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診察室にはいるどプーンと薬のにおいがする︒

それがやっぱり心に残っている．それから一つは

と︑なんとか救ってやれたらと思っておりました

か⁝⁝︒小さい時から人が苦しんでいるのをみる

○⁝⁝：とじておくと便利です⁝⁝⁝O

カーネーションと黄菊白菊の盛花が少し開いた窓

趣味は音楽鑑賞と旅行︒ヵ⁝ネーションと菊の盛

技術を身につけておくこともと思って⁝⁝﹂︒

から︑そっとしのびこむ秋風に揺れて︑やわらい
先生が何か言う︒すかさず彼女の手から医療器

だふん意気を与えてくれる︒

日向をきさえるヤングパワーだ

思います︒﹂近代的なすなおなお嬢さん︑

﹁社会への恩返しですか⁝⁝それは働くことだと

花は彼女の作品︒

生士学院を昭和四十六年三月卒業︒と同時に歯科

︵二十才11細島吉野川︶は歯科衛生士︒宮崎歯科衛

具が先生の右手に確かに渡される︒中平広子さん

衛生士の資格取得︒﹁歯科衛生士になった動機です

今月の主な内容
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献血について
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恩給法改n：

2面・3面…5万市民誕生
9月市議会から
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︸億三千九百万円を追加
特別会計に街路舗装費も
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藷

第五回日向市議会︵無月定例会︶は︑さる大月十
六日から三十日まで︑会期を十五日間として開かれ
ました︒

こんどの議会に提出された議案は︑工事請負契約
四件︑人事三件条例改正二件︑昭和四十七年度﹇般
会計補正予算など予算関係五件のほか︑昭和四十六
年度の決算の認定八件で︑全部原案どおり可決承認
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︑伸び率からみると県内市町村の
っています︒
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うちで宮崎市についで第二位とな
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格が三千万円をこえる場合は︑契
◇塩見小学校建築主体工事．．

日︑請負者︵株︶里⁝木組

山本

円
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信活

農業︶

日︑昭和四十八年三月二十一日
請負者 吉原建設︵株︶
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おめでとう栄美ち艦ん

三十年一月一日の人口が三万七千

十三人︒美々津町を合併した昭和

待望の五万人目の市民
十月十七日︑私たちの日向市は

のは昭和三十三年四月で市制施行

九百三十七人︒四万市民となった

人口五万人となりました︒五万人
玉芳宣さんの長女栄美ちゃん︒

目の市民となったのは︑秋灘区児
からちょうど七年目でした．︑そ
の後は︑日向市が南九州における
産業開発の拠点として細島港を中

五万人目の市民として市長からお
祝のことばをうけた児玉さんはま
ったく思ってもいなかったことだ

れにつれて人口もしだいに増加し

年間に約八百九十八人の増加で

ていきました︒そして五万人︒こ
こ五力年間における人﹇の伸びは

心とした工業都市化がす︑み︑そ

けにおおよろこび︒市からは栄美
ちゃんに記念品を贈って健やかな
成長をいのりました︒ところで日
向市の人口は︑昭和二十六年四月
﹁日市制施行当時が三万千七百三

戸を建設することにしており︑す

五日請負者村上組

完成期日︑昭和四十八年二月十

期日︑昭和四十八年三月二十一

工費三千六百五十五万円．︑完成

災害復旧に百二十万円
ことしも引きつづき︑第 種三
十戸︑第二種三十戸を建設します

約前に議会の承認を受けなくては

教育委員は

のかたがたがきまりました︒
︵敬称略︶
黒木 豊︵日知屋一1農業︶

鱗劉輯鋸難
河埜斗一︵美々津

石田市次︵美々津11農業︶

倒木美敏︵平 岩目団体職員︶
黒木菊夫︵美々津一団体職員︶

工費三千六百二十万円︑完成期

ち御鉾力細線など緊急を要する道
路力ヵ所の災害復旧費百二十万円
の四つの工事について承認を受け
ました︒

◇櫛の山公営住宅第一種建築主体
完成期日︑昭和四十八年二弓・∵

工事︑工費四千百四十五万円．
五日

﹁櫛の山住宅団地建て

替え計画﹂にもとづいて︑昭和四
請負者︵株︶黒木組︐

十四年度から四十八年度までの五

市では︑

住宅建設など四工事

ならないことになっており︑つぎ

◇大王小学校︵仮称︶建築主体工事

中豪雨のため︑市内の市道にも相
が︑これらの工事で︑工事予定価

でに︑百四十二戸ができました．︑

，盤

が予算に組まれました︒

さる六月から七月にかけての集
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当な被害を受けましたが︑このう
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で満了しましたので︑後任につぎ

また︑日向市農業共済損害評価
会委員七名の任期が︑大月三十日

ました︒

できなくなりましたので︑その後
任に橋口繁氏︵美々津︶がきまり

選任され︑この職を兼ねることが

日向市固定資産評価審査委員会
委員は現在三名で︑うち橋口貫之
氏︵美々津︶が農業委員会委員に

二つの委員会委員も

学校長を魅任され︑現在会社嘱託

校長︑日影屋小学校ε︑ど市内の

きれたものです︒同じく選任に同
意きれた山本信氏は︑財光寺小学

が

きれました︒昭和四十六年度の決算内容について
よ︑別頁でお知らせすることにして︑ここでは︑そ

百
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羅臼︑エ費三千九百千万円

◇櫛の−田公営住宅第二種建築L︐．．

千

肖年間に第﹁種住宅百五±月︑第

会
別

二種住宅百十二戸︑計二百六十二

丈し

て

特

教育長には村口美好氏

事π理

のほかの主なものをお知らせします︒

受けることができ之せんでしたが

距︑︑乳︑こ

二んどの議会で︑日﹁ゴ⁝べ億
一保険条例の一部．が・．ッ

れ・︑一人たちにも被保阪考こなる

．

ことができるようになりました︑．

事業費二百三十万円．．

▽梶木農道舗装陛延長六百八十

▽圧手かんがい排水事業一延長二

カ月末でもって任期満了となっ
た海野強教育長︑八尋黒光教育委
員の後任として︑村口美好︑山本
した．．任期満了となった八尋洲光

信の両氏が教育委員に任命されま

育委員に任命され︑十年余り︑本

委員は昭和三十七年五月﹇日に教

た海野強教育長は︑昭和四十四年

市教育行政につくされました︒ま
四月一日目本市教育委員となり︑
教育長としてこんにちまでご苦労

いただききましたが健康上の理
由からやめられることになりまし

事務所長︑東臼杵教育事務所長な
どを歴任し︑宮崎県教育委員会事

新しく教育長になった村口美好
委員は︑日向中学校長︑児湯教育

た︒

「
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計
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二の人たち一︑わが国の永庄格
を許可・︶逃・れている人セをり︑．︑き︑ド星原

﹁環である医療保険制度の恩恵を

則として国爵健康保険の被保険者
となることができず︑社会保障の

これまで
の日向市﹁

百八十 事業費四百六十五万
円．︑

業費百四十九万二千円．︑

▼本谷農道改良事業一四百﹁︑事

百九十一万六千円︒

▽仏川内林道開設事業11事業費三
▽排水溝整備事業11事業費五百万

円︵永江沖の下線︑亀崎中区︑

後配浦線︑古田町︑美々津支所
横︑不動寺〜仙ケ崎の六路線の
排水溝を整備します︶

二千七百

▽都市下水路事業11三百万円︒

三万四千円︒

▽大王谷公園建設事業

▽日向跨線人道橋新設事業ーー二百

三十万円︵人道橋の舗装と広場
を整備します︶

う追加h二百五十七万︵取りっ

▽美々津公民館と武道館建設に伴
け道路の建設など︶です．．

なお︑これらに要する財源は※市
税四千七十万円︑※国県支出金六
千百六十七万四千円︑※その他財
産収入等三千七百三十六万三千円

≒．1日

鮮

があてられます︒
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村口教育長

般会謝の予

十三億二千

算総額は二
八百力十八
万一千円で
したが︑こ
の九月定例
市議会でさ
らに﹇億三
千九百七十
三万七千円
れ︑合計二

が追加さ

八百七十一

十四億六千
万八千円に

なりまし
た︒

にお知らせしますと︑※普通建設
事業費︑五千六百五十四万円
※扶助費五千三百八十六万六千円
※物件費千百六十七万七千円︑

※その他千七百六十五万四千円と
なっており︑普通建設事業の主な
ものはつぎのとおり で す ︒
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この市議会で教育委員選任に同意
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．9月矧肺議会
追加され
た﹁億三千百万円の内容を性質別

大壬谷公園の造成など

．
温．L

｛
このほか︑特別会計では︑街路
の舗装や幹線排水路を建設するた

みなさんからいただいたお金は、民間社会福祉事
のために残らず配布されます。明るいあすの社会を
くためにみなさんのご協力をお願いいたします．
@

建設事業に5，600万円
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隷麟
興策など

備︑農林道の舗装改良︑商店街振
二︑生活環境の改善

市民の健康増進︑福祉向上のた
めの施策︑道路︑上水道︑港湾︑
区画整理事業︑住宅建設など．︑

三︑教育施設の充実
学校教育︑社会教育︑家庭教育

に︑その使いみちについて方針を

いう莫大なお金ですから︑使う前
義務教育費の父兄負担軽減をめy・・

め︑校舎など教育施設を整備し︑

歳人

額は︑

糠
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三億七千五

施策に﹁億九千三百六十﹁万円︒

四百三十二万円︒歳出にしめる割
合十︑三響︑農林業振興のための

三千万円︒▽農杯水産業費目−二億

千四百二十大万円戸籍選挙関係が

千九百四十万円を筆頭に徴税費五

の主なものは総務管理費の二億二

千二百五十四万円で第三位︒支出

で︑民生費のうち五十七︑三響を
しめています︒▽総務費・三億二

保護費の二号﹁千四百力十八万円

合十九︑○む︒主なものは生活

百二十一万円．歳出中にしめる割

十四万円︒▽民生費

浜運動公園造成などが七千六百二

ム建設︑細島公民館建設︑お倉ケ

左百九十三万円︒勤労青少年ホー

校増築︑美々津中学校改築が七千

歳入を二つに分臣てみまし一︑う

Ψ∵歳

︑つ好転︒三．峯︒しょノ

ことは市の財政事情がわずかなが

鮮と歳出をヒ回っています︒この

へ黛．ており︑歳入の伸びが○︑二

響︑歳出は百十七︑力嘗の比率と

前年度に対し歳入は百十八︑︼

C︑四饗増加しています．．同じく

︑る市独自のお金︶が前年度に比べ

用料︑手数料︑財産収入などによ

め

嚢脚評
︑継

暉な

○平岩小校舎増築と屋体
○蓮芝公園 ○細島公民館
○老人福祉センター

⁝上から
⁝ ○美々津小プール

り
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昭和四十六年度決算からみる

懸盤■卿㌔

ところで﹁決算﹂とは︑帳簿の
歳出⁝十九億七千六百十六万円

耀拠ぐ』
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、
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懸醐顯灘

お金の出入りのしめくくりをする
し︑運動公園の整備︑社会教育施

別にみると︑自主財源︵市税や使

伸卵︑﹂がうかがえます一︑また︑財弁

沼の約一．倍強であり頂調な財政の

この数字は︑昭和四十二年画会

三百四十八万円

たてねばなりません︒昭和四十六

通︑消費生活など．の行政をすすめ

これらの施政の基本のなかで︑

る

歳入歳出差引額

ばかりでなく︑これを使いみち別

㌃

ヨ

5nかに︑公官︑交

そして以上の

設の建設など︒

一︑宮城振興対策の推進

年三月の市議会で︑市長は︑昭和

産業振興発展のための施設の整

頗

がかりにしようとす る も の で す ．

﹁依存財源﹂とは地方譲与税︑地

﹁ 自 主 財 源 ﹂ と ﹁依存財源﹂︒

方交付金︑国県支出金︑市債など
﹁自主財源﹂以外の国や県からく
円2

8．策

築︑財光寺小学校増築︑日向中学

岩小学校体育館建設︑同校校舎改

割合は十九︑﹁響︒主な事業は平

円でトップ︑．歳出総額中にしめる

▽教育費u三億七千六百九十六万

つぎに︑支出の費目別に大きい
ものから順に列記してみましょう

増加となっています︒

前年度に比べると五千五十六円の

数で割ってみると四万二百七円︒

ここで人口﹁人当り︑いくらい
ったか︑歳出総額から日向市民の

ます︒

では公債費が六︑○警増加してい

加しているのは 建設事業費で前
年度比七︑○智増︑その他の経費

消費的経費は︑前年瞳に比べて
二十五︑七冥色︑投資的経費で増

昭和46年度市税の税目別収入状況

2交z
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27g・揚1．976，164千円密

どうコむ

﹁︐消費的経費一︑

七暫︶

55181z手円的

子金oo4385

手安入越附

数全

料対金金金

う︑．歳出は︑

﹁その他﹂と三つ

に分けられます︒消費的経費とは

投資的経費﹂︑

﹁人件費︑上件費︑扶助費︑補助

費など﹂があげられ︑投資的経費
とは﹁建設事業費︑災害復旧事業
費︑失業対策事業費﹂︑その他は
債費︑借入金の利子︑積立金
など﹂です．︑その額と比率は︑

︵六十︑

消費的経費陪十一億気嵩力業三十
¶刀円

投資的経費一六万億九百五十四万
円︵三十︑八響︶

︵八︑五誓︶

。。。鮫糠調歳出総額承

るお金︑その額と 比 率 は ︑

自主財源一七億八万五百六十万円
使交繰繰寄

﹁

1

その他一一億六千七百三十三万円
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﹂〜＼

一般会計歳出決算表

出

票
・。覧／3
弩碧鐸絵

5992。千円
愉、T
。3，
03，

繕響シ
ノ

そO他︵2︑4︑

環ト飽臥

27G

歳出も性質別に分けてみまし．訪

※歳

災害復旧同旨費

683干内
534

から調べて︑今後の市行財政の足

に分けて︑有効︑適切に使われた

十九億七千九百六十四万円

昭和四十六年曜一般会計の決算

笏一般会計

二十︑一鮮の伸が︑︶となっています

十五年度の同事業費に比較すると

百八十三万七千円となり︑昭和四

普通建設事業費等は︑七億六千七

普通会計の投資的経費においては

菰講説，、／

四十六任︐度日向市行財政の基衣を

の三つを有機的︑統合的にすす

ゾ

画眉心♂、

次のように述べました．

まつ︑二十四億九干四十万円と

笏総

みたいと思います︒

ち別に︑みなさんとともに考えて

収入︑支出別に︑また︑使いみ

的に使われたでしょうか︒

さて︑このお金︑むだなく効果

税金はどう使われたか

︷︑

昭和四十六年度の日向市の台所
はどうであったか︒九月開かれた
市議会で﹁昭和四十六年度日向市
一般会計︑特別会計歳入歳出決算

﹂が上提され︑承認された決算総
額は︑歳入が二十四億九千四十四
万六千円︑歳出が二十四億五千九
十万大千円︒差引三千力百五十三

一

＿一
6」28千円

叢欝琴
箋

髭の他
5．584手弔

一「繭

︵六十︑ 一二桝和︶

は︑徐々に

金︑使用料及び手数料︑交通安全
対策特別交付金︑繰入金︑寄附金

地方交一り
191〆㍉

︵三十九︑七響︶
依存財源 十﹇億力千四百四万円

﹁自主財 源

百二十﹁万円︒歳入中にしめる割
合四︑四鮮︒前年度比一︑○育の

﹁等

▽諸収ス︵自主財源︶八千八十万

上昇︑第六位︒

前年吟比論︑七響の低下︒

円．歳入中にしめる割合四︑

︐−三千三百七十四万円．．歳入中に

▽分担金及び負担金︵自主財源︶

より四︑二計低下︐

しめる割合﹈︑七鮮︒前年磨比

繰越金の順で︑この合計額団四千

▽地方譲与税︑自動車取得税交付

○︑八鮮の上昇︒第八位︒

▽財産収入︵自主財源︶5⊥億五

上昇︑

は．︿．．ρ滋自︑ 跳朋年曖比一二︑ ﹂ハμ獅の

8r）

これからみると四対六の割合とい

織

喚

；一…繭、
：灘鰹騨騨1

納

かどうか︑また︑使った結果はど

979．644千円

うであったかなど︑いろいろな面

万七千円の黒字︒

灘鞭饗
P乱人・聴
∋6

えます︒

つぎに歳入のうちで費目別に︑

28『7、

▽県支出金︵依存財源︶田八千六

554694干円

四百六十九万五千円︒

629千円
379

歳入総額
159300干円

ての他2

軽目動車穐

括

の上昇で歳入の第五位︒

債
市

伸びつつあります︒

ょう︒

歳入額の大きい順に内容をみまし
▽市税︵市民税︑固定資産税︑軽
自動車税︑たばこ消費税︑電気ガ
ス税など︶一五億五千四百六十大
万三千円︒歳入総額中にしめる割
響の上昇

台は二十八響前年度にくらべて一

フ地方交付税︵依存財源︶−五億
三千四百六十八万三千円．歳入中
︑○ ︑ 八 轡 低 下 し て

にしめる割合は二十七︑○新︑前
います︑．

年晦にくらべ

七千九百六十三万円︑歳入申にし

▽重度支出金︵依 存 財 源 ︶ I − 三 億

33，748千円」．7，の

▽市債︵依存財源︶−⊥億五千九
百三十万円︒歳入中にしめる割合

める割合は︑十九︑二巴で前年疲

分手早金及び負担金

百八十七万円．歳入中にしめる割
合は五︑三訂︑前年耳目二︑○鮮

醒魔支出金

「、

一般会計歳入決算表

4

広報ひゆうが
昭和47年10月号
昭和47年10月号

広報ひうゆが
5

十八力円︒議員報酬︑議会活動に
歳ス鴇五億＝†八十力円

会計の決算額は︑

繰越金で街路築造と舗装それに家

保留地の処分金及び前年慶からの

︑

一般会計と区分する必要がある

三千六百六乃円

四偬七千四百七十四乃円

萱︐度に引続いて櫛の山団地に第︻

種中層耐火構造五階建住宅一棟四

者は六十八戸に対し二百三人で三

︑入居競争率は︑わずかな

倍ですが︑これらの平均値をとる
と二︑五倍で︑前年度の二︑八倍
に比し
がら緩和しているといえましレ誤う

歳出一一億六百九十二刀円

歳入−心慮八百三十﹁万円
歳入歳出差引額i百三十九万円

屋移転補償工事を行ないました︒

歳入−七千力百二十六万円
歳入歳出差引額一九百九十一万円

歳出コ六千九百三十五万円

歳出−：二億五千力百四十﹁刀円

▽国民健康保険事業特別会計
歳入一二億七千四百六千七万円
差引額・千五百二十六万円
翌年度へ千五百二十六力円を繰
越しています︒

▽農業共済事業特別会計
共済掛金︑賦課金の収納状況を
六響に対し本年度は七十四︑六響

前年度と比べると前年曜六十八︑
と六︑○響上昇しています︒

歳入歳出差引額一1四百二十四万円

歳入p四千八万円
歳出⊥二千五百八十四万円

をまとめたものです︒

以上は︑市監査委員の﹁日向市
歳入歳出決算審査意開薄﹂の要旨
内容をご理解いただいて︑いっ
そうのご協力をお願いいたします

のものであって︑密閉式の

ケ フラスト︵タンクラス以列

ン

ワット以上のものに限る︶

コ タンブラー

ものを除く︒︶
二 空気圧縮機及び送風機︵原動

三︑

ロワット以上のものに限る︶

原動機の定格出力が七︑五キ

摩砕機︑ふるい及び分級機︵

土石昭又は鉱物用の破砕機︑

ット以上のものに限る︒︶

機の定格出力が七︑五キロワ

が三十重量トン以上のもの

ワイヤ⁝コナ．⁝ミンラマシ

鍛造機

L．のものに限る︶︒

力が三︑七五キロワ門ノ・へ−以

せん断機︵原動機の定格出

に限る︒﹀

機械プレス︵呼び加圧能力

除く︒︶

液圧ブレス︵矯正プレスを

の定格出力が三︑七五キロ

▽東部第二十地区画整理事業特別

オ

会計

八番目︒歳出中にしめる割合は四
︑○響事業の大きいものは笥六部
要した諸経費︒▽災害復旧費旨五
歳出
歳入歳出差引額

▼公営庄宅事業特別会計

収支をみてみますと

各特別会計別にその主なものの

は少なく九十一万円︒

が主なもの農林水産業施設の破実

−木施設漁火望口復旧旧曹凪が一二百六十七丁刀

ところで︑昭和四十六年唆特別

事業費﹁千三百八十八万円をはじ
︵曾根区︶の消防ポンプ自動車︑

百八十八刀円は十三番目︒公共土

免這路事業︑団体営かんがい排水

州玉のト自升．︑▽議△五費⊥二千七百八

め農業振興地域整備対策事業︑大
中村︑比良区の小型ポンプ︑亀崎
南区ほかの防火水槽五基の建設な

主ハ︑−ものとしては団体営農道舗装

ﾍ開拓パイ耳門． ト 事 業 ︑ 鷹 二 農

円︒女教施設災害復旧費の身動円

七千五百七十三万円︒

どで消防力の充実がはかられまし
た︒

主なものは清掃事業関係の四千三

十世帯分︑同じく第二種住宅一棟

▽衛生費

第五番目．歳出中にしめる割合は
百五十二万円︒防疫薬剤の半額市
補助などが︻歩前進︒歳出中にし
特別会計は︑つぎの六会計︒特
二十世帯分を建設︒なおこの住宅

二億 二 百 二 十 力 万 円 は

十︑二二．曾根土地区画整理事業
が四千五百万円でトップ︒あと草
める割合は三︑八榔︒▽労働早り・

別会計とは市が特定の事業を行な

町・土木費

事業︑第二次農業構造改善事芙な
ど︑水産関係は﹇千七十五万円

場大曲通線改良事業︑道路新設改
う場合特定の歳入歳出経理を設け
ときに設置する会計︒

計

︵4︑金属加工機械

住宅建設年次計画に基づき︑前

良︑土地開発事業︑公営住宅建設
が百五十万円となっています︒

五千二百十四万円︒ほとんど失業
対策費で︑ドーザショベル購入費

★特別会計

V公債費1一億七百 四 十 ﹁ 万 円 ︑

事業会計繰出金など が 主 な 事 業 ︒
▽商工費−−五千五百三十四万円は

の入居申込者は百二十人でちょう
ど二倍︑転居などによる補充申込

市債などの返還にあてたもので︑
﹇︑公営住宅事業特別会計
二︑東部第二⊥⊥地区画整理事業特

業振興︑商工業振興のための補助
三︑曾根量地区画整理事業特別会

二十三万円の増で︑主なものは産
金﹁千七百六十二万円など︒また
本市の観光施設の整備のための工
四︑と畜場事業特別会三

第十一番目︒前年度より二千二百

し︑金額では五百八十六万円の増

事費は覇王ヶ浜公園の整備など四

前年度より○︑六州 そ の 低 下 ︒ し か
▽諸支出金一八千百 九 十 ﹁ 万 円 ︒

百六十九万円︒歳出中にしめる刮

歳出申にしめる割合は五︑四隅︑

主なものは公有財産購入費が三千
五百八十万円と土地開発基金繰出

別会計

金四千二百万円が主 な も の ︒

合は二︑八ギ︒前年曖より○︑九

五︑国民健康保険事業特別会計
六︑農業共済事業特別会計

ﾁ防費 七千八百八十五万円で

騒音を出す施設や設備は
までに市に届け出なければなりま

届け出をしなくてはなりません

△﹁年三月に公布 さ れ た ﹁ 日 向 市

ア

ラ

キ

カ

ベンデングマシン︵ロール

製管機械

圧延機械︵原動機の定格出

﹁公害

力の合計が二二︑五キロワ

防止条例施行規則﹂がカ月十六日

公害防止条例﹂によ っ て ︑

せん︒届け出をしないと条例の定
めるところによって処罰きれるこ
碍ト以上のものに限る︒︶

式のものであって︑原勒機

使用する作業︵さく岩機の効力

ワ一︑ト以上のものに限る︒︶を

ウ

イ

とになります︒

のでしょうか︐

では︑届け出をしなければなら
ない騒音を出す施設とはどんなも

告示されました︒この規則は騒音
を出さないようにするためのとり
きめが主です︒この規則によると

十八二七〜力以外のかんな盤︵固

容長が○︑四五立方メ

五︑コンクリートプラント︵混練

拡声機の使用も

特別養護老人ホームなどの周囲五
レメートル以内では︑拡声機によ

学校︑保育所︑病院︑図書館︑

の玉池重量が二〇〇キログラム

拡声機の使用も制限されます︒

以上のものに限る︒︶を設けて

！トル以上のものに限る︶又は

量が毎時五リットル以上の

る宣伝放送は禁止されます︑

アスファルトプラント︵混断機

ものに限る︒︶

行なう作業︵モルタルを製造す

七〜イ以外のチッパー

十四︑ねん糸機

るためにコンクリートプランを

四︑空気圧縮機︵電動機以外の原
動機を用いるものであって︑そ

二︑びょう打機を使用する作業

作業に係る地点間の最大距鍋が

する作業︵作業地点が連続的に

をみ翻11すような放送は禁止される

決められており︑附近の生活環境

飲食店営業等による深夜︵午後

ことになりました︑

の騒音も︑その周辺の生活環境を

十︸時から翌日の午前六時まで︶

電動工具を使用するはつり作

間の最大距離が五〇メートルを
七

鉄球を使用する解体作業

業及びコンクリート仕上作業
これら騒音発生施設の届け出に

八

ついての問合や︑届出用紙につい

ればなくなりました︒

︑

そこなうことのないようにしなけ

越えない作業に限る︒︶

における当該作業に係る二地煮

移動する作業にあっては︑ 一日

六︑コンクリートカッターを使用

機を使用する場合は︑遵守事項が

また商業宣伝を目的とした拡声

二十二︑クーリングタワー︵原動

設けて行なう作業を除く︒︶
スチームクリーナー

機の定格出力が○︑七五キ

式のものに限る︒︶

くい打作業などを実施する建設
作業は︑その作業を開始する七日

の原動機の定格出力が一五キロ

七日前に届出を

くい打ち作業などは

二十一二︑

ロワット以上のものに限る

重油バーナー︵重油使用

石材引割機

として使用する作業を除く︒︶

定式のものに限る︒︶

十夷︑自動洗びん機︵原動機の定

二十

十︑合成樹脂用射出成形機

のに限る︒︶

九︑印刷機械︵原動機を用いるも

騒音を出す事業所は︑十月三十日

四︑織機︵原動機を用いるものに
限る︒︶

十一︑鋳型造形機︵ジョルト式の

二十一

格出力が一︑五キロワッ︑ト

十二︑高速切断機

以上のものに限る︒︶

コンタ ートプラント︵気
ほうコンクリートプラント
十三︑研磨機︵乾式研磨機︑サン

。課

七〜工以外の帯のこ

ダー︶

、｝

二＝

七〜オ以外の丸のこ︵固定

ものに限る︒︶

を除き︑混練絹の混合容量

五︑建設用資材製造機械
ア

が○︑四五立方メートル以
上のものに限 る ︒ ︶

イ アスファルトプラント︵混
練機の渥練重量が二〇〇キ
ログラム以上のものに限る
︶

六︑穀物用製紛機
七︑木材加工機
ドラムパーカー

砕木機

上のものに限 る ︒ ︶

力が二︑二五キロワット以

イ チッパー︵原動機の定格出

ア

ウ

あっては原動機の定格出力

ております︒届け出をする必要の

前までに届け出をするこどになっ

工 帯のこ盤︵製材用のものに
が一五キロワット以上のも

くい抜機又はくい漆くい抜機︵

一︑くい打機︵もんけんを除く︶

ある作業は次のとおりです︒

の︑木工用のものにあって
は原動機の定格出力が二︑

二十五キロワット以上のも
のに限る︒︶

を使用する作業︶くい打機をア

圧入式くい短くい抜機を除く︶

三︑さく岩機を使用する作業︵作

除く︒︶

ースオーガーど併用する作業を

オ 丸のこ盤︵製材用のものに
が十五キロワットト以上の
ては原動機の定格出力が二

もの︑木工用のものにあっ

︑二五キロワット以上のも

にあっては︑

﹁日における当該

五十メートルを越えない作業に

業地点が連続的に移動する作業
かんな盤︵原動機の定格出
力が二︑二五キロワット以

限る︒︶

発生する音は九十ホーンから百ホーン

、

、

、

上 の も の に 限る︒︶

のに限る︒︶

お
た
ず
ね
公
害
対
策
係
に
パイルの打ち込み作業この打込み時に

十十十
七六五

あっては原動機の定格出力

カ

さ生
い活

圏
八︑抄紙機

くて
P↓

♪ノ
♂＿

釦、

［〉
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支給のわくがひろがりました
恩給法や援護法を改正
ります︒

養給付なども受けられることにな

恩給法と戦傷病者︑戦没者遺族
等援護法の一部が改正され︑年金
△特別給付金関係

た戦傷病者の妻にも︑特別給葺︑金

は血液不足で手術もできないこと

通事故︑病気等で輸血をすること
が非常に多くなっており︑なかに

以上がこんどの法改正のあらま

が支給きれます︒

もしばしばあります︒採血は決し

が必要になるかもしれません︒み

せつめいいたします︒自分だけは
と思っていても︑いつ自分に血液

その場で医師や看護婦がやさしく

しです︒わからない点は市福祉事

の
い

ておそろしいものではありません

血
が

務所までおたずねください︒

献
ね

のご相談は︑福祉事務所へ︒

めに献血をおねがいします︒献血

お
市では毎月一回︑日赤血液セン
ターから移動採血車が来て市内各

昭和四十穴年の法律改正によっ

や恩給扶助料が十月から大幅に増
て︑遺族年金を受けられることに
所で採血を行なっております︒交

額されるほか︑支給の対象わくが

なった戦没者の妻や父母および

⑦

一エ

十﹁月十二日

受け︑十月二十三日から十

筆記試験

十二月㌃日

③面接試験十一月十三日
包合格発表
受験申込書︑履麻﹃

3

筆記試験

試験．の方法

者︶．

ゴ
面接試験︑身体検査︑身L﹁

程度︶

ゼ

試験日程

調査が行なわれます．

受験手続

受験申込書︑履歴

事課に提出すること．︑

業証明︵見込証明︶を市役所人

書︵写真添付︶︑戸籍抄木︑卒

5

②試験日十﹇月十力日
③合格発表十二月力日

で

月十四日︵当日消印倉効︶ま

→一受付 十﹇月六日から十一

4

常識問題︵中藍

② 昭和四十八年四月一日現在
で満三十歳までの者︵昭和十
七年四月二日以降に出生した

んなのために︑そしてあなたのた

次のようにひろげら れ ま す ︒

障害年金を受けられることになっ

特別弔慰金は︑援護法による弔

面接試験︑身休検査︑身﹄
試験日程

調査が行なわれます︑．

②

専門科目︒

技術職員

市職員の任用資格試験

事務職員及び技術

昭和四十七年度日向市職員任用
試験がつぎのとおり行なわれます
ﾊ職員︶

1 試験区分
4

国語︑社会︑数学

△特別弔慰金関係
慰金を受けた戦没者の遺族で︑昭
和四十年四月一日までに公務扶助
っている場合に限って支給されて

料や年金等を受ける者がいなくな
いましたが︑こんどは昭和四十七
年四月一日までに公務扶助料や年
金を受ける者がいなくなっている
ものまで支給されま す ︒

職員︒技術職員は土木︑砂築︑
月三十一日︵当日消印臼効︶

農林︵農業改良並日及員の有資格

者︶について専門的知識を有す

嵂v者関係
日華事変︵昭和十二年七月七日
〜昭和十六年十二月七日︶の間に
まで︒

受験資格

る者︒

2

学力を有する者︒技術職員に

C 高等学校卒業又は同程度の

軍の軍属が︑公務の傷病によって

内地や満州などで勤務した陸︑海
死亡した場合も遺族年金︑遣族給
受験手続

業証蘭書︵界込証明︶︑学業成

言︵写真添付︶︑戸籍抄本︑卒

5

績証明を市役所人事課に提出す

日現在

で満二十五歳までの者︵昭和

羅⁝唖

聯藷

先明記の返信用封篇を同封してく

験由込書をご請求くだきい︒なお
二の場台は︑切手をはった︑あて

事課︵日向市本町十番五号︶へ受

受験ご希望のかたは︑市役所人
清掃事務所作業員

ること︒
︵現業職員︶

試験区分
受験資格
だきい︒

マスクメロン初栽培

義務教育卒業以上の者

︐

市内では︑はじめてという﹁マスクメロン﹂が栽
培され︑この十五日初出導きれました︒栽暗した

σ

2

給食調琿員及ぺ︶用務員

1

二十二年四月二日以降出牛の
者︶

試験の方法

応募の方法

員応募申込書﹂があるので住所︑

とか︒

吹D霧叢平民⁝⁝

カーフェリー初便式
一関東地域からの郵便物は汽車で
約五十時間ほどかかって運ばれて
いましたが︑十月一日から川崎〜
日向間のカーフェリーで運ばれる
ことになりました︒所要時間は二
十時間で今までの約半分の当量︒

十月一日の初便式は︑コンテナー
を稽んだ赤い郵便畜がカ・tフェリ

ーに乗ると暮色せまる港に汽笛が
響いて静かに出港していきました

磐︑

くりを勉強︒今年四月帰郷きつそく温室を作って
栽培したもの︒一本の苗木に一難しかならせない

岡県浜松市の近くの篤農家で﹁年間このメロンづ

藤きんは昨年門川農業高等学校を卒業︑すぐに静

のは︑塩界永田区の佐藤直さん︵十九才︶で︑佐

締切日

昭和四十七年十月二十六日

3

する︒

氏名などを書いて︑生活課に提出

市役所生活課に﹁自然保護推進

2

意のあるかた︒

作文︒

事務職福引国語︑社会︑数学

＠筆記試験

3

② 昭和四十八年四月

又は同程度の学力を有する者

ついては高等学杜専門謬帰詣

与金が支給されることになり︑公
務の傷病または勤務関連の傷病に

給きれることになり ま す ︒

よって︑昭和十六年十二月八日以
降に死亡した場合には弔慰金も支

日華事変の間に︑内地や満州で

▽戦争病者関係
勤務した軍人︑軍属が公務のため
に傷病にかかって︑不具廃疾の状
態にある場合にも障害年金や︻時
金が支給され︑戦傷病者手帳や療

自然保護．撰進員を

募集しています
私たちの郷土宮崎県の美しく豊
かな自然は︑私たちの祖先から受
推進員の決定

応募者のうちから県で選ぶ︒

4
5

このかけがえのない 自 然 を 守 り ︑

けついだ尊い財産です︒私たちは
育て︑さらによい自然をつくり出
し︑これを次の世代へ引きついで
た場合は︑実費を支給する︒

郵便物は全部番号で配達きれて

必ず郵便番号を

なお︑くわしくは生活課に

費用
県が招集した会議などに出席し

いかなければなりません︒このた
めに県では︑民閻における自然保
護普及活動の推進者として﹁自然
保護推進員﹂の制度を設け︑県民
した︒推進員は県下 で 千 五 百 人 ︑

います︒郵便番号をお書きいただ

のなかから募集することになりま

応募資格や方法などは次のとおり

うち日向市七十人となっています
応募資格

とができます．．

を間違いなく︑早くお届けするこ

くと︑区分けや運送が合理的にな
り能率もグンとアップし︑郵便物

1

市内に庄んでいる十二才以上の

万八千円未満の人は︑配偶者控
除が受けられる︒

豆剣士ガンバル
秋晴れの﹁体育の日﹂財光寺小学

校体育館で少年剣士たちの剣道大
会が行なわれました︒これは南町
の柳雪嶺剣道場が開設十七周年を
門川町などからも豆剣士が参加熱

記念して開いたもので︑延岡市︑

戦をくりひろげました︒小学一年
生という剣士も日ごろの腕前を披
いただいてうれしそうでした︒

︹歴史︺

哲学っテ

日向市立図書館に︑

つぎの新刊図書がはい
りましたのでメ・訂︑︶ご愛

︹総記︺

読くだきい︒

報道占︑メラマン︑真夜

︹哲学︺

中対談︒

若者の哲学︒兵役を拒

4：−・ロ

否した日衣人︒抵抗︑〃

︹社会科学︺

中国の日本人．日本と∂出会い．

缶︐．．婦人労働コ知識

老い︵上︑下と現代企坐天論︒定

︹自然F︸げ志

入門現代漢方︑高血圧の食事療注
開かれた小︸・−な扉︒

冷臓病の食事療法︑差別の論理︑

︹工学︺

︹産業︺

日曜大工事興
ユタヤの商法︑空に安全ばない
︹日本文学し

やきしい農業経営学︒

坊︑狼なんかこわくない︑奔馬︑

白鳥の歌なんか聞こえない︑黒ん

反乱︑幸福という名の不幸︑四角

暁の寺︑天入五衰︑たった一人︑刀

のごどく︑坂の上の雲︵一〜四︶

な麟︑白い椅子︑しおれし花飾り

っ︑仮面法廷︑銭の花︑酔いどれ

後白河院︑悲の器︑暁の追分に・∵

法郎︑胱惚の入．．

泌

船︑下々の女 名門深沢家の跡維
ぎ︑人殺し︑鬼謀の人︑密猟者万

瀦．
摯

﹁ワ﹂ダ．イ∴ヲ孟4︑ツーア

跨線橋できる
日向市駅をなかにして集西を結
ぶ跨線矯が二∂ほどできあがりま
した︒目高地区と日知屋地区を結

ぶ市街地の道路は原町り踏切の
これで遠まわりの不便が解消され

道路だけしかなく不便でしたが︑

ました︒たゼし歩行者のみ︒巾二
2︑長き五十六ゴ︑工費千四百五
十六万円で竣工式は十月二十﹁日

暴

砿

……

新刊図書案内

、

露して意気ヨウー．＼︒ごほうびを

謬霧1

かたで自然保護について理解と熱
人手不足を反映して︑企業では
主婦のパートタイマーを求めるこ

万八千円以上︑三十八万二千円

◎主婦のパート収入が年間三十一

家庭の主婦も︑子

未満の人は配偶者控除は受けら

とが多くなっていま す ︒

どもに手がかからな

税はかからない︒

◎主婦のバート収スが年間三を八

れないが︑パート収入には所得
くなると家計の一助
にしよう︑というこ
とで働く人がふえて

控除が受けられないのはもちろ

万二千円以上のときは︑配偶者
ん︑バート収入に対しても所得

きています︒

そこで︑バートで

ということになります︒

働いたときの収入と所得税の関係
◎主婦のバート収入が年間三十一

が

（一

税がかかる︒

主婦のパートと税金

について簡単に説明 し ま す と ︑

12磯儲

麟

∴］
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謡講ぜ

老人健康診査は無料
市では十月一日より老人健康診
査を行なっております︒福祉事務

で稽み重ねると富士山︵三︑七七

十兆円といいますと︑ ﹁万円札

＊募集戸数

課住宅係︒

富島漁協︵90〜伊0︶

▽24日

こんなに多くの郵便貯金が︑わ

いて︑住みよい社会建設に役立っ

たくしたちの毎日の生活と結バ︶つ

第﹇種三十戸︑第二

第一種住宅1七千

円︒第二種住宅．−五千五百円︒

＊家賃予定額

旬の予定︒

＊入居時期︑昭和四十八年三月下

とする矧族があること︒

④現在同居し︑また同居しよう

＊入居資格

かな人︒

わせて行ないます︒募集期間中に
住宅係までお申し込みくだきい︒

なお︑いまの市営住宅にあき家
がでた場合の補欠入居者募集もあ

です︒

第二種住宅は︑同じ方法で出た
月額収スが二万七千円以下の人

千円までの人︒

し引き︑さらに扶養家族一人に
ついて五千円を差し引いた月額
収入が二万七千円以上︑四万六

③第一種住宅に入居できる人は
総所得から給与所得控除等を差

②住宅に困っていることが明ら

ご協力をお願いします︒

ただいま郵便局では︑住みよい
社会をつくる郵便貯金の奨励運動
を行なっております︒みなさんの

ているわけです︒

＊申し込み場所︑日向市役所建設

目の健康診断が︑十月一日から三
十一日まで日向保健所で行なわれ

種三十戸︵いずれも六畳︑四︑

なお︑くわしいことは日向保健

梶木公

所︵電話五﹁つ︸︶へおたずねく

る十兆円を受け持っています︒

ます︒被爆者健康手帳をお持ちの

六麿︶の二十五倍の高さになり︑

五畳︑三畳と台所︑ガス風呂付︶

内は実施時間です︒

かたはぜひ受けてくだきい︒

重さはインド象︵五︐しの二百囲む

▽10月23日11細島支所︵℃・0〜ゴ・9

亀崎公民館︵℃・0〜ゴ●O︶

受診料は無料です︒

▽26日目秋山公民

▽25日目切島公民館

町づくりに役立つ
ほ郵便貯金肖
郵便貯金の預金高は十兆円︒
たいへんなお金ですが︑郵便貯金

はどのように使われているのでし
ょう︒

老人の医療費
助成について

っておりますが︑来年﹇月一日か

市では現在七十五才以上の人︵

ら七十才以上の入まで引きさげら

少ないようですが︑郵便貯金は︑

たとえば住宅や団地︑学授や病

ねたきりの人については六十五才

院の建設︑公害の防止やゴミ施設

れ︑病院で料金を払らわなくても
よいことになります︒しかしせっ

わたしたちの身ぢかなところでお

など︑わたしたちの暮らしのすみ

以上の人︶に医療費の助成を行な

ずみまでわよび︑住みよい町づく

役に立っています︒

いつも郵便貯金を利用きれてい
る人でも︑関心をお持ちのかたは

頭分にあたる大きな金額です︐

民館︵ナ0〜ド0︶庄手公民館︵博●

．0︶

田の原公民

0〜博．0︶余瀬公民館︵M姻

ださい︒

・咽0︶

à

姻0〜

南日向公民館︵℃・O〜一PO︶

▽27

0〜一・樹0︶

館︵℃・0〜一90︶曙公民館︵一P姻0
〜誌︒0︶美砂公民館︵一

日

本村公民館︵M・0〜M●姻0︶

金ケ浜公民館︵δ﹄0〜ゴ﹄︶

三

所から配布された﹁老人健康診査

︵ゴ・

50日・．遠見公民館

︵℃●姻0〜δ・伽0︶幸脇公民館

︵n・姻0〜 の0︶

毛分校前︵一．0〜n・0︶画工公民館

行けば無料で受診が で き ま す ︒

記録票﹂を持って市内の病医院に
対象者

0〜誌．0︶飯谷公民館︵デ姻0〜PO︶

t

▽31日11美々津支所︵℃・姻0〜一ご0︶

▽11月

明治四十年四月﹁日以前に生れ

0〜姻・0︶

館︵晶

民館︵ゴ．姻0〜誌．0︶

高松公民館︵一P創0〜ゴ・0︶別府公

1日1一落鹿公民館︵℃・岩〜一90︶

美々津漁協︵ビ0〜伊0︶

た人︵昭和四十七年四月﹁日にお
いて六十五才以上の 人 ︶

匇ﾔ

昭和四十七年十月一日から昭和
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狂犬病予防注射
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