素そ

8

にもとづいて述べてみます︒
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ないか︑町

、

へ出れば自
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ばいじんは︑降下ばいじんと浮

す︒

ヒ

、

最後に悪臭ですが︑これも騒音

こります︒

われる江東区など主に海岸線にお

．の海岸線や東京のゼロ層地帯とい

地下水や天然ガスをくみあげるこ
とによっておこる被害で︑新潟県

当市では現在それほどめだってい
ません︒また地盤沈下というのは

つぎに振動による公害ですが︑

振動・沈下・悪臭

ているようです︒

しだいに改善の方向ですすめられ

ありますが︑企業側のご理解で︑

以上の騒音を出しているところも

市内の工場騒音については︑チッ
プ工場︑木工所︑鉄工所など基準

ときめられています︒

別に昼間は何ホン︑夜間は何ホン

地域︑工業地域などのように地域

する建設工事が該当し︑これらの
工場や工事から出る騒音は︑住居

ち機やびよう打ち機を使って作業

として︑プレス︑かんな盤など特
殊な施設をもつた工場と︑くい打

は約四〇ホン

八0ホン以上は騒音︑普通の会話

※ホンー1騒騒音の大きさの単位で

つまり必要酸素量が多いとそれだ
け水質の汚濁度が高いといえる

示す︒

解されるときに必要な酸素の量を

汚染物質がバクテリアによつて分

※BODH水中に溶けこんでいる

㌔

つまり︑公害とは①大気の汚染
②水質の汚濁③土壌の汚染④騒音

水中の浮遊物質︒

、禦

◇

※SS

@

高くつきすぎる
⑤振動⑥地盤沈下⑦悪臭によって

っています

こと一とな

︑

態になり︑重症の場合は死亡する

りします︒その結果ふるえ︑けい
れん︑幻覚などをおこして発狂状

、

人の健康や

動車の排気
ガスが濃い

面する最大の課題である﹂といわ
になるといったようなことで︑人

配になり︑静かに寝ようとすれば
自動車や飛行機の騒音が耳ぎわり

の定義も完

しかし︑こ

被害がでる

このときこそ︑公害の認識と日向
間が開発した文明との引き替えに
しては︑あまりにも高価な代償を
全なもので

PPMという結果がでています︒

籍∫

文明との引き替え◇
生活環境に

市の現状をしっかりとたしかめ︑
そして公害に悩んでいる先進都市

はらっていることにはならないで
います︒と

はないと思
いうのは︑

ない新しい

いままでに

公害が発生

＼←

辞 典△

最大着地濃度︵許容量︶の○︑〇

ていますので︑参考までにお知ら

準二五︶BODが一︑五〜二︑九

振動
大気汚染水質汚濁土譲汚染騒音悪臭

か薄いか心

最近では︑高千穂町土呂久の亜

の足あとを踏むことなく︑生活の
しゃすい日向市の発展を真剣に考
人間が良しとして開発してきた

この公害に焦点をあわせ︑みなさ
文明が︑いまは︑それをつくった

ド

2
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﹁公害対策が七〇年代の人類が当

ヒ酸公害など︑毎日といっていい
ほど︑公害という文字やことばが

えるときだと思います︒今月は︑

んとともに考えていくことにしま

しようか︒

新聞︑テレビで報道されています
空気や水のよごれ︑騒音︑悪臭な
どによって人間の健康と生命をむ
しばむ公害は︑中央の工業過密地

帯だけにとどまらず︑いま地方の
した︒

︑

申小都市にも急テンポでその触手

︐

人間に真綿をまきつけてきている
のです︒この真綿もさわりはやわ
らかいが︑早いうちに取り除かな

をのばしてきています︒

書

酸濃度が限度いっぱいともいえそ

▽豆

．※PPM11濃度の単位を示す記号

の一種で試料中の物質の量を百万
分の一で表示する単位︒たとえば
一PPMは千牛王の一矧うのこと
※PH11水素イオン濃度で七が中

下ばいじん測定器﹂を購入して︑

による﹁光化学スモッグ﹂など代

というものです︒東京の排気ガス
せしますと︑河口と上流︑塩見橋

性︑それをこえるとアルカリ性︑

市内の要所を随時測定していま
四五PPMからすると︑半分以下

わせて︑有毒ガスの出ない自動車

表的なもので︑自動車の普及とあ

以下は酸性の水とされている

前年との比較統計はでていません

す︒昨年からはじめたばかりで︑

びしく︑許容量が○︑〇三八PP

の数値で︑問題ないように思われ
ますが︑四十八年からはさらにき

への改良が待たれています︒

水質汚濁

︵基準五︑○︶という数字がでて
います︒

ひどくありませんが

﹁以前は魚
機水銀のような有毒物質などがあ

介類もたくさんとれたし︑水泳も

この数字ではそれほど汚染度は

人口が増え産業が発

題になっているのが有機水銀で︑

ります︒このうちいまいちばん問

愛護の思想を
河川

Mに変わりますので︑いまの亜硫

が︑農村地帯は別として︑市街
根地区では︑かなりのばいじんが
亜硫酸ガスというのは︑石油︑

認められています︒

石炭︑木材などにはイ万ウが含ま
れていますが これらが燃えると
きに酸化されて出る有毒ガスです

展していきますと︑水

不眠などをおこさ

法﹂が昭和四十三年にでき︑日向

これを規制するため﹁騒音規制

なります︒

せる音は︑主観的な段階をはなれ
て社会的に規制すべき﹁騒音﹂と

り︑精神不安

響を及一まします︒聴力低下︑耳鳴

し感じます︒

はや先きのことではないとひしひ

質もだんだん悪くなっ

これを含んだ魚介類︑飲料水や農
作物は最も危険なものです︒

昨年八月︑市の中心を流れてい
る塩見川の汚濁度の調査結果がで

騒音
特殊工場など規制
騒音とは︑不快な音︑耳ざわり
その音の

な音ということであって実に主観
的なものです︒しかし

す︒この法律の規制を受けるもの

市も規制地域に指定されていま
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石油精製工場が林立する四日市

鍔や一酸化炭素があげられ

自動車の排気ガスの汚染物とし

うです︒

ては
ます︒鉛が血液にはいりますと各

≦盛・
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地︑とくに煙を出す工場の多い曾

臓器で代謝作用をさまたげ︑血液
を破壊したり︑造血機能を弱めた

市生盾課調べ

大きさが程度をこえたときは︑だ
れもがうるさく感じる一こんなと

メ
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日向の空は汚されていないか…
きの音は人体にもたいへんな悪影
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遊ばいじんの二種類があって︑降
目からい

市などが代表的な例です︒ゴムや

の口︑自習で○︑〇二PPM︑市

市内での亜硫酸濃度は︑梶木江

患におちいります︒

つも涙が出て呼吸器系統の慢性疾

鉄がすぐくさりやすく

下ばいじんというのは煙突などか
ら排出されても︑すぐ地上に降っ
てくる比較的粒子の大きいもの︑

浮遊ばいじんは蒸気やもやといっ
しょに空中を浮遊しているごく小

h
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てきます︒これをほお
つておきますと︑大気
汚染と同様人体に大き
な影響を及ぼし︑水俣
どにみられるように︑

病やイタイイタイ病な
健康なからだもじわじ
わとむしばまれていっ
ほおむりさられてしま

て︑最後にはあの世に

汚濁の頂因となるも

うのです︒

のには︑浮遊物質︑腐
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と同様︑主観的な面がひじょうに
なるでしょう︒主に水産業都市に

こしたりする臭いであれば悪臭と

思いをしたり︑頭痛やはき気をお
れです︒

対策をたてるようではすでに手遅

そうです︒被害がではじめてその
余が与えられています︒

合は︑改善期間として一年間の裕

うな措置がとられますが︑この場

をとることになります︒

て︑市では前者と同じような措置

はなりません︒この届け書にまっ

の防止対策など市長に届けなくて

場合は︑作業の開始七日前に工作
物の種類︑工事場所や時間︑騒音

もし︑これらの特殊作業をする

す︒

音を発生する特殊作業を制限しま

ち︑くい打など︑いちぢるしい騒

定し︑この区域内でのビヨウ打

病院や学校二巴︑その他騒音を防
止し住民の生活環境を保全する必
要がある地域は︑市長が特別に指

また住宅が密集している地域︑

︿．い打ちなど制限

強く︑それだけに悪臭を定義づけ
ることはきわめて困難です︒ただ

・

■市でも︑これら公害対策に積極
的に組り組み︑独自で﹁公害防止

まず必要だと思います︒

自覚と︑住民の監視体制の確立が

治療ができるのか一やはりなんと
いっても企業各自の公害に対する

では︑いったいどうずれば早期

みられるものです︒

〃公害とは無縁な都市〃と思われ

条例﹂なども制定し︑お互い快適
な生活が送れる明るい町づくりを
すすめていく考えです︒

がうたわれています︒

など︑市

病院週日

諮臨

とくに︑規制の中で騒音発生施
設の届け出が義務づけられている
ことです︒工場や事業所が︑新し

磯

︑識羨

学校や

く騒音発生源になるような特殊施
防止のた

長が騒音

容ば騒音規制が中心で︑罰則は地
適用されています︒

方自治法で定められている最高が
設を設置しょうとするときは︑工
事開始の三十日前にその内容︑規
めに指定
した特別

触

くわしい内容は︑施行規則がき
まった時点でまたお知らせするこ
けなければなりません︒
．愉

模︑騒音の防止の方法を市長に届
地域では

して拡声

商業宣伝
を目的と

機を使用
してはな
らなくな

ります︒

っせいに火元の点検をしよう︑と

いう合図です︒ぜひ実行してくだ
さい︒

選挙人名簿を
確かめてください
日向市農業委員会委員の任期は
昭和四十七年七月十九日が満了日
になっています︒

選挙管理委員会では 昨年末︑
各農林委員長︑班長さんを通じて

農家のみなさんから出していただ
いた︑昭和四十七年度農業委員会

猪野さん倣昭和九年に自動車の
免許を取得︑日の丸自動車株式会
社のバス運転手として昭和十三年
まで勤務︑十三年から終戦までの
．兵役期間中も︑中瀬方面では兵た

また航空機からの商業宜伝も同
じような取り扱いを受けます︒

罰 則
罰則は改善命令や勧告に応じな
い場合が一年以下の懲役︑十万円
以下の罰金︑届け出をしなかった
り︑ウソの届け出をした場合は五
万円以下︑従業員に違反行為があ
ったときも経営者や法人に罰金を
科すなど︑きびしい姿勢でのぞん
以上は︑市公害防止条例案の主

でいます︒

な内容です︒この条例を運用する
ためには︑さらに騒音となる基準
はどこか︑騒音発生源となる特殊
施設はどんなものか︑特殊作業や
指定区域﹂はどの範囲か︑商業宣

商業宣伝をしてはならない﹁特別

．．月．．

ます︒

冤湾﹂︑

．﹃ 費

たいと思い

お知らせし

段階でまた

り︑施行の

条例がきま

ますので︑

すすめてい

この作業を

活課では︑

いま市生

ん︒

ばなりま．せ

きめなけれ

しい規則を

伝をしてよい場合の特例などくわ

D

・置E−・譜

．．この名簿になまえがのっていな

いと︑農業委員の選挙権がなくな
ります︒つぎの期間中に︑新しい
選挙人名簿をおみせしますので︑
か︑ 一度たしかめてください︒

自分のなまえがのっているかどう

議申も出期限

＊名簿をおみせする期間および異
二月二十三日から三月八日︵八時
半から午後五時まで︶
務局︒

＊場所︑市役所選挙管理委員会事

んどの受賞は︑永年にわたる無事

的な努力をはらわれています︒．こ

故︑無違反もさることながら︑こ

運搬︑満州でも野砲車両隊に入隊

地区の民生委員︑区長代理をつと

りぞかれた猪野さんは︑公園通り

昨年十二月に︑市役所を退職さ
れ職業運転手として第一線からし

です︒

うした功績が高く評価されたため

復員後︑市役所に勤務されるよ

元同僚の市役所職員︑地域の人・
たちのあいだでは︑猪野さんのよ

ています︒︑

め︑地区の人たちのお世話をされ

うに﹁人の面倒を親身にになって

イクロバス︑公害パトロール車な
ど︑一貫して運転のしごとにたず
そ．の間三十七年︒・一ヵ月平均三

表彰を申請した関係

ヂキ︒走ったとして︑三十七年で百

する︑人柄の円満さが安全運転の
ガギなのだ﹂ともささやかれいま

を起こさない秘決で

﹁事故

三十万キ︒を走破したことになり地

当の本人は︑

すか︑．他人の運転を

また︑交通安全協会日向支部の

球を三十二周した計算です︒

躍をお祈しりたいと思います︒

︑㍗

こんごのご活

てたりしないことで

指導や交通安全思想の普及に献身

．副支部長︑理事など歴任︑後進の

気にルたり腹をた

りまえの表情︒．︐

すワ﹂としごくあた

賞を共によろこび

すが︑何はともあれ︑こんどの受

者のはなしですが︑

うになってからも︑トラック︑マ

ん自動車隊として軍需品や食糧を

簿を作成しました︒

づいて︑新しぐ農業委員選挙人名

﹁

けを述べてみます︒

制定するのは︑県内九市のうちで
は︑もちろん当市がはじめて︑内

市独自の公害防止条例

騒音規制が中心

公害も．またこれと同じことがいえ

よって助かるといわれています︒．

その程度はまだ軽いほうです︒
ガンは早期発見早期治療だけに

大切な早期治療

汚れてからでは遅い

いえることは︑多くの人が不快な

．

とにして︑今回は条例案の骨子だ
市では 出された届け書に基づ
いて︑ただちに現地調査し︑騒音
の心配はないかどうかをチェック
しながら︑閤題がある場合は 工

特定工場は届出の義務
まずこの条例案は︑本文が六章
場側に計画変更勧告︑改善命令を．
だすしくみです︒

でまとめてあり︑第一章が総則で

〜

︑．︑巴一．＼．

；・⁝ド・乱へ︑ノ・

の騒音をだしてかる場台も綴じよ

ら頓

既存の工場や事業所で︑基準以上

弘．

条例の目的や公害の定義︑第二章
は市が行なう公害防止に関する施

︐

策第三章以下が騒音に対する親制

卜

みだりにできなくなる。

委員選挙人名簿登載申請書にもと

．

このような商業宣伝も

サイレンだろう︑とお考えのかた

︑

5

もあるようです︒．これは各家庭い

●

がちだった︑わたしたちの日向市
にも︑以上のような公害がしだい
に現われてきています︒しかし︑

市公害対策審義会︵阪本正男会
長︶は︑児玉市長から諮閥されて
いた﹁日向市公害防止条例案﹂の
案どおり答申しました ︒

審議を終わり︑さる四日にほぼ原
この条例案は 三月の定例市議
会に提案︑承認が得られれば四月
一日公布︑十月一日施行になるよ

うです︒市独自で公害防止条例を

・P二

九時にチャイムが鳴って︑三十
分後にまたサイレンを鳴らしてい

．

︐景

U一民

るでしょう﹂といっていますコ
きよう一日の最後の仕事︑それ

です︒ぞうすれば火災はもっと減

1また寝たばこは絶対やめるべき

カマドや取り灰︑ストーブには手
をあててみるほどの慎重さが必要

だ慢然と見てまわるだけでなく︑

点検をする︒点検のしかたも︑た

火を使う人ならできる火の始末

・

は火元の点検です︒これを必ず行
なっておやすみください︒

会﹂

ます︒みなさんの中には︑なんの

ハンドルを握って三十七年︑走

主催︶で︑運転主としては︑最高
の交通栄誉章︵緑十字章︶の銀章

薔

った距離は百三十万キ︒︑その間︑

︑﹁交通戦争といわれ

ん︵六六︶がその人です︒

市内日露屋公園通り︑猪野止さ

︵日本交通安全協会・警察庁

事故はもちろん︑交通違反もゼロ

を受けました︒．

比谷公会堂で開かれた﹁第十二回
交通安全国民総ぐるみ運動中央大

るこの時代に信じら
れない運転手さんが

《
さわってこられました︒

いたんですね﹂とは

みだりにできない
商業宣伝

Fへ

．ウ㌧

号．

月ことしも春の火災予防運動が︑
の二週間︑全国いっせげに行なわ

2 二月二十九日から三月十三日まで
年
@れます︒

和火災による被害はとしごとにふ
昭 えるばかりで︑全国的には年間五
万件一こえ︑毎年千五百人以上の
死者がでています︒日向市も例外
ではなく︑過去五年間の統計をみ
ても︑昭和四十二年が九件︑四十

九時半のサイレンを合図

■

という人が︑先月二十日︑東京日

難⊥譲・覆

三年︑四十四年が十四件︑四十五
年十一件︑そして昨年は二十一件
の火災が発生︑四千四十九万円が
灰はなっています︒

r，

警．．・

〜

／

−騨f
．．勘
一

曳

そして最近の傾向乏して 死者
の数がしだいにふえてきているこ
とです︒死亡の原因は︑ほとんど
が窒息死です︒これは建物に使用
されている新建材からでる有毒ガ
スによるもので︑市消防署でも出
火したらまず煙より先きに逃げる
てと︑そして万一の場合の避難方

手をあてる慎重さ

法もみんなで話し合っておくよう
呼びかけています︒
ノ
出火の原因を過去の統計からみ

やストーブ︑煙突の不備やカマド

鄭襲撃贈爵露味
ゆ

ひの残り火というた順です

報市消防署では﹁灰皿にはつねに

←冨

（騒音測定）
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課税基礎になる台帳ができました
ので︑みなさんにごらんになって
これから春一番などという季節

釣りは万全な準備で

■

＊時価いっぱいに加入を
いただきます︒もし新規評価額に
風が吹き︑午前申おだやかだった

と約五円になります︒
五十口︵五百万円︶を限度として

ついて︑不服あるときは三月二十

んが︑わずかな課金を出し合うこ
とで︑万一加入者が火災にあった
場合は︑寄せ集められた歯金で再・

加入でき︑掬金を納めた日の午後

五円で百万円の補償

度たちなおっていただこう一とい
天気が午後になって急にかわるこ

農業用の建物共済
一日約五円の掛金で︑万一︑火
日までのあいだに固定資産評価審
とがあります︒

区は三月六日から八日まで︑各支

ただし︑細島︑岩脇︑美々津地区
は三月一日から四日まで︑倭学地

さい︒

瀬渡しをしないよう心がけてくだ

くら客からたのまれても︑無理な

な準備ででかけるよう呼びかけて

では︑気象情報に十分注意し︑釣
りには救命胴衣︑ロープなど万全

県水難事故防止対策連絡協議会

査委員会にお申し出てください︒

り日向市をおとずれました︒米の
山に登って伊勢が浜で記者会見を

した夫妻は﹁海がとてもきれい
だ︒こんな海は全国でもめずらし
いのじやないか︒貴重な財産だ︒

自然のま＼の美しい海を残すとい
うことは皆さんの大変な努力だと
思う︒﹂と青い海原に感心︒

優良漁業者表彰
二月十六日︑市役所四階の大会
議室で優良漁業者表彰式が行なわ
れました︒多数の来賓のなかで表．
さんほか三十七名︒地区別では細

彰をうけたのは︑細島の児玉光治
島地区二十二人︑早上地区︑美々 ・

津地区十三人︑それに河川漁業協

の日は賞状を手に思わずにっこ

同組合など三人︒太平洋の荒海で
日やけした元気なおちさん達もこ

り︒

﹁シロ﹂はおりこうさん

養控除を受けようとする人

は給与支払い報告書と異った扶

︑ 者で雑損控除︑医療費控除また

③給与支払い報告書の提出のない
事業所の給与所得者④給与所得

②給与所得者で︑農業︑営業︑不
動産︑その他の所得があった人

に所得のあった人︒

ず︒昭和四十七年一月一日に田
向市に居住し︑昭和四十六年中

いますつまた瀬渡しのかたも︑い

なるべくこの日をご利用ください

所︑出張所でおみせしますので︑

務課︵市内全域︶

期間と場所はつぎのとおり︒

家財道具なども高価なものが多く
なっています︒時価いっぱいに加

四時から一年間補償されます︒．

制度です︒

ごらんください

課税台帳ができました

農林課共済係です︒．

加入受けつけの窓口は︑市役所

・三月一日から二十日口市役所税

う︑相互扶助の精神から生まれた

るのをご存知でしよう か ︒

農家︑住宅︑畜舎︑納屋など︑
また家財も補償の対象になり．ま
す︒

＊掛金補償は

入しましよう︒

災にあった場合は百万円を補償す
るという﹁農業用建物共済﹂があ
こん月二十日から二十九日まで
が︑この共済への加入推進旬間に
なっていますので︑内容のあらま
しをお知らせして︑さらに多くの
掛金は一口十万円について百七
十円ですコですから十口加入の百
昭和四十七年度の固定資産税の

姻浦公民i一一

かたのご加入をおすすめします︒

万円補償の場合は千七百円を支払
えばよいわけで︑一日に換算する
で必要な関係書類田

9．50〜12．00

＊わずかなそなえで安心を

においでになられるときは︑つぎ

原町公民館

この建物共済は︑農家のみなさ
っていないかたがいらっしやいま

■申告の提出期限

三月十五日

のことにご注意ください︒

や税額控除を受けられず︑余分な

忘れて申告されないと所得控除

のわかるもの③国民健康保険税の

1申告相談所に捲参するもの①印
かん︑②家族のなまえや生年月日

したら︑ごめんどうでも市役所税
また︑申告の内容が複雑ですの

務課までご請求ください︒

で︑市では︑みなさんのご相談に

9．50〜16・00

3．9

移動相談所を開設
領収書および年金手帳

税金を納めることになり︑申告し
た人とくらべると︑税負担が重く

応じるため︑つぎのとおり﹁市県

県税事務所

木

9．00〜16．00

月

江良公民館

ρ．2．

9．弱〜16．00

・饗

二丁事務所、

㌃穐︑

9．00〜16．00

：︑．：

水

なりますので必ず三月十五日まで

民税申告相談所﹂を開設すること
に申告してください︒

木

﹃一一護一了︑4﹂嘱・ーーー︐一−﹂

曽根公民館

俳優の石坂浩二さんと浅丘ルリ
子さん夫妻が二月七日︑ひょっこ

美しい海にカンゲキ

9．50〜16．00

ド﹁
．ゴメ

月

︑﹂二

ぞノ雪

みごとな酒てん童子

．P

市内申原の石川筆一︵七五才︶
さんが精魂こめて作った鬼瓦を市

市文化功労者です︒

と語る石川さんは技術部門の日向

はできない︒これは快心の作だ﹂

﹁五十年あまり鬼瓦づくりをして
いるが︑なかなか気にいったもの

作品は高き五十諺︑重さ二十㌔

に寄贈しました︒酒てん童子の鬼
を思ってつくったというみごとな

県税事務所

県内初の盲導犬

〃

④医療費や生命保険料の領収書︑
そのほか必要経費の認定に必要

酒が車を凶器に変える

また︑配偶者や扶養控除︑保
険料控除などの欄は必ず記入し

です︒

療費の領収書︑源泉徴収票など

さい︒たとへば︑生命保険料や
損害保険料の支払い証明書︑医

まず︑つぎのような書類をお忘
れにならないよう用意してくだ

すすめたり﹁飲んだら乗らない﹂
という自覚をもつことが大切です

は地獄〃よく考えて運転者に酒を

〃飲んで乗るあなたは天国︑家族

のです︒

た人に限って事故をおこしている

いる証拠です︒そして︑こういつ．

こと自体誤りで︑もう酒に酔って

たことを考えてハンドルをにぎる

てはいない﹂と考えて車を運転さ
れたかたですρしかし︑こういつ

いじょうぶ︑心配ない︑俺は酔っ

﹁自分は酒に強い︑少量だからだ

一こんな人が多いようです︒

ても酒に酔っているとは思えない

はふらっがず︑態度もどこからみ

飲酒運転絶滅運動︵二月〜三月︶
転の劃澗ぱ︑みんなの切なる願い・

にもかかわらず︑いっこうに減少
のきざしがみえません ︒

昨年中の飲酒運転による死亡者
は県内で十六人︑うち日向署管内
では三人が死亡︑宮崎についで二
番目になっています︒

県では︑二月いっぱいを﹁飲酒
運転絶滅月間﹂としていますが︑
日向地区では︑これをさらに一カ
月延長 三月まで追放運動をすす
めることにしまし忙︒

歩いていても足

これまでの飲酒運転の検挙状況
をみてみますと︑酒は飲んでもロ
レツは乱れない

所得税の確走申告が二月十六日
から三月十五日までの一ヵ月間︑

や不動産所得︑譲渡所得

昨年一年間に事業所得

各税務署で受けつけられていま
幻 す︒
﹂
．報︸

などがあった人︑またサ

︑ラリーマン で も 五 百 万 円

9．00〜16．00

にしました︒

鳥ノ巣

じょうに混雑します︒ですから

細』島支所

さきに﹁市県民税等申告書﹂と︑
この書き方説明書を区長さん︑ま

％0〜12．00

てください︒確定申告は︑期限
まちかになりますと税務所がひ

9．00〜16．00

■申告書を提出する人

〃

国難矯以 上 の

市役所4階
室

③住民登録のあるなしにかかわら

中村

のをこえる給与があった人

12

9．00〜16．00

な領収書︑関係書類

9．50〜12．00

ている人はできるだけその日に

細島保育所

⑤そのほか︑所得を算定するうえ

〃

税務署から相談日の通知を受け

火

相談所では︑書き方の説明や指

比良

これらの条件にあてはまる人は
税務署に確定申告をしていただく

3．6

導のほか︑代筆もします︒相談所

9．30〜16．00

月

〃

申告をすませてください︒

9．00〜16．00

市役所4階

目の不自由な方をたすける﹁盲導犬﹂が日向市にきま
した︒名前は﹁シロ﹂︑一二才の雄︒細島でマッサージ業
をいとなむ福島玲子さんの犬で︑名古屋市にある盲導犬
訓練所で一年間みっちり訓練をうけた﹁シロ﹂は福島さ
んの﹁とまって﹂ ﹁ゆっくり﹂の言葉どおりに動くおり
こうさん︒汽車やバスにも乗ります︒

︑

9」00〜16．00

〃

でしょうか︒もしお受けとりにな

木

梶木

ろ

．

た郵便でお送りしましたが届いた

暦

﹂︑

〃

文︑
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補助額をアップ
明るい町つく︑りのため︑区や班

で防犯灯を設置される場合は︑市
防犯協会でその費用の一部を補助

めご連絡いたします︒

＊この児童手当の受給該当者は︑

内容を再度お知らせします︒

はないかと思われますので︑その

ことしの哺月一日現在で満八十
歳になられたかたには︑この年金

ます︒

まで二千四百円︑八十八歳以上の
かたには三千六百円を支給してい

−

なお︑いまの保険者証は三月三
十一日以後は使用できませんので

十八歳未満の児童を三人以上養育
していて︑そのうち一人以上が五

﹂

ぐれぐれもご注意ください︒

が支給されますので早目に手続き
をしてください︒また︑それ以前

日向保健所では︑昭和四十七年
度の保健栄養学級生をつぎのとお

栄養学級生を募集

す︒

歳未満である場合に支給されま

ことしから補助額もつぎのとお
り引き上げましたので︑これから

二月は固定資産税第四期と︑農

今月の納税

業共済掛金第三の納入月になって

日量︶︑四人のお子さんがいる場合
をひとつの例として︑長男が十一

二歳の場合は︑十八歳未満の児童

寮費は月三千八百円です︒・

教育委員会へお申込みください︒

ご希望の方は三月十日までに市

．学生寮の入寮生を募集しています

千葉市稲毛台にある日向育英会

学生寮の入寮生募集

所︑支所の窓口で納めてください

市税納入取り扱い金融機関︑市役

納期を過ぎない内に︑もよりの

います︒

歳︑二男が八歳︑長女四歳︑二女

女と二女にそれぞれ三千円︑計六

ないわけです︒

該当者のかたで︑まだ受給の申
請をされていないかたは︑早目に

せてください︒また﹁自分は該当

福祉事務所厚生係で手続きをすま

するのでは一﹂と思われるような
かたも︑ご遠慮なく係におたずね
ください︒

←

しています︒

いします︒取り扱い窓口は市福祉

に八十歳になっていて︑まだ年金
を受けていない人もあわせてお願

り募集しています︒

体位の向上︑成人病の予防をはか
うというものです︒

・り︑健康な家庭生活を築いていこ

事務所厚生係です︒．

＊児童手当の月額は︑十八歳未満
の児童を出生順にかぞえて︑三人

防犯灯をつくろうというお考えの

この栄養学級というのは︑健康
管理の基礎である栄養学︑食品学

進 学 ︑ 就 職 の したく
資 金 を 融 資
ところがありましたら︑区長さん
を通じて︑市防犯協会︵市役所生

灯を設置したときは二千五百円②

＊開講︑四月から毎月一回︵第三
食昼食を兼ねて材料費だけです︒

千円が支給されます︒

が三人以上ですから︑出生順にか
ぞえて五歳に満たない第三子の長

＊募集人員︑五十人︒

＊開設場所︑日向保健所︒

＊資格︑一般家庭の主婦および一

児童がすζやかに育つことを目

未満であっても支給の対象になら

ませんので︑．第三子の三男が五歳

申請されましたか

てもけっこうです︒

ります︒電話でお申七込みになっ

偉し込み用紙は日向保健所にあ

般女子︑男子を問いません︒

＊募集期間︑三月末日まで︒

また三人兄弟で︑長男が十九歳
二男が十五歳︑三男が四歳の場合
は︑十八歳未満が三人以上になり

火曜旧︶に開講します︒経費は試

いて三千円です︒

目以降の五歳未満の児童一人につ

母子家庭の児童や︑父母のない
活課内︶までお早目にお申し込み

はご遠慮なくお申し叩ください︒

軒先きに自動点滅の防犯灯をつけ
たときは千五百円③泊動点滅でな

のほか︑調理の実際を勉強レて︑

児童に対して︑市福祉事務所では
ください︒

＊修学資金︵一般貸付 一 1 月 額 ︶ 高

い場合は千円の補助となります︒︑

つぎのような福祉資金の貸しつけ
を行なっています︒ご希望のかた

校進学の場合千五百円︑大学進

この補助額は︑だいたい経費の二

補助の内訳は①小柱を建て防犯

学は国公立の場合三千円︑私立

現在︑みなさんに使っていただ
いている日向市国民健康保険被保

がかわります

四月から保険者証

分の一相当額です︒

短大四千円︑私立大学五千円︑
高等専門学校三千円 ︒
＊修学資金︵特別貸付11月額︶︑高

校進学の場合三千円︑国公立大
学六千円︑私立短大七千五百円
私立大学九千円︑高等専門学校

険者証は︑有効期限が三月三十一

六千円︒

＊就職︑就学したく資金︑二万五

日去でになっていますので︑四月

＊修業資金︑月額三千円
千円以内︒

的とした﹁児童手当﹂が︑︑一月から

支給が始つた児童手当
新しい保険者証は︑いま保険衛

世帯数

一日から新しい保険者証に変わり

生課で作成していますので︑三月

計49．372人138人増

この制度は︑母子家庭はもちろ
んのこと④父および養父と死別し
ている︑②父親の生死が明らかで

八十歳から敬老年金

市では︑八十五歳から支給して
いた敬老年金を︑昨年から八十歳

女26．221人79人工

ます︒

ない︑③父親から遺棄きれている

市福祉事務所では︑咋年十二月

支給されています︒

二十五日までに︑受給該当者の申

に引き下げ︑八十歳から八十七歳

33増

13．481

末までにはみなさんにお渡しいた
します︒交付の日どりは︑またあ

④父親が精神︑身体の障害などに．
より長期にわたって労働能力を失
っているため︑その扶養を受ける

らためてご連絡いたしますが︑そ
．の際は︑お忘れなく古い保険者証

だもれのかたがいらっ﹁しゃるので

︑

一人口㎜購

（2月1日現在）
23．151人前晶霊亀

男
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