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﹂

八年間︑外国でためた〃虎の子〃をはたいて︑
ことし一月にブルドーザーを買った︒
﹁小さい時から土いじりが好きでしたし︑とくに
開発というこの仕事は︑農業経営の規模拡大にも
つながることですからやりがいがあります﹂と語
る政信さん︒石を押し︑土を分け︑いま︑顔を出
した〃竹の子〃のようなたくましさを感じる︒

を転じたという︒

業にとり入れるのが目的だったが︑経営規模の違
いにじれったさを感じて︑いまの土木の仕事に身

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝：○

んは三十八年から四十一年中で更米労務者として
カルフオルニヤへ︒昭和四十三年から四十四年ま
で土木技師で南洋のメラネシヤ諸島へ︑さらに四
十五年から沖縄へ渡って昨年四月に帰郷した︒最
初の渡米は︑外国の農業を学び︑それを自分の農

︵秋留一29︶のひたいからも汗が流れる︒政信さ

せる︒四月の太陽は輝きを増し︑黒木政信さん

百二十馬力のブルドーザーがうなりをあげる︑
千古のむかしから眠りつづけた山がようやく目
をさまし︑赤い肌をのぞかせ︑土のにおいを漂わ

し

2面〜3面…ことしの施政方針

今月の主な内容

・面…齪鯖懇簿＝市内に

・面一・面・蕊溜襲耀讐生饗

月
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10面…お知らせ

れます。

・面…霧齢茄岬町の課

7面…3月市議会できまったこと。
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炉領餐私
酒乗蚤
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蕪厳

し尿処理場や総合体育施設
七年愛︑四十八年度のニケ任計画

がてきましたのて︑いよいよ四十

せたいと考えています︒

て建設することにしましたが︑て
きれば︑これを今年度内に允成ざ

て︑もちろん公

この事業は︑東郷町の協力を得
て実施するものて︑施設の処理能
力は一日八十♂
きらに︑市民を伝染病から守る．や

害防止には万全を期します︒

防塵種率の向上と︑住民負唄一軽
一︑日本脳炎以外の接種は︑こ乳

沈をはひるたみに︑ノノフ︾ニノ

ψセ縄脱一一幽ヲ一つト？つ﹃引︸國︐レごあ︐しみ﹂︐

水場二酉二期工事て一万八千二十
︑！の拾水施設を拡充するここ二

権﹁現庫ハ﹂︑＝

水道事業は︑給水能力︑給水尺

いて︑櫛の山地区に第一種住宅︑

し︑簡易水道事業も︑給水人口へ

﹇﹇の伸べ︶へ与︾yを検討︸レ︑

の計画をたてております︒

第二種住宅をそれぞれ三十戸建一成

工事を行なうことにしました︒

る美々津簡易水道の増設工事と︑

幸脇簡易水道の飯谷地区配管埋段

つぎに﹁地域産業の振興耐︑＝﹂

轟捲殉ゼ搾
母5
﹁濯冨昼7

羨
︑

中小企業へ六千万円

融資わくを拡大

きんのご理解︑ご協力を得ること

設置場所について︑地元のみな

つぎに︑長い間の悩みでした︑
清掃事業のうち︑し尿処理施設は

百七十九人の増加が見込まれてい

住宅対策は︑特定計画にもとづ

謝上しました︒

ならびに改良整備に必要な予算こ・

舗装事業など︑大型幹線の整備二
も取う組み︑市道十二路線の箱装

f﹂
め︑草場大曲線の改良舗装事業︑
草場細島線舗装事業︑学校通線り

よ

Vヨ躍

予防接種も無料化へ

瑛境づくり
まず﹁住みよい環境づくり
﹂ですが︑よい快適な生盾を
確立する条件として︑市のや

るべきことは住宅︑下水道わ
よぴ清掃事業︑公園や道路交

通網の整備なとてあります︒

人口の都市集中化がすすみ
所得水準の上昇を背景に生塗
様式もかわり︑ 生活環境施設に対

いりました︒とくに余暇を利用し

七日間として︑三月十一日目ら二

昭和四十七年度の予算などをき
める三月定例市議会は︑会期を十

@犠野〆嚇・

薙製

@島薯融

窪勢

攣目攣．鵠

藩臣

c障
轡∴

ロ回す
ま
十七日まで開かれ︑痙棄物の処理
および溝掃に関する条例の制定な
たレクレーノヨンの場︑心身の健

する住民の需要は︑ 量的にも︑質
的にも新たなものを生みだしてま

と二十一議案と︑総額二十九億六
ソの場の整備要望は大きく︑市て

康を保持するために必要なスポー

予算をきめました︒

干二百六十七万五千円にのぼる新
は昨年お倉ケ浜運動公園を設置す
るなど 遅ればせながらこうした
施設の整備につとめてまいりまし

また︑児玉市長は︑本議会の初
日に︑ことしの市政のすすめかた
について④任みよい環境づくり︑

合開発事業の大黒柱として︑森林
公園の中に︑各種競技場を完備し
ることにしました︒

た大規模な総合体育施設に着工す

たが︑さらにことしは︑大王谷総

◎地域産業の振興対策︑⑤教育施
設の整備充実︑③社会福祉対策の
推進という︑四本の重点目標をあ
げ︑できる限り消費的経費の節減
をはかりながら︑あらゆる制度を

の推進てすが︑そのへ︶とつぽ︑ゐ

産業の振興

︶︑都市下水路事業の推進をはし

昨年にくらへて事業の拡大をはか

取組んでま︑㌧三丁

ゴ一事整備﹂︑竜重へ︑課コ︒としで

いでお一まずが︑こノことも室盾
華靡法馬の運営には万全を期すこ

は︑日夜た︑︑へんこ・い労をhた七

地域経〆社会の詩階愛にて応︶て

とはもちろλ︑福祉施策の大きな

ル︑市費て待遇改善を行なう二三

員︑相談員のみなきんに︑こんこ
とも積極的な活動をお顎hするセ

r﹂・・．・わ げ︸建九賦︑し

お願いします︒

ます︒いっそうの関心とこ協力を

よい郷土つく︶を進めたいと田いい

くハノブをさらに大きくし︑より

こんどとも︑市政と家庭をつな

をこ説明いたしました︒

重点と進め方について︑あらまし

以上︑昭和四十七任度の市政の

︶ます︐

なう運営費へ．ども予算計上4てお

ゐ︑老人福祉〃・ノター開設にとこ・

ヶラブ育成のための補助金の増額

ら支給するようにし︑その他老人

歳から五年引︸︑・下デて七十五歳か

老人福祉対策としては︑敬老缶
歪の受給者の範囲を︑現在∂八十

ました︒

四十万円から八十万円に引きあヂ

きらに︑母子家庭のつなぎ資金
の拡大をはかう︑貸付金のわくを

にいたしました︒

市単独てお見舞金を支給すること

身障害児に対して︑わずかてすが

当が平年化されたことと︑重度心

としの一月からはしまった児童手

また︑児童福祉については︑こ

にしております︒

また共同単一揚︑アテ・︑等の

る迫路の建設︑米の山の展望台︑

拍遷してまh︐たいと悪いますっ
つぎに観光施設の整備ですが︑
お倉ケ浜運動公園から浜辺に通ず

武豊華道につい ︑・・︑可能な阪ノ

や重度心身障害児への家庭蚕士

なら︑而徳地北部の㌃典ぐど入に

う︑市の小﹇ゼ資司友を大内一一謀

▼↑︑14ハ﹂︑﹀一下﹄い﹂ま声ヲっ

う︑時代の︑にれ︸↑台つセ一町師︑負・氏亥

まず︑現行の予言金丁五百乃円
を二千万円に増額して︑貸しつけ
わくを六千万円に広ろげるととも
に︑貸しつけ限度額も︑現在の五
十万円を八十万円に引きあげます

いと思います︒

休けい所の設置などをはしる︑こ
としは観光協会に対する補助も増
刊し︑市とタでアンプして観光行
政に充分の努力を重鳳てまい︐た
駅前通うと鶴町を結ふ鉄道をまた
いでの連絡道についても︑商店街

︑︑

たいと思います．

の晶論定冷二まつ

の困難はあ︐ますが︑国︑県補助

お倉ケ浜運動公園の整備をはしゅ
地区公民館︑武道館なこ︑財政上

います．また施設整備の面ては︑

ー−ノ后動の普及につとめセいと忌

校庭の開放をすすめ︑依台口︑スヂ

福祉の向上
社会福祉の向上は︑市民の日常
生活に密着した切実な問題てす︒

このため︑市内の民生委員のみな
さんや︑社会福祉協議会こ当局に

七十五歳以上のお年寄りにも

重度の身障児に年金

ワノブをめぎして指導者の養成と

団体の組織強化と︑選挙のレへv

社会教育については︑社会体育

ます︒

業として︑社会教育指導員を置き
指導者養灰にも力を入れてまい︶

養の向上をはかり︑また︑新規事

を増設し︑勤労青少年の知識︑教

そのほか︑商店街育成のため︑

習≠革犬の彌隅杏戸暮ひゼ至上︐レ凄よ聴翼﹂．︑

ついては︑蕎市の再開発︑商店街

∂寸

とげるためには︑数多くの問題か

入

市内の甲小企業が健全な発展を

急へξバ久まうして︑︵

コの

また︑事業計画二年目を迎えた

@呂

役割を果していただいている老人

ゴニ、

活角して投資的経費の財源確保に

@

再開発のためにも本格的に取り組
む必要かあユスすのて︑都市改造

、

曾根地区の土地区画整理事業は︑

@
山積していますが︑さしあた︺︑
中小企業の基盤整鯖をすすヵるた

、芦て

航
︐へうてす

ノハ♪
＿1，

つとめ〃充実した都市︒日向〃へ
新たな努力を重ねたい⁝とつぎの

農業礁這上階巡業の調査を行な︑

ように述べました︒

上︑食糧需要︑構造の変化︑郵二
三しセか︑こと︶孤︑二一調査に

ぐ

化傾向にと・︐︑なう⊥﹂地刊明のハ釜．

亡甑ーレハ慢︑

地基盤∂整備を駁すみるこ・三﹂し

を第二玖農業構造改善事業地域と
し︑四十九年嘆までの三力年て野

︑︑美ぐ津地区〃百際．原

・︒とつい

農産物の国際自由化なご︑農業を
と一まず内外情勢は︑いよ︑よ︸・・

jしきを加えつつあ う ま す

このしひり︵〜事能いに軽q処 レて︑ 上気

なお︑水産芙の孤興ζ︑二つ︑
淘船の小型錘︑線機晦入補助︑角村

てま︑資源の保護増殖を二し刀︑

るためには︑農業が︑ 少 な く と ・ ︑

青少年婦人部活動事業補助︑浄協

︷3七二︑農業声告のr入を期す

蛋の動勺二型∂二．農︷物女面﹂︑〃

産業として︑また企業として耀う
の製氷所︑冷蔵庫などの補修費の

の高い農業経営を育成し︑思いき
一部助成を考えることにしました

やつような規模の大︸ ・ へ ︑ 生 産 性

つきに︑一般中小企業の振興対
策てすが︑市内の中小企業も昨年
後期から︑経済変動の影響もあっ

まられていると思います．．

︶農業の体質を改善する必要に七
二のような観点から︑昨年㌧二

イ

てまったくきびしい状況下にある

仁♂

㎡

や

農業振興地域の整備計画をたて︑

青少年教育に力点

ず

中

㎏

大王谷に新小学校

教賓の振興

細島小学校の運動場拡張︑日知屋

築をはしめ︑大王小学校の新設︑

ことしは︑塩見小学校の移転改

どきわめて重要な分野を占めてわ

小学校仮校舎の増築など︑急速に

てすが︑教育行政は︑学校教育を
中心とし︑社会教育︑社会休肯な

社会連帯感をつちかうために必要

︶︑自立性に富んだ人間形成と︑

整備を必要とするものについて︑
国県補助や地方債制度など大巾に

な︑青少年の教育の場を整えるこ

と︶入れ︑一応の予算措置をしま
した︒社会教育面については︑青

とが何をさておいても大切なこと

年学級︑青年教室︑家庭教育学級

の箋
増∂
大整

麟

πF坐
チ呈甚

趣．

です︒とくに義務教育施設の整備

は

4i霧
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は︑その性質上︑他に優先して考

中目
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も署

えなナればなりません︒
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うみ労働力不足の問題︑きらに三

新たな努力を重ね
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環境づくり

暮らしに・ 町づくりに

▼

︷ん．

︵四千百三十万円︶

▽富島高等学校東側を通って︑富

行ないます︒

号線なと七路線の拡幅改良工事を

・瀞

一﹃蟄

望勲臨

こう生か されます

︵土木・労働・衛生費︶

舖装率を五十パーセント台に
ことしは︑三百材の改良工事と︑

島中学校までの学校通線のうち︑

三月の定例市議会で︑ことしの新予算が一般会計︑特別会計︑企
業会計あわせて二十九億六千二百六十七万円にきまりました︒
これは︑前年度の当初予算に比らべると三十六・四新の成長率︒
この四月から向こう一年間︑四万九千人をようする日向市の台所を
まかなうわけです︒

ことしの日向市政の目標は︑④住みよい環境づくり︑②地域産業
の振興対策︑③教育施設の整備充実︑④社会福祉対策の推進の四本

ることにしました︒

︵百二十万円︶

▽新しくゴミ収集車を購入します

です︒この目標を達成するために︑二十九億の予算がどう肉づけさ
れたのか︑主なしごとをお知らせしながら︑その内容をさぐってみ

層︶をすすめます︵五千九百万円︶

処分しきれないし尿の︑海洋投棄

炎などを防ぐ費用が一千万円組ま

▽結核︑インフルエンザ︑日本脳

衛生費﹂は総額三千二百五十万円

生活環境をきれいにし︑予防接
種などで市民の健康を守る﹁保健

︵四百六十万円︶

▽新しいし尿処理場ができるまで

学校通線の歩道設備︑幸脇地区か
ら十号線への交差点の改良︑その
＊伝染病を防ぎ健康を守る

を委託します︒

▽中央通線の歩道舗装︑財光寺小

ど交通安全施設をつくります︒

他ガードレール︑カーブミラー︵︑5

︵七百四十万円︶

きれいな町をめざして

ごみやし尿の処理を完全に行な

＊ゴミのない町に

▽また︑これらの伝染病の仲介を

れました︒

するハェ︑カ︑ネズミなとの害虫

い︑清潔な畑づくりの費用が︑総

▽現在のし尿処理施設の処理能力

額九千五百万円組まれました︒

を退治し︑さらに発生源になるド
ブ︑下水溝を消毒するための﹁環
れています︒

境衛生費﹂も四百八十万円計上さ

に限界がきましたので︑新らたに
美々津宮の下に︑七万五干人分を
処理できる近代的なし尿処理場を
つくります︒︵五千三百八十万円︶

百万円︶

＊都市基盤整備に力こぶ

千四百八十万円︒区画整理事業費

そって︑都市計画費に総額二億八

大王谷に大型公園

五材舗装します︒またあわせて側

▽失業対策事業で︑市道を二千百

▽市街地の降雨時の浸水を解消す

︵千五

台にのせたい考えです︒
︵千百三

▽市道や部落道を舗装するための

るため︑二号幹線下水路と︑排水

二百五十儲を舗装します︒

資杉費が組まれました︒
溝を整備します︒︵二千三百万円︶

ちみんなの願いです︒この願いに

道路が整備され︑上下水道がと
とのい︑公園や興りを配置した︑
暮らしょい町づくりは︑わたした

処理能力は七万五千人
＊道路の舗装や改良

万円︒︶

舗装改良︵延長五百九十屠︑幅十六

折︑幅十一層︶と︑草場大曲線の

．

〔蔵出｝

九五三

費

会

金

乾0161

に三千九百万円が組まれました︒

曾根区画整理は25ヘクタール

現在の市道は三百三十六路線︑
総延長二十四万千四百六十五層で

五千百諸の舗装と︑財光寺開拓七

▽横町〜新財市線八百麿︑秋留〜
新財市線三百督など七路線︑延長

σ

﹁

生

一．
ます︒

︵九百万円︶

計計

▽次頁へ

倉ケ浜の遊歩道建設などもすすめ

▽米の山の展望台や休けい所︑わ

金など︵四百八十一万円︶

▽商工会議所運営費補助金や︑た
ばこ販売協同組合事務所建設補助

に引きあげました︒

資限度額も六十万円から八十万円

て︑貸しつけわくを六千万円︑融

企業小口融資制度を大幅に改正し

▽とくに商工振興の面では︑中小

が予算にあげられています︒

観光費は︑あわせて五千四百万円

＊商工振興費と︑これにつながる

休けい所や展望台も

般

3δ2』281

▽草場細島線の舗装︵延長百五十

うち︑四十八暫にあたる十一万六
千三百五十七餌の舗装を終ってい
ますが︑さらに︑ことしも道路舗

ポンプ場の一部をつく り ま す ︐

▽市街地北部︵北町や亀崎地区な
ど百五十診︶の開発のために︑測
▽東部第二土地区画整理地区内の

量︑設計をはじめます︵五百万円︶

冨

証

Z 生

i

︵千五百万円︶

▽曾根地区の区画整琿事業は︑予

︵千四百

▽曾根区画整理地区内に︑下水︑

︵三百八十八万円︶

未舗装区画街路を舗装します︒

算を昨年の約四倍にふやし︑家屋

億四千四

六十戸の移転や区画街路を八千三
百㍍にわたって建設し︑面積二十
︵
四十万円︶

排水施設をつくります︐

を建設します． ︵千二

46
45
44
43

五耕を整地します︒
フ大王谷地区の森林公 園 の 中 に ︑

百万 円 ︶

このほかに︑＝﹇﹇に一住宅︑を

＊住宅や交通安全施設

国

は千七百

▽稚貝︑稚魚の放流︑︵六十万円︶

十三万円が組まれました︒

年婦人活動事業費補助など三百七

業振興対策補助︑また漁村の青少

▽漁業用小型無線機の補助や︑漁

産業費は総額九百六十九万円︒

＊とる漁藁からつくる漁業へ一水

小型無線機に補助

▽松くい虫防除費︵六百四十万円︶

▽市有林の植栽︵八百十万円︶

百万円︶

Dへ502

▽魚のアパート︵築磯︶をつくり

3｝

EH．凝害復旧費

各種競技場をととのえた︑総合的
めざして

▽櫛の山地区に第一種住宅三十戸
第二種住宅三十戸︑計六十戸を
建設します︒︵一億四百八十万円︶

事

場

画業険．

悦

般雌

会

としは二十五診を整備します︐

ことしから三力年計画で百町原
の土地基盤の整備を進めます︒全
体の面積は八十・四か︒うち︑こ
︵三千五百二十万円︶

このほかに農業︑畜産振興対策費

．鳴慌一三一一÷一一．i

漁族の繁殖をすすめます︒ ︵九十
七万円︶

．6δ6
5

な体育施設をつくりますので︑そ
︵三千四百九十六万円︶

れに必要な用地を買い受けます︒

︵六十万円︶

▽草場大曲線などに街路樹を植え
ます︒

︵千六百十万円︶

▽水稲ウイルス病防除農薬補助金

として

▽家畜診療事業補助金など百七十

など四百七十二万円︒
五万円が組まれています︒

循還林道を
＊林業費は︑総額三千四百七十一
万円の予算が組まれました︒

■・生ウ・叫き一：二一L＿．・．処型＿

装には力を入れ︑舗装率を五十軒

範

胃

触
浄

▽塩見小原から仏川内に通ずる循
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産業を盛んに−．︵森水産・商工三三
基盤整備に重点

めます︒

百耕︑小原道路三百五十団餌をすす

農道舗装にも力
＊産業を盛んにするために
よりょい農産物︑よりょい商品

▽農道舗装受託事業として︑庄手
農道八百斜︑幸脇西鳥越の農道九
▽大型農道を建設するための調査

をつくり︑さらに漁獲高をあげる
には︑まず生産施設の整備︑改善

費︵六十万円︶

︵八百万円︶

をすすめなければなりません
ことしの産業をさかんにするため

百折を舗装します．

の予算は︑こういった方向で編成

▽美々津百町原地区内に︑鉄骨二
階建て︑六百二十二平方厨の園芸

▽農道整備にはとくに 力 を 入 れ ︑

されているようです︒

平岩笹野の農道千六百餌︑塩見権

れています︒

集出荷︑選果施設が建設されます
ので︑補助金千七百万円も計上さ
ます︒

︵千七百九十六万円︶

現原の農道八百六十五耕を舗装し

▽第二次農業構造改善事業として

i昆∴、な．1．．．l11＝；F

@
．一一5「

毫24＆623

一こ：ミ＿画
一般会計歳入歳出
、

計

塾♂
投資的経費の伸び

霧
▽道の拡幅改良では︑山口農道四

各会計別歳出額
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獲教育文化の向上に⁝︵教育費︶

小学校を移転．新設

︒る

＊みんなの幸わせのために

▽十八歳未満の児童が三人以上い

利子で貸します︒

予算措置されています︒

ための費用︑三千六百八十万円が

＊婦人や青年一などのための社会
教育費は二千六百七十万円計上さ
おとしよbの健庭を守り︑幼児
のすこやかな成長を願い︑またか
らだの不自由なかたや生活に恵ま

児童手当と︑市内の七十人の重實

て︑うち五歳未満の児童に対する

︵八十万円︶

▽母子世帯の生活つなぎ資金を無

▽一般の人たちの教養を高めるた
れていないかたの自立更生をたす

れています︒

め︑青年学級︑青年教室︑家庭教
ける民生費は︑昨年度より約一億

フ公民館活動を盛んワ一します︐

︵三千六百三十万円︶

心身障害児へ年金が組まれました
﹁市内には︑生活や家庭環境に恵
まれない保護世帯が五百三十七世
立更生をたずけるための生活︑住

帯あります︒こうした人たちの自

のお世話をする家庭奉仕員の充実
まれました︒︵二億二千六百万円︶

宅︑医療︑教育などの扶助費が組

▽老たきり老人への特殊寝台の貸

子どもの成長を願って児童手当も

︵四百二十万円︶

載車︑大型救急車を購入します︒

▽小型動力ポンプや動力ポンプ積

︵三百十万円︶

▽防火水そうを建設します︒

総額八千八十万円です︒

＊人命と財産を守る一消防費は︑

大型救急車の購入

をはかります︒ ︵百四十万円︶

▽寝たきり老人︑重度心身障害児

︵二百九十万円︶

受給者の幅を広ろげました︒

金を︑七十五歳か・2一引㍉︑−下げ︑

フ八十歳から支給していた敬老︸午

円が予算こ組まれています．

一千万円多い四億四千三百八十万

育学級を増設します︵百七十万円︶
︵四百八十万円︶
フ勤労青少年ホ・ームができました
︵百万円︶

ので︑その運営費も計上きれてい
ます︒

▽専門の社会教育指導員をおき︑
指導者の養成をはかります．
︵四十九万円︶

＊体力づくり一をすすめる保健体
しつけ︑また七十五歳以上のおと
しより︑六十五歳以上の居宅寝た

育費は︑総額千五百十万円︒

きり老人の医療費を助成します︒

▽市内の市立保育所に三百六十人

めの費用︵三千六十万円︶

﹂に入所しておられる人たちのた

▽市の老人福祉施設﹁ひまわり寮

︵九百四十万円︶

▽各種バレーボール大会︑ソフト
ボール大会︑マラソン大会や︑ス
︵百八十万円︶

ポーツ少年体育成のため補助金が
組まれました︒

▽勤労者少年スポーツセンターの
▽現在のお倉ケ浜運動公園を︑さ

︵百十万円︶

らに整備します︒︵五百二十万円︶

運営費︑

︵七千九百

敷地を造成します︒

で︑この子たちがすこやかに育つ

に関する条例﹂が︑あたらしくで
この条例の中では︑一般家庭︑

きました︒

は︑市で責任をもつて収集処分し

一般家庭の日常生活からでるゴミ

ますが︑産業廃棄物は事業者側の

産業廃棄物の処理がきめてあり︑

さらに騒音となる基準はとこか︑
騒音発生源となる特殊施設とはど
んなものか︑特殊作業や商業宣伝

責任で処理していただくことにな
ただし一般家庭のゴミでも︑転

りました︒

勤︑新改築などで多量のゴミが出
たときは︑処理手数料を徴収しま
増

すすめており︑条例の施行は十月
一日になるようです︒規則がきま

上で︑三十．︒が百五十円︑十キ

す︒この場合の手数料は三十︒︒以

また︑現在︑巡回収集していな

すごとに五十円が加算されます︒

い山間地区でも︑月一回︑危険物
だけに限って市で処理します︒

る〃場〃として︑勤労青少年ホー
ムができましたので︑利用者の範
市内の中小企業に働く二十五歳

囲などがきまりました︒

は無料です︒

以下の人と︑その指導者で︑料金
写真は完成した青少年ホーム

老人に無料開放
また同じように︑おとしょりの
健康増進︑相談︑レクレーシヨン
できましたので︑利用上のきまり

施設として︑老人福祉センターが

市内のおとしょりと︑その付き添

福祉センターを利用できる人は

ができました︒

勤労青少年ホーム

ぞく以外は無料です︒そのほかの

い人で︑入浴料︵一人二十円︶を．の

利用範囲は25歳以下

﹁日向市廃棄物の処理および清掃

市で処分します

一般家庭のゴミは

せしたいと思います︒

った時点で︑またくわしくお知ら

いま市生活苦では︑この作業を

規則をきめなければなりません︒

﹂はどの範囲か一など︑くわしい

をしてはならない﹁特別指定区域

この条例を運用するためには︑

制限することになりました︒

の子どもたちを委託していますの

とりあえず鉄筋二階建て八教室と

机やいすをスチール製に
教育施設の整備など︑人づくり
十万円︶

特殊ベットも貸付け

＊次代をになう人づくり

昨年より約一億円多い四億七十

には︑ことしも積極的に取り組み

六教室︒

▽大王谷に新しく大王小学校︵仮
称︶を建設します︒鉄筋二階建て
︵二千七百八十万円︶

万円が予算計上されま し た ︒

▽大王小学校ができるまで︑日知
屋小学校の不足教室︑三教室をプ
レハブでつくります︵三百七十万

児童手当に3千万

市内の中小企業で働く青少年の

人も︑おとしょりの利用に支障の
ない範囲内で︑集会室や娯楽室は
使用できますが︑この場合は使用
料を納めなければなりません︒

写真は完成した老人ホーム

心身障害児に年金
精神または身体に︑重度の障害

ることになりました︒年金額は三

がある児童に対して︑市独自の﹁
重度心身障害児年金﹂が支給され
千円です︒

支給は75歳から
また︑日向市敬老年金条例が改
正され︑これまで八十歳から支給
していた同年金を︑七十五歳に年
五百円︑八十五歳以上三千八百円

齢を引き下げ︑七十五歳以上二干
の年金が支給されます︒

ρ

ナル︑交通標識を購入 し ま す ︒

円︶

…（民生費）

商業を目的とした拡声機の使用も

︐

髭福祉の向上に
健全な育成と︑福祉の増進をはか

磁

▽交通教材として︑移動式のシグ

▽市内小学校三年生の机とイス九

霜融緬羊

」

︵三十七万円︶

百脚をスチール製に切り替え︑理
︵八百八十万円︶

▽細島小学校の運動場を拡張しま
▽大王小︑塩見小の移転︑新設に

す︒

科実験機械なども購入 し ま す ︒
︵千三百五十万円︶

︵五千三百八十万円︶

必要な裏地を買い受けます︒

噛

源になるような特殊施設を設置し

規借快︑

ようとするときは︑工事の開始の
ﾛーロロ晶則旧に浮㌔の内N殉廿︑

防止の方法を市長に届け出なけれ
市では届け書にもとづいて︑た

ばなりません︒

だちに現地調査し︑騒音の心配は
ないかチエツクしながら︑問題が
ある場合は︑工場側に計画変更勧
告︑改善命令をだすしくみです︒

じような措置がとられますが︑こ

既存の工場や事業所で︑基準以
上の騒音を出している場合も︑同

の余裕が与えられています︒

の場合は︑改善期間として一年間
また︑住宅が密集している地域

に指定し︑この区域内での︑ビヨ

る必要がある地域は︑市長が特別

や病院︑学校周辺︑その他騒音を
防止して住民の生活環境を保全す
この条例の内容は騒音防止が中

ウ打ち︑くい打ちなど︑いちじる
しい騒音を発生する特殊作業や︑
施設の届け出が義務づけられたこ

㌔内

託

難

▽いたんだ小学校を補 修 し ま す ︒
︵五百四十万円︶

▽塩見小学校を移転し︑ことしは

じ

難磐
ユ

﹁

㍊驚．懲嚥．

厄﹁

躍∵
ラ

公害防止に本腰

，

し

見小学校
移転

鵬

廓
遊亀卵

概

その他の案件

工場や事業所が︑新しく騒音発生

とです︒

ゴミ⁝三〇キロ以上は手数料
三月定例市議会は︑さる三月十
一日から二十七日まで開かれまし
た︒昭和四十七年度の新予算につ
いては︑別の頁でお知らせしまし
たので︑ここでは︑そのほかの主
なものについてお知らせします︒

監査委員に
三輪龍一さん
日向市の監査委員は︑議会選出
一名︑知識経験者一名の計二名で

すが︑うち知識経験者が任期満了
になりましたので︑その後任をき

︐

めるもので︑三輪龍一さん︵前監
査委員一細島︶が再選任されまし
︐︼o
♪

騒 音 を し め だす
公害を未然に防止しようという
﹁日向市公害防止条例﹂が︑こん

偏滋雑
一〆瀞9鞠

心で︑とくに規制の中で騒音発生

との議会で正式にきま り ま し た ︒

一二

6

乱逆ひゆうが
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昭和47年4月号

広報ひゆうが
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働く場所がない
家の中心
べく晶︑七るす

︑㌦

出かせy︑ゐ期間てよ︑一缶未箔

着・﹂︑三す︶

こんこはこうした高齢者への福祉

人目十六・二一︶乳あ︐︑十年以
上出かせぎを続ナている人もいま

が︑二年以上と答えた人が三十二

対策もへ︶とつの課題といえます︒

ほとんとの人か何らかの方法 ︑定

期的に連絡をとっておら孔るよう
音信︑送金ともとだえがちにな一

げ︑すが︑期間が長くなるにつれて

︶﹁生意費の不足を補うたゐ﹂か

警︑この三階層をあわせると下山
コ上浜方面しが三十二人︵十六・

︑い二α幽3︒

牡；．︑に．α︶生活かこうなったかこ

最後のアノケーkとして︑出か

てきているようてす︒

めに賃金不払いといった問題もて

は︑知人の紹介や私設の機関を利
用しているものとみられ︑そのた

すy．−ませんてした．そのほかの入

れはわずか十四人︵七二智︶に

ているか一ということてすが︑こ

ては︑この出かせぎ者のうち何人
か職業安定所を通し出ゑせぎに出

も聴しあ﹂いげ↑十ハ玉ごく︵低つ

のか十人もいて︑るす家族り不安

相当前に行ったか便りが全然な

るす家族の構成としては︑大部
分が妻と子どもてすが︑十五歳未
いもの六人︑属しく送金のないも

また﹁耕作面積

ない︑出かせぎだけて生副をたて
﹁九用管内﹂は二十九人

隔靴︶︑

八十六人て全体の四十三・四斜︑

出かせぎ先ては﹁阪神方面﹂が

ほとんどが県外へ

ました︒

家六十六世帯のうち十へ人もあレ

が少ないため﹂と答えた人が︑農

十一人いました

﹇近くに就労場がないため﹂か四

満の子ともセナを残しているもの
一世帯︑六十五歳以上の老人セナ
︑いるのもか

大都分て百十人︵五十五・六警︶
中でも﹁日向市ては日かせぎ賃金

一世帯あ︐ました︒

と老人たけを残こし

を残している世帯五世帯︑子ども

人によつて違うようてすが︑やは

出かせぎの理由は︑それぞれ個

生活費の不足をみたす

す︒昌島や送金の状況については

申には八十歳の人もいました︒

が二十二人も出かせぎに出てお︶

せぎにでていることがわか︶ます
とくに問題なのは︑六十歳以上の

「

これで通学も安心
知町の10号線に横断歩遠橋かて
︸．︑ました︒この歩道橋は長・w︑・二十

九H︑工事費八百万円て三月三十
日近所の小学生約百名︑国呉育そ
れに地元の関係者約五十名が出陥
た．︐この歩道悸がてきたところ二

して盛大な竣工式が行なわれまし
交通事故が多く︑特に小学校二通
ころなのて︑これてひと安心︒

学する子どもの事故が多かつセと

瓢㌘

︵十四・七二︶て三人の行方不明

葱顔凧

︑q
道路パトロール

市建設課に配置されました︒この
パトロールカ⁝は︑市内をくるぐ
る巡視し︑道路の悪いところを発
見し︑簡単なものならその場て舗
修するとhうま︑の︒赤と黄色の回

転矯つきのクリーノのライトバノ
は七十五万円︒這路の情況を事前
に単ηノチして︑悪い道路をなく
してい︸・︑ます︒

35

鉛の農地が生れます︒

﹁以両と

﹁わっ

ψセつくる・ものて︷元放声︐れび︸千六甲日

て︑みかんのほかに桑園︑牧草地

農町こまたがる尾鈴山ろくを開い

この三農は︑日向市︑東郷町︑都

二日はしめての植栽が行なわれま
した︒植えられたのは﹁みかん﹂

われている平岩の楠群て三月二十

︵旧開拓パイロソト事業︶が行な

美々津地域国営農用地開発事業

みかんを植える

いく必要かあるようてす

談︑援助︑指導の強化をはかって

求めるようすすめるとともに︑る
す家族に対する接触を多くし︑相

きており︑こんこは︑出かせぎ者
がてきるたけ有利な条件て働ける
ように︑職業安定所を通して職を

とりまく問題が具体的に現われて

なっているものなど︑出かせy・−を

の︑あるいば送金がとだえかちに

んどであう︑中には行方不明のも

くのが一家の中・39をなす人がほと

が︑なんといっても出かせぎに行

調査の結果は以上のとおうてす

h︶てした︒

らない人﹂五十五人︵二十七二八

﹂人二十一人︵十・六警︶︑

十一人︵二十五鄭︶︑﹁行かない

ては︑ ﹁行きたい﹂と答えた人五

かせy・二﹂行きたいかとうかについ

三十・三冠︶︑またこんことゴ﹂出

変わらない﹂と答えた人六十−へ︵

し︑

﹁前一α︶苦しくなった﹂と答えた

た人か百一人︵五十二︶︑逆に

の問い二は﹁よくなった﹂と答え

津∵

出かせぎ者＼、雇緬

人が七人︵三・五

一へつ・つ

ワダイヲオツテ
畢

162．

4「り

話題を追って・わだいをおって

廻を知

三方面

｝
の

装

＝＝e潔い︑こ吟ほこ八二八

一年生にヘルメット
症島へ坂区ゐ開な

才の米寿の記台にと黄色い通︑字用ヘルメノー︑千個

︑の一圧生は︑一望分な一父通V

ド434

出かせぎ先ノ

蚤

を市内小学校新一年生に贈︶ました﹁いたいゆ︑な
子どもの交通事故が多いのてお互に気をつゆても
いヘノメノ

らhたhと憲って贈︐ました﹂と関本︺鳩﹂ん︒黄色

りません︒包いと田いったらわしえてくだきい︒

1兀明｝6
35
＝三方面
＼Bi

．他

の人かズ十分︵七十・四ぞ︶てす

㍑奪2⊃

いわゆる老人ともいわれる人たち

の

道路パトロールカーがこのほど

づ
．r島

池内

ノ
＼．・・藷

二

鮮
膠

音集10
叢
色

ほとんど
三︶伊

市久亡議冷﹂〆︑二︑土君一︑日・べ版へ∂山山かノ一．︸．・ ． 一ρ巾二︐♂一＝﹁ス瀬旭︑畢込！︑二

の・三−毛︑停﹂方不明へ事︑こ︑出ひせぎ者本人よ二

干ては︑二月一日の時点て市内の出訟せ．︾・者∂実態を調査4︑そ

家族にも﹁囚刻な問題 が て て ぎ ︑ ・ て い ま す

の結果をこのほどま と カ ま し た ︒
この調査は︑出かせy・・者やそのるす家族︑また寮︑七二対して︑

資料を得るた み に 実 施 し た も の で す ．

これからとういった方向て行政的な指導︑援助をすすみたらよいの
か

出かせぎの理由が︑近くに適当な働き場がないということ︑そし
て出かせぎ者のほとんこか三十歳から五十歳前後の一家の中心者て
あることなど考えあわせると︑こんこは新しい職業技術の指導︑三

年令別構成
505け

か少ない﹂と答えた人が五十︼人

るす家族は妻や子

二の開拓︑紹介などを積極的こすすカる必要があるようげ︑す．

出かせぎが百九十世帯
まず調査は民牛委員のかたを調
査員にお願いし︑各担当区を巡回
面接調査の方法をとり ま し た ︒

その結果︑日向市の総世帯の約
一・四欝にあたる百九十八せ書︵

百九十八人﹀の出かせぎかあ︐ま
した︒

つざ︑三出かせき老刀鉦齢ド︑すか

多いのは四十歳代

いる柑帯主の聯業まこうてしょう
四十煎代の人か五十八人て最も多
く全体の二十九・三物︑ついて三

︑は︑このような出かせ︸・・者∂

@出かせぎ者4．、17
14丁

ている世帯が二十一︵十・六ジ・︶

︑五＋譜代が三十二人て十一ハ・二

十歳代か五十七人目二十八・八百

か︒ます農業が六十パ 世 帯 ノ ︑ 全 体

の三十三二二警︒漁業が十四世帯

擁7e
ノ

て七誓︒その他大部分か大工︑左
官などてすが︑日向市に職をもた

29
20

一♂＼
6cフ以上
τ11

チ六人て全体の七十三・七警をし
め︑いわゆる一家の大里柱か出か

納期は五月に
ノ∬遡行決定の長期を日．刀︑五ヒ︑

二こ4から咳保険者r誉の可年

つhても．撞入h関心をもちたいもの

腫1㌔

もありました︒

︑

課税方法が変わります
第

﹇ ﹈ 氏 建 妻 保 険 税 の 象税方宏か︑
のき︑占♪︑確定︶た任税分を＝又に

漢税する方法に改力ました︒

納税義務者あての納税通知書は
五月二十日までにお送諾しますの
なお︑納期・もつぎのとお︶変わ

てよろしくお願いしまず︒
うます︒

第︸期︵五月︶︑第二期︵八月
︶︑第三期目十一月︶︑第四期︵
一月︶

てみましよう︒

担する教育費は︑小学生でおよそ

国や地方公共団体か一年間に負

料か百五十万円の標

一年間の給

准 ＝ ノ ラうーマン家族

てす︒そして︑山田

さんか納める所得税
は一年間わよそ九万

た︶の教育費負担額に相当するわ

す︒てすゆら︑山田さんの納力る
九万円の税金は︑中学生ひと︶あ
けです︒

そして国が盾動していくための

住西でいる町の整備ゐ道路の舗装

教育費こ限らず︑つた4たちの

・ こ ころて︑山田ご

費用のほとんどすべては︑わたし
たちが納める税金です︒わたした

です︒

ちょ︑セ七税金を納めるというゼ
︸てなく︑何小使つれてhるひ二
育費に例をこつ

︑︑

税金のゆくえを謂へ

そこて︑びこつ教

でしょうか︒

何に使われているの

円の税金はいったい

んか支払うこの九万

です︒

徴収毒︑・九ているつげ

円＋のり津呈ヲ︒ ジ⊃㌍り つ

税金はみんなのため

ん給料から毎月漂泉

は五十万円以上にものぼっていま

八万円︑中学生が九万円︑高校生
が十万円︑そして国立の大学生で

人家族︑

山田きん一家は五

など︑たいへんご迷惑をおかけし

税者へも税額が早目にわからない

課税事務もわずらわしく︑また納

年二回発行することになるなど︑

しかし︑これては納税通知書を

︑ 八 月 以 降 に 課 税 し ていました．

の所得が決定したのち︑あら七ゐ

仮課税し︑第二期分以後は前年度

昨年まては︑第一期分を匹月二

した︒

ことしか︑つつ︸︑−りよう二抄瞥ノニ

昭和47年4月号
ていました︒

③

12の税精報

奄

保険税

8
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号
弓
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和
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瀞︒るぜ

納 入 方 法 が 変 わ ります
国民年金保険料

で一月未日

第三基準月は十︑十一︑十二月

入期限は十月末日．．

第二基準月は七︑八︑九月で納

保険料の納入期限は七月未日︑

第一基準月は四︑五︑六月で︑

でご相談くゼきい︒

て︑市民課年金係︑各支所の窓口

・つ︑五月末日までに︑印鑑をもつ

の申し出があれば免除されますか

都合などでできないときは︑本人

また︑保険料の納入が︑家計の⁝

蠣縁鯉雛藁

国民年金保険料は︑これまで月
額四百五十円を毎月納めていただ
いていましたが︑四十七年度分か
らこれを改め︑各基準月ごと︵年
間四回︶に納めていただくことに
月末日になります︒なお︑現在の

第四基準月は一︑二︑三月で四

これは︑毎月︑市役所また金融

しました︒

機関へ保険料を納めに出むいてい

ておきます︒

ますから︑あらかじめお知らせし

月額四百五十円の保険料は︑第二
基準月以降五百五十円に改正され

く手数をなくすために改めたもの
です︒

旧軍人へ一時恩給

なお︑基準月ごとの納入方法に
なりますと︑三ヵ月分を一度に納

旧軍人として︑実在職三年以上

﹁こんなものがある﹂とご連

むかしの写真でも︑新聞でも︑

いします︒

絡いただければ︑係のほうでお伺

ら︑

市史は︑市総務課で作りますか

お貸しいただけませんでしょうか

たがいらっしやいましたら︑ぜひ

料になるようなものをお持ちのか

岩脇︑美々津︶のできごとや︑資

も日向市︵むかしの富高︑細島︑

めなければならなくなりますが︑

郷土の資料を
お貸しください
市では︑こんど市政二十周年を
記念して︑日向市史を作ることに
なりました︒

何しろ︑市になってはじめての

書物でも︑何でもけっこうです︒

試みであるということと︑三十八
が焼失しましたので︑郷土の歴史

年の市役所大火で︑資料の大部分

ください︒

電話二一＝番の︑総務課市史亡
きん室までお知ら

を知る資料が少なく困っています
市民のみなさんの申に︑少しで

七年末満勤務したかたのうち︑下
上つとめたかたに一時恩給が︑そ

士官︵伍長︑二等兵曹︶を一年以
の遺族のかたには一時扶助料が支
給きれます︒

一時恩給と﹁時扶助料の額は︑
階級︑実在年数などによって異り

ますが︑該当者のかたは︑市福祉
事務所までお申し捲くだきい︒︑

小児マヒ生ワク投与
ことしの小児マヒの生ワクチン
投与を︑つぎの日どりで行ないま
す︒該当するのは昭和四十五年十
一月一日から四十七年一月三十一
日置でに生まれた赤ちゃんです︒

なお︑料金は無料︐カッコ内は
実施時間です︒
五月十六日市役所︵一〜輿姻0︶

︶︑十九日市役所

十七日渡辺病院︵M〜ω︶︑十八日
三股病院︵M〜

︵一〜ω函0︶︑松原公民館︵M〜

︶二十三日市役所︵一・姻0〜姻︶二

日市役所︵ゴ〜

姻0︶︑二十六日

十四日細島支所︵博〜劔︶︑二十五
江良公民館︵N〜姻︶

はかりの定期検査

で行ないます︒この定期検査を受

県計量検定所が︑ことしの﹁は
かり﹂の定期検査をつぎの日どり
けて合格したものでないと︑こん

財光寺五十猛神社︵九時〜

ます︒翌月の巡回日は︑くみとり

関係で︑二〜三日のずれもでてき

くみとりには︑毎月だいたい同
じ日に行きますが︑日曜︑祭日の

寮や寄宿舎など︒月二回以上の
くみとりを希望きれるかた︑また

から必ずお確めください︒

料金領収書に書いてお渡しします

農協塩見支所︵一時〜三時︶

県経済連椎たけ倉庫A九

市役所細島支所︵九時〜四

目〜三時︶岩脇支所︵一時〜四時︶

十一日

十二日市役所車庫︵九時〜三時

痔〜四時︶

半︶︑この定期検査にもれたかた
は︑五月十三日から六月十二日ま

六番︶へお申し込みくだきい︒

共かせぎなどで︑るすしがちな家
庭は︑盧接衛生公社︵電話五三〇

価して課税することになり︑市税
務課では評価格によつて︑農地を
それぞれA︑B︑Cの三段階に区
分︑課税の準備をすすめていまし
たが︑ことしの三月末に地方税法
が再度改正され︑A区分の農地に
ついては︑昭和四十七年度に限っ
て︑農地課税審議会で農耕地と認
められれば︑宅地なみでなく農地
として減額︑課税することになり
ました︒このためA農地所有者へ
の納税通知は四月以降になります

区域内の農地を類似宅地転︑5みに評

昭和四十六年の地法税法の改正
で︑昭和四十七年度から︑市街化

納税通知がおくれます

で︵土曜︑日曜︑祭日を除く︶の

あいだに︑宮崎市の県計量検定所
で検査を受けていただくことにな
ります︒

五月一日で商業調査

五月一日現在で︑全国いっせい

に商業統計調査が行なわれます︒

この調査は︑昭和二十七年から
通産省が二年ごとに行なっている

もので︑こんどが十一回目︒

全国の商店をもれなく調査するい

わば﹁商店の国勢調査﹂ともいわ

れるもので︑販売活動の実態や︑

五月一日を中心に︑調査員がみ

全国的な商品の流れなどをあきら
かにすることを目的にしています

なさんのお店をお訪ねしますので

くみとりを変更

ご協力をおねがいします︒

蕪﹄

電話申し込みによって︑そのつど
出向いていましたが︑四月一日か

日向衛生公社では︑し尿のくみ
とりを︑これまでみなさんからの
はかりをお持ちのかたは︑もよ

日をきめて︑定期的にくみとりに

らこの方法を変え︑地域別に巡回

おうかがいすることにしました︒

りの場所で必ず受けてください︒

ごは使用できません︒

時十三九
）日時日

カツコ内は実施時間です︒

五月八日市役所︑美々津支所︵十

一
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