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選掌後初の議会

市政の基本方針ど重点施策

られた知識と

うる溺 いど生きがいのある
ﾜちつくり凄
ました．︑

これによって得

しているかを︑私なりに把握し︑

市政に取り組む指針にしたとこ
なお︑市政の取り組みに際し

ろです︒

ては︑当然のこととして先に生

ヒた不祥事によって失われた市
政に対する信頼を一日も早く回
復することが最優先であること
は申すまてもないことてありま
す．そのためには清潔︑公平︑

そがその最短距離であると思い

誠実な市政運営に努めることこ

ます．︑

いま︑日向市をはじ

また︑地方財政の問題も大変
重要です

きるなら︑これまた無上の喜びで
私は国や県との連携を密にして︑

や県の制度事業を確保し︑住民

信頼関係を築きしげることて国

財政を圧迫していることから．

いかと感じたところです︒折し

はかります．．

以上︑令閨四年間の市政を担

福祉の向しと財政基盤の強化を

当するにあた﹁．ての基本姿勢の

り︑臨月の一体的な発展に少し
でも役立つならばと︑頬期間で
端を申し上げましたが︑その

営を身をもって実施するととも

なさんが希望にあふれ健康て心

根幹とすると．﹁ろは︑市民のみ

見地から日向市政を観察する機
本当によか

豊かな︑そして日向市に住んで

として会計検査院に奉職し︑国

卜六年間にわたり．国家公務員

ゆるかたがたに会い︑ご意見を

自分の目で確かめ︑また︑あら

をくまなくまわり︑市の実能心を

さらに︑助役辞任後は︑﹂巾内

思います．．

市政の柱の実行に努力したいと

ち﹂をめざして︑つぎに掲げる

とになり︑さらに本州の北端か

となって運動を続け︑いつの日

るとき︑可能性がある限り⁝丸

ると信ヒます︒

に発展するその基本は教育にあ

く住みよいまちづくり

Lかな自然を生かした美し

﹁うるおいと生きがいのあるま

の各省庁や公社︑公団等の行財
拝聴した結果︑いま．多くの市
民が市政に何を望み︑何を期待

ら宮崎市までの間が自動車道で

みを託しています．．

か地元の熱意が国へ届くよう望

ります︒なんとしても東九州自

の最初の実験地で．昭和五−r一．

日向市はリニアモーターカー

の低年齢化が進むなどの事象が

然としていじめが横行し︑非行

レベルにあるといわれながら依

生じていることは誠に残念と．言

年に実験が始まって以来．貴重
な実績をつくり．今やその技術

として県北の総力をあげて取り
組みます︒

な建設費と難工事が予想される

建設は不可能ではないが．膨大

によると滑走路延長干八百

の

報告が提出されましたが．それ

に委託していた可能性調査最終

航空システム研究会が専門機関

和六↑二︑六十一．一年度県別地域

頭に現実験線の延享をはかり︑

りますが︑さらに︑県知事を先

験地が決定されるかに聞いてお

動を展開しており︑近くその実

を含め．二候補地が激しい誘致運

が必要とされ︑すでに日向市

今後は延長五トキロの実験線

いわれています︒

充実︑学力向ヒのための創教育教

するとともに︑教育環境の整備

場でのきめ細かいご指導を期待

生徒の育成ができるよう教育現

きるような調和のとれた児童．︑

L愛に燃え︑国際社ムムに貢献で

て︑たくましく︑心豊かで︑郷

日向市の明るい未来を期待し

わさるを得ません

ことから︑たいへん厳しいとい

材等の充実に努力します︒

自由時間の増大に伴い︑人生の

また︑近年生活水準の向しや

実験の継続をお願いしたいと思
います︒

条件には恵まれているものの安

日向市は美しい海や山の自然

全で文化的な暮らしのできる環

だれもが豊かな自然の中で安

ますが︑事業の実施にあたって

成させ︑新規事業の確保に努め

実施中のものをなるべく早く声元

事業．生活道路等を推進します
ただ︑これら公共事業は現在

市下水路事業︑公園事業︑街路

整理事業︑公共下水道事業︑都

今後は年次計画的に土地区画

心の豊かさや潤いのある生活を

賞や諸文化行事に参加するなど

みなさんは音楽︑演劇などの鑑

期に日取もふさわしい学習ができ

す︒各自が各自の最も適した時

重要性もますます高まっていま

課題などを学習する社会教育の

各成．艮過程における課題や生活

全で文化的という面からは︑ま

は関係住民のご理解とご協力が

思一．ています．．

だ満足のいくものではありませ

大前提であることは申すまでも

境を願っています︒

ん︒もちろん︑二目まで歴代の

向けて︑私たちの日向市が豊か

まもなく訪れる二十一世紀に

と期待しています︒

自らの参加の機会がふえるもの

にわたる文化行事の開催もまた

ーが完成しますと︑さらに各般

求めています︒文化交流センタ

文化の振興についても市民の

ます︒

るようその機会の提供等に努め

市長さんが日向市建設のため︑

ありません．．

ら最大の努力をして取り組んで
諸事業ですから︑まさに百年の

きた事業がこの都市基盤整備の
計をもって取り組むべきことと

−孜−i亘

決して豊かではない財政の中か

﹇都市基盤の整備

う判断が示されたところです
しかし︑県北の将来を展望す

県北空港建設については．昭

は世界のトップレベルにあると

動車道の早期着工を最大の課題

が国教育の水準は世界のトップ

戦後四四四年を経た今日︑わ

結ばれ︑県北はいよいよ高速時

一、

代に大きく立ち遅れることにな

のあり方をつぶさに携わってき

地方公共団体の実態に触れ︑そ

政を通じて︑文字どおり全国の

．たといえるような

会が得られました．り

に︑日向市の近くにあって別な

めさせていただき︑一π財政の運

ロ

はありましたが延岡市助役を勤

も隣接の延岡市からの要請もあ

かでも思返しができるのではな

あり︑私を育てた郷土にいくら

数多くの知人は︑私にとって何

議会には最終日の追加議案一件を含め︑報告︑人事案件︑条例︑事件決議︑補正予算など十五
件か提出され︑審議の結果︑原案どおり承認︑同意︑可決されました︒

．

と自負するとともに．この財産

，
努めます

私は︑昭和一．．十一．年度から

な市政運．．

ものにもかえがたい財産てある

ます︒ご承知のようにここ一︑

清潔，公平，

の地方債を抱え︑その償還金が

A〃一

港である細島商業港と工業港の

二年でえびの市と八代市間の自

市政の基本方針§

め大部分の地方公共団体が多額

夢．

﹁︑

活用こそが市発展の基礎である

動車道が︷元成しますと︑几州縦

所信を表明する三樹博市長

また︑開会冒頭に第十一代日向市長の三樹博市長か︑市政の基本方針と重点施策を表明しました︒
人事案件二件のうち一件は助役の選任て︑和田助一氏が選任されました︒

潔

まちづくり

人間性Ωかな教育︑文化の

ちづくり

産業が栄える活力のあるま

あり︑また同方面の観光客の集
散する港湾としての条件も−r分
に備えています︒

ただ現在では︑大型船の入港
にやや不備な部分があるため．
中浜防波堤の延長や五万トンバ

ースの建設が必要であり︑これ
ら港湾整備の促進に努力します．

産業．経済︑文化等国民生活
に関連するすべてのものが高速
交通に深く根ざしている今日︑

県北が高速交通体系にとり残さ

と思っています︒南九州の農産

貫自動車道として北九州市から

れていることは誠に残念であり

物を大消費地である関東︑関西

年四月日向市役所職員︑現在に

年四月富高町役場勤務︒二十六

宮崎．市までの全線が開通するこ

助役に

和田助一氏を選任

至る︑︑

その間︑教育委員会総務課長︑

︻略歴︼昭租四年七月五日生ま

れ︹六十歳︶︒昭和二十一年三

大王町二丁目に在住︒

司の役職に在り︑現在に至る︒

また︑昭和三十七年から保護

員︑総務課長︵選挙管理委員会
事務局長・水道課長兼務︶︑助
役職務代行一の要職を歴任︒

福祉事務所長︑税務︑入事︑職

教育艮職務代行︑保険年金課長︑

睡蟹

峯

︑﹂P

臨

▼

「「｝．…

方面へ運ぶには最も近い距離に

全国にも例を見ない天然の良

㍗

を郷しの発展に生かすことがで

十五日間の会期て開かれました︒

市長︑市議会議員補欠選挙後初めての日向市議会は︑七月二十八日から八月二十一日まての二

@
@
@
@
@
@
@
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これらの中から︑三樹市長の所信表明をご紹介します︒

まちづくり

健やかで心のかよう明るい

まちづくり

恵まれています

安全で快適な生活ができる

一︑

しての諸条件1

造路交通網の整殖

日向市は東九
玄関。工業翻

一、

一、

、

2
3

重点施策
月に県立延岡商業学校卒業︑同

▼

﹁企叢誘致ど臨工業の振興﹂

企業を誘致して
信じています︒

．．．固

し︑市の活性化をはかります︒
今回︑私が日向市政に取り組

ん︑老人クラブへの援助︑シル

バー入材センターのような老人
への就労あっせんなどの社会参

加促進事業︑さらにはねたきり
人等をデイ・サービス施設に通

老人へのヘルパー派噛追事業︑老

るなどの在宅福祉が今後の重要

所させて各種サービスを提供す

ので︑国︑県にその充実を要請

な施策になると予想しています

企業誘致は︑これまで県との

医学が格段の進法をとげ︑生

健康二そ幸せの源泉です

活環境の整備が進む中にあって

﹁健康つく刀．

していきます︒

れひいては商工業の振興につな

む決意をした要因の一つが前述
協力によって取り組んできてい
このほか︑行政としては︑従

なるとそこに自ら活性化が生ま

のとおりで︑いま一つが企業を

ますので︑今後ともこの協力体
資等︑経営基盤の安定化のため

来からの中小企業向けの設備投
の金融施策や地域に根差した祭
の農業はどうあるべきか︑やは

このような状況の・もと．A−後

目されています．︑

礼︑各種イベントの実施も振興
り国︑県の指針に添いながら︑

がってきます︒

いては市の活性化をはかりたい

誘致して雇用の場を創出し︑ひ
に今日まで取得したあらゆる情
まい進します︒

報︑手段を活用して誘致活動に

制を維持しながら︑私は私なり

という念願です︒

最近の県内の企業誘致は︑交
通網の整備が進んでいる県央や
れてきていることは喜ばしい限

市民の健康水準は著しく改善さ

商工業の振興︑なかんずく商
策として重要で︑継続していき

県西部に偏る傾向が見られま
業やサービス業振興については
す特産物の生産︑農業基盤の整

かした農業や地域の特性を生か

わりとともに市民の健康に影響
備︑野菜︑花き︑養蚕︑養鶏︑

すが︑日向市には港湾や工業用
わが国のすぐれた高度技術を生

を与える要因は複雑かつ多様化
養豚︑肉用牛などの国民の需要

しかしながら︑時代の移り変

りです．．

生活保護︑児童福祉︑老人福
して︑さらに成眠病が増加して
の動向に即した農畜産物生産の

一祖．．祉﹂

祉．身体障害者福祉等︑各般に
いることはご承知のとおりです．．

振興がその基本であると恩いま

たいと思います︒

わたる福祉施策は入の生活に深
健康こそ幸せの源泉という﹂ム

す︒また．大消費地にいかに新

地域の活性化が最も有効な振興

くかかわり合う︑いずれも重要
場から﹁自分の健康は自分で守
鮮なものを届けるかという流通

水︑工場敷地が整っており︑こ
進み人口や所得が増え︑また他

な施策です︒中でも期年とくに
る﹂という健康の自主管理の自

策です．企業が進出して雇用が
地域との人．物の交流が盛んに

が急速に進む高齢化から生ヒる

大きな社会問題となっているの

国の農産物の過剰基調から農畜

農業をとりまく情勢は︑諸外

農林水産業

の整備によってすぐれた林業を

同化︑後継静首のム目窪︑生産基盤

続いていますが︑休業施〜設の共

林裳については︑近年生産コ
ストの上昇や木材価格の低迷が

つです︑

機構の改蓋口．確立も重要課題の

りまたは二入暮らしの老八家庭
が増え︑しかもますます増加す
と強まるなど︑内外の環境条件

産物の市場開放要請がいちだん

人福祉のあり方としては︑老人
はますます厳しさを増し︑数多

る︑与︑木材の流通機構の軟−備

の必要性も痛感しているところ

くの難︸題を抱えた国の対ム応が注

一体になって︑各地の観光資源

ージアップにもつながるものと

されるとともに観光都市のイメ

でリゾートとしての活用が促進

わせ観光の広域化をはかること

の魅力を生かし︑四季折々の伝

また︑私はこの機会に県北が

りです︒

日向市にはすぐれた自然︑文

統行事や各種イベントと組み合

以上︑日向市政に取り組むに

きるものと思います︑

見を集約しており︑早晩公表で

ますが︑当市も市民代表のご意

思います︒

豊かな観光資源に恵まれてはい
るものの一般的には観光都市と
．しての印象が薄いというのが現

また︑国民の生活態様の変化

状です︒

デル事業として︑庄手川が建設

また．本年度ふるさとの川モ
述べましたが︑この基本方針は

省の指︷疋を受けたことは︑ご承

端を

型の長期滞在の保養

今後四年聞にわたる基本構想を

知のとおりです．︑

あたり︑その基本方針の

リゾートの時代へと移行してい

述べたもので︑毎年︑年度当初

つまり

ますが︑ご承知のとおり︷呂崎市

自然とふれあい︑憩いと安ら
ぎの場所として︑また︑目向市
の海の玄関として韓．備されるこ

に披れきされる﹁基本方針と重
体性を欠いていますことをご了

地域整備法に基づく指定を受け．

すでに民間を主体とした保養施

とはたいへん喜ばしいことであ

周辺および県南地域が総合保養

設などの建設がスタートしてい

り︑ご高配をいただいた関係当

点施策﹂とは多少趣をかえ︑具

によって︑わが国も次第に欧米

﹁みか仙に

化．貴重な歴史︑伝統産業など

観光堕ゾh互

ホームなどの施設福祉はもちろ

このような状況から今後の老

齢化と核家族化が相乗して︑独

るこレか必至となっています

造成し︑木材士L産の増大をはか

は︑κ同

づくりを推進します．．

しい状況下にあります．︑遠洋漁

々の施策については︑今後その

承いただきたいと思います︒個
県北にも各所にリゾート地と
してすぐれたところが多く︑先

だき重ねてご指導とこ鞭燵をお

その節はご注意︑ご叱正をいた

．

に森ビル観光株式会社が日向市

るさと創生事業についてです︒

ます

業に依存する傾向にあります︒

進出を決めたことは喜ばしいこ

すでにいくつかの市町村でそれ

ただ︑最近の状況として︑つぎ

まず︑懸案となっていますふ

の二点について申しあげます︒

ぞれ独自の発想が公表されてい

願いします︒

点も多々あることと思いますが

まだまだ未熟で︑考慮不足の

ます︒

局に感謝の意を表したいと思い

したがって︑そのためには計画

とであり︑

機会に申し述べます．．

的な願染磯．角⁝礁の設置を行い︑

迎するとともに︑市としても協
力すべきことは階しまないつも

」Lノ．

一日も早い進出を歓

かるほか︑漁業技術の高度化や

業の減少φ軸入が年々増加して

ロ

回遊する魚類の停留や増殖をは
漁港などの整備が必要です︒

曳

いることからどうしても沿岸漁

ご承知のようにわが国

覚をいっそう高めるための健康

β・：＝罵
県との悔力停獅を細齢しながら、積楓駒な

漁業についても︑農業同様厳

です．︑

老人福祉の問題です︒

の条件に適合する企業もあると

届けるか一という流通機構の
改善、確立も重要課題の一つ。
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始めたばかりなんです︒今日
はトレーニングのつもりでやっ
てきたんですけど⁝⁝︒

らね︒

釣りは健康的で楽しい︵釣れ
ればの話﹀スポーツです︒大海

ミさんも﹁私も教えて﹂と︑乗

︒ストレス

釣り糸を垂れる−

原で新鮮なオゾンを吸いながら

われて自活へ出かけたことがあ
解消にはもってこいですね︒カ

二年ほど前︑会社の同僚に誘
りましてね︒同僚はクロを何匹
か釣ったようでしたが︑私のほ

本格的な釣りはまだこれから

たんですが︑どうでしょうか．．

三匹は釣ってくると約束してき

ました︒今日はその同僚に最低

竿は同僚が格安で譲ってくれ

り気でして・：︒

れじゃあ︑おもしろくないです

うは小さいエバが一匹だけ︒こ

苦い経験のおかげでその後は

よね．．

．︑仕事も忙しかっ

たもんで︑しばらく遠ざかって

さっぱり

再挑戦する気になったのは健
みててください︒いまに大物を

なすようにならないとね︒まあ

です．．まずは七つ道具を使いこ

康維持と名誉挽回のため︒同僚
釣り上げて見せますから．︑

ました︒

の鼻をあかしてやりたいですか
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党Dらジで︑レ思
色⁝︸かンのでやと

焼

と⁝人レす評チる
うも友アま好ひけ
とのにきもぜだ
とこ川風でてもた
かつ門家どとでい
ら打︑がほで駆足
ちをはわ合げお満
ど鼓レを6か︒ご
は舌タの升おすと
家にのも一︒まつ
が肉慢たにけいき
わき自つ度分ま︒

梶韓
げ ヒぞ響

熱る

この塔は︑天正十三年︹一五

ーーのある人物と見て︑まちがい
ないでしょう︒もしかすると︑

早知屋城跡は︑伊勢ケ浜のす
ぐ南隣︒海水浴のついでに立ち
寄ってぜひごらんください︒

伊勢ヶ浜の晴隣・日知量城
跡の起りロ付近にあります

れ8チーム）が参加します．．はつらつとしていて
見ごたえありますよ。
，あなたも会員に
市内の小学生諸君、ラグビー．で体を鍛えてみな

．なかたを紹介してください︒

炉一ゆ一一一一尋一一Pρr曜一一ψ＿ゆ●＿一＿雌一穿一炉一ゆ・騨一一■o一◎一団蘭駐ψ

﹁広報ひゆうが﹂に載った写翼をさしあげます．

このベージは︑みなさんがっくるページです︒あなたの身近

日向一フグビー・S

持っているのですが︑薄暗い墓

ぶん供養塔ではないかと思われ

八五︶に建てられたもので︑た

み込まれている一応道宗居上﹂

ますが︑四角形を牝弐旙身準刻

かもったいない気さえします︑

地の片隅に置いておくのは︑何
それと伊東塔は︑名前のとお

とんでもない大物−かもしれ

も述べたように︑伊東氏にゆか

ところ不明です︒ただ︑先ほど

の戒名を持つ三物の本名は今の

り伊東一族か︑もしくは伊東氏
の家臣の中でも︑ごく限られた

有力者にだけ建てることを許さ
れたものであることも特徴です︒

氏の拠点だった西都市や日南市

ません︒いずれにしても︑この

また︑分布圏を見ると︑伊東

が︑市内にも日割屋跡城の登り

などに数多く残されています

一基だけその美しい姿を見

伊東塔の美しさは本物です︒
に︑

口付近に集められた石塔群の中
せてくれる典型的な伊東塔があ
ります︒

や﹁﹂陶︵4嵐10か月V

さんの

いか。会費は月1．000円．申し込み・問い合わせば、

あ
大会で県内から16チーム（低学年、高学．年それぞ

＼N．

「は
幼稚園通ってるの。

長日（
長白（

爾謳嘉、
わんぱく盛りで一す。
なやさしいんだ。

正式な形ての試合は年に2回（春、秋）。県の

⑫

︒

冒

戦国時代に活躍した伊東氏に
ついては︑このシリーズでも何
度か紹介してきましたが︑今回
の話をさせていただきます︒

は伊東塔と呼ばれる珍しい石塔
ちょっと舌を噛みそうなこの
呼び名も︑最近ではあまり使わ
れなくなりましたが︑以前は伊
東氏の文化水準を示す独特の石
塔と言う意味を込めて︑盛んに
伊東塔の特徴としては︑まず

使われていたものです︒

い美しいプロポーションがあげ

第⁝にほかの石塔には見られな
られます︒もともと伊東塔は︑

昭和57年の4月です。

元気がよすぎてときどき
ママにお目玉。ただいま
もありません。

o

コ

りPRをどうぞ
会員は市内の小学1年から6年まてのおよそ30
人。毎週日曜日の午前10時から旭化成グラウンド
で練習に励んでいます。正午まで。
ラグビーは強い忍耐力とすばやい判断力、そし
てチームワークが要求されるスポーツですが、少
年ラグビーてはルールも緩和され、もっぱら体力
づくりにポイントか置かれています。つまり、中
学、高校生になって本格的に取り組むスポーツに
適合する体をつくるということてすね。したがっ
て練習中や試合中にケガをしたりしたことは一度

．

「釣り」
墓塔や供養塔としての性格を
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昆⑬繕
事務局の田中（52−3874）まて。
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★﹁私の趣味﹂﹁わが家のあったかメニュートが幻ぱっちよるヨー﹂
は︑前もってこ運絡を⁝﹁日向っエ丁﹂は︑4歳未満のチピッ子に
限ります︒かわいいあなたのお子さんをパチリ！
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献血d心の贈06の

8月2B、「動く美術館1の川島博

｝．

10＝0卜15；00

館kし日乍外交協会常務理事〉から、

@、

13日㈱

画伯のf乍品が贈られました．

作品は百号の「ミケーネでの昼食」
男性．がくつろいでいる情景で、どの

股

病

院

︸

三

夏の甲．f園で初の宮崎県代表。日

しました．

9：30〜10＝30

．董．＝諏

こ樹博

市トくは「ありがとうございます、来
年兆成予定の文化交流センターに展

12：00〜14：00

猛追しましたが、あと．．一歩のところ

小し⊂たくさんのrlf民に鑑賞しても

で振り切られて惜しくも涙をのみま

らいます1とお礼を述べました

した，

でも、最後までさわやかプレー、

14：30〜15』0

▼本物そ．つくり

面します鯉餅俸噸

日向ラジ］ンクラブli催の作品展

大きな声援と拍手が絶えることなく
送られました，

「ウジコン
フ1ス」 ．でハル．が，
7月28日から3〔lBよでの3日間． B

障害を持つ人と持たない人が、学校
や社会生活、社会活動などで、お互い
に心の体験を通じて学んだことや感じ
たこと、社会に訴えたいことなどを作

I司存屋て

開かれ素しア

匂・膚㌦轡】臨

夢の向雌≧

同クラブは昭和49句4月に結成
今1で15周年を迎えたことピ、これ
か凸一

．．

．5

会場には、会員たちが直心込めて

エ

乎

作りヒげた飛行機．ヘリ」フター．、

ヨッ民戦車、レ．一スカーなとのラジ

艶

コン模 およそ50 が展示され、訪
れた人々も麩心に鑑賞していました．
．q

岬﹄團雪■踊■

紙2〜4枚。高校・一般は
5〜8枚程度 ③別紙にタ

聖

橋・

中学生は、400字詰め原稿用

■■囲︑

還

亀

を凱日□開 饗遡賦雑品

口蒔

界市30階を

一

匹．
●

書間た間．会リま楽ま
世一らl−．．
への一か館展 図いきのす．小あ入てい
界本も日同本
同長てどで展も大って
は︑れほ冊たてらとつ
世絵に25﹁絵
のらが瑠4卜い中かに浸
のいん月間い
夢しさ7目よ
．たか継10ど開立壕手に
いらなは6一たし中みこなて期学︑界
しばみ館のでし示の読こ本めみ由り世
楽すひ書で一ま展書に︑絵初休 寄の
レ ぜ同まビさ 蔵もやた 曳評ち夢

テーマ■出会い、ふれあい、心の輪
一一学校、職場、家庭であ
なたの体験を広げよう
応募資格■小学生（盲学校、ろう学校
および養護学校の児童を含
む）以上。
応募方法■①小学生、中学生、高校生
および一般の4部門 ②小

瞬帰冨

灘

と宮崎県

9

催圃総理府障害者対策推進本部

｛質嫌垢壷・
ぜ

を．記念して開いたものです

フォト一一ユース

ン

文に書いてみませんか。

蟹撃．
．ボノ

、ノ

ナい鶴
．黒．

イトル、氏名、年齢、性別、

★連絡先／市企画課・広報統計係容52−2111内線2213

@気軽にご利用を！
無料回忌相談
T︑

﹁︵と

縛9
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愚

﹁障害者に適した仕事がな

がそうした評価を生

んでいるといえるでしょう︒

態度﹄

▼障害者のための雇用率制度

国では﹁障害者の雇用の促進
等に関する法律﹂に基づき︑障

害を持つ人の雇用促進と安定を

この法律では︑民間事業主に

はかっています︒

従業員の一・六％以上の身体障

害者を雇うことを義務づけてい

ます︑

金を支給するという制度です．．

索

雇用の門を

ハ森

障僻者浄二雇い入れる企業に助成

雇用の門を広げよう

』一

9月は﹃障害者彊用促進月間﹄

い﹂

障害者を雇用しない理由とし

を持つ人の求職登録制度を設

い﹂Iiなどです︒しかし︑仕

てよくいわれるのは︐﹁能率が悪

け︑きめ細かな職業相談や職業

事に就いている障害者の中には

通称﹃職安﹄として知られて

紹介を行っています︒昭和六↑

その能力を高く評価されている

いる公共職業安定所では︑障害

三年度中の新規求職の申し込み

もちろん︑適した仕事に就い

人も大勢います︒

万人が就職しましたが︑まだ︑

ているということもあるでしょ

者は約五万玩千人で︑うち約三

七千人に上っています．働く能

就職の機会のない人が︑約四万

うが︑それ以上に︑多くの障害
者のかたに共通する﹃ねばり強

力を持ちながらも︑なかなか職

◎

い性格や不断の努力︑誠意ある

磁

に就けない人が多いのが現状で

6

す︒

▼雇用しない理由とは

つマ

また︑雇用率制度を経済的に

支えるために︑納付金制度が実
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率を達成していない企業から納

．馬．

続へ目占少なセ

1】

二

n映︐ゐ家なビ

ム明

こレ﹁馳ノ療育わ

乍部臣び警察署の機動捜査隊．各警察

高室道路交通警．瞳．宮崎運転免論センタ．．一免論史漸事

鴇口民宿舎な．二

本部︑各警察署は当直体制レ一なりま弓

食肉衛生検査明．

県・月2回の土曜閉庁

すでに今月から

県の機関⁝は︑・へ月から↑母月の

ています

第一．・第四土曜日が休みとなっ

ただし︑県疏の病院︑高校︑

祉施設︑少年自然の家などは︑

博物館︑図書館︑入所樋門会福

今までどおりです︒ほかにも︑

業務を行う機関がありますので

くわしくはご利用の各機関へお

問い合わせください︒

H

務一．通信指へD

85−26−70〔お）

ど︑なお︑警

センタ

（宮崎市橘通東2丁目10番1号／809

署力警・．り用無線自動卓係八．︑．カ．二．派出所旋び鞘r所な

棉紐靴へ

応募先・問い合わせ■県障害福祉課

病

二歩叡

年

1甦覧il

察

他

害者の日・記念の集い（12
月9日／東京）にご招待、
表彰します。

Ik少

的」i壁

多．く働けるように︑あなたの職

施所

1鼠型

の

施♂1

源として︑雇用率を達成してい

拘［入

付金を納めてもらい︑これを財

■第2・4土曜日も今までどおり彙務を行う機関

る企業へ調整金を支給したり︑

職業または学校、学年、住
所、電話番号そのほか参考
事項（障害の有無など）を
記載して添付する。
表彰8各部門ごとに最優秀1遍、
優秀3遍、佳作5遍を選び
表彰。最優秀受賞者は、障

9

応援団が詰め掛けたスタンドから1ま、

ﾞ曜譲麹∫

・．

主

前半大量 を奪われながらも、後
半は持ち前の粘りを発揮、7回には
4番黒木政良選手が3ランするなど

ql、

贈呈式はr卜長等ご行われ、

漂

日本ブロイラー

猛反撃、よくやった！
向高校は大会4日目の12日、第2試
合で群馬県代表の東農大＝高と対戦

な作品です

和田病院13：00〜15：30
日向農協・蔓々津支所

陣

網賭，

庁向から鑑賞しても視線が合．うよう

九電日向電カ所9：00〜11：30

21日㈲

慧u6

市に小現会創・匠会貝の故・中昏健次

12日㈹東 ソ 一1roo〜14：00
日向郵便局14＝30〜15：30

．汽

緊．．

剣百号の大作を寄贈

醇

9月のスケジュール

4日〔月〕日向市役所

広報1♪ゆδが

☆みなさんの身近な話題、ホットなニュースを係までお寄せください。

憾
相談画
交通事故，公害，金銭，

土地建物，家庭問題など

と

きレ9月26日・10：〔岡｝〜15：DOi

ところレ市中央公民館

主催レ宮崎調停鳩山連合会i

日向地区調停協会
，．ノ
8

1

．

：誕

ご本人にさしあげます。係までノ

｢ゆうが

広報8

9月の交通事故相談レ28日目の午前10時30分から市中央公民館で。午後2時30分まで。

ゴ﹂

い

さ
だ
く
用
量

〜

1

，琶

ご利用ください︒

・．

w5

D糞．引・E

1冒確鐸1．1ゴ

i

市は︑市政に対するみなさ
んのご意見・ご要望を伺うた
め︑市民の声ポストを庁舎玄
関に備え付けています︒ぜひ

醤・茜
一．
一

︸

市民の声ホスト［二つに
三二声ε・7正「・二反醗

★相談所の設置
排水設備工事、トイレの水洗化、受
益者負担金など、下水道に関すること
ならなんでもかまいません．お気軽に

日月火水木心土、
9・・・…
21 gi
4

6

5

7

8

1011121314⑮16i
1ア
24

18
25

26

27

21

20

19

28

29

⑳i

i

をはかろうというものてす，
rhでも、促進デー一の．つとして、つ

ぎの行事を行います，ぜひご利用くだ
さい」

★浄化センター施設見学会
汚水がきれいになるまでのしくみや
．卜水道施設の維持管理を理解していた

だくため、期間中、浄化センターを市

所■．市役所玄関前

脇、美々津

交通制限にご協力くだざρ

4〜ア月決算法人の消費税
元年4、5、6月および7月決算法
人の消費税の確定申告と納期限は、今

でされないことや減額されることもあり

めです。ご理解ください。

年の場合、特例で10月2日となってい

」

ます．

ター準備係（君54−6111）へ。

手

ます・

万4．000円、2人の場合は3万9，000円、

撃

品■生活の中で趣味や生きがい
として創作した作品（例二
盆．栽、竹．木、紙細工、刺
しゅうなどの自作または共
同作品）、ただし、自分で
会場へ搬入・搬出できる作
品に限ります。1八何点で

﹁●一

盃支㈱は・騨1入の場合が月額3

なお、オープン後のセンター使用に
ついては．電話による相談を受け付け
ています。くわしくは市文化交流セン

の

作

市社会福祉協議会

▼国税の無料相談／9月8日・10時〜16時︒日向商工会蹴所︵含5215131︶

董所得が限麟川・・ある塀・は、支給

●確定申告書は早めに

格■市内在住の60歳以上のかた

□危険な場所を避けて
避難するときは︑つぎのよう

お願いします。

資

︻時そこに避

は
ただし、公的年金を受けていたり、
謂 母親が事実婚状態にあるとき、また、

催■市、市老人クラブ連合会、

な場所に注意しましょう︒

馨です・

主

徳難

これは、建物完成後の各種設備の調
整やテスト、会館職員の研修、新たに
購入した駐車場の整備
など、開館
に向けてのいろいろな準備が必要なた

今から六十六年前の大正十二
年九月一日︑関東大震災が発生
しまじた︒死者・行方不明者は

来年の1月中旬となります。

調査員がみなさんのお宅に伺いまし
たら、調査にご協力くださいますよう

履灘遡

く利用されます。

。養育しているかたが受給てきる手当

ご出品ください。要領はつぎのとおり．

朝川ぺりやがけ
地震の揺れで地盤が崩れやす

建設を進めている文化．交流センターの
オープンは予定のll月より少し遅れ、

くなっていることが多いので︑

や地方公共団体の各種社会や経瘡施
策、福祉政策などの基礎資料として広

近寄らないように︒広
場や丈夫な建物がある

．．児童扶養手当
離婚や死亡などで、父親と生計を共

9月13日から19日までの7日間、日

向寿屋で開く「第2回高国者総合創作
品展示発表会」の作品です．ふるって

ときは︑

市が文化交流の拠点として、中町に

難して様子を伺い︑安
粋な経路を考えてから

対象に行われます
結果は、統計としてまとめられ、国

して危険です︒

文化交流センター

●ご存じですか

にしていない児童／18歳未満）を監董・

●高齢者作品展の作品

●オーブンは来年1月

□狭い路地や塀ぎわ
瓦が落ちてきたり︑ブロック
塀やコンクリート塀が倒れたり

「

あわせて約十四万人︒こうした
災害の恐ろしさを忘れないため
に︑九月一日を﹁防災の日﹂に

0

、

しょう︒鉄筋コンクリートの住

9月9日は「救急の日」

隼額が10万円を超え、16万2，000円以下）

については、随時受け付けています。

行動しましょう︒．

ヒψ げ 1、i

れがあるからです︒

（市社会教育課・容内線2426〕

∵一lIぐ．i

□避難の際の持ち物
最低限︑必要なものだけにし
ます︒すぐ︑持ち出せるように
日ごろから避難袋を準備してお
くことがたいせつです︒また︑

から市役所玄関前で

鶉問い価せ■文化連盟事務局（丸岡花
時
．∫．ゴ毛三・君52−5414） 、
体育協会事務局

落ち着いて正確に

申し込み・問い合わせ■市建設課（雪
内線2346）。なお、1種住宅（収入基

大播れが止まったら
亀 指定の場所へ
地震で怖いのは火災︑津波︑
山崩れ︑がけ崩れなどの二次災

撃締醐り■9脚日の正午まで

ξ・よ、」｝i

津波やがけ崩れなどは︑地震

い．

稠9番は

害です︒

日

9月から11月までの3か月間、全国

消費実態調査力芙施されます。
この調査は、国民の暮らし向きを、
家計の消費、所得、資産の三面から総
合的に把握することを目的として、全
国すべての世帯から抽出された世帯を

が起きてから短時間のうちに

央公民館、体育部門は市社

会鮪課へ提出してくださ

書④そのほか市が請求ず
る書類

−3301）へ。

きましょう︒

8

昆

●家計簿調査にご協力を

家族が離ればなれになったとき
のことを考えて袋の中に家族全
員の氏名︑住所︑非常時の連絡
先などを書いたメモを入れてお

す）を芸能・芸術部門は中

に避難してください︒

参加方法■申込書（各事務局にありま

袈

くわしくは延岡税務署（80982−32

地震はいつ発生するか分かり

ようお願いします。

くわしくは日向公共職業安定所（君
52−4131）へ。

定めています︒

必要があります。早めに提出されます

63、2164）へ。

ンターで．訓練は松竹洋裁学校（財光
寺山下）で行います。

宅などは︑地震の揺れで扉がゆ
がみ︑開かなくなってしまう恐

文化連盟旧向制構協会
門■芸能、芸術、体育

所得証明書 ③給与収入者
は、過去1年間の給与収入
証明書。自営業者などは、
過去1年間の月別収支明細

襲ってきます︒大揺れが止まっ
たら︑指定の避難場所へただち

響

また、課税事業者に該当する場合は
「消費税課税事業者届出書」提出する

ださい
くわしくは市福祉事務所〔容内線21

②63年分の

失業保険を受けながら洋裁を学んで
みませんか。日向公共職業安定所は洋
裁の訓練生を募集しています。
対象は、現在、失業保険を受けてい

いつ起きても落ち着い

葛部

かに要件があります）。

●洋裁の訓練生

て対処できるような心構えを持

翼

催■市、市教育．委員会、日向市

りから仕．しげまで、初心者のかたでも
頬期間（6か月）で習得できます。
入学式は10月3日に延岡技能開発セ

ません︒

主

58−0492）

一指万還

購

スカート、ブラウス、ワンピース、

添付書類■①住民票謄本

ださい。

ぎ二

パンツ、ジャケツトーなど型紙づく

つことがたいせつです︒

団体は理由書が必要です，要領はつぎ

1のと別．

なお、児童扶養手当の認定自目．求は、

支給要件に該当する日から起算して5
年を超えてはで きませんのでご注意く

』●【

9月／がん征圧月間

まず落ち着いて
身壱守る
大きな揺れがあなた
を襲っても︑すぐ外に
飛び出してはいけません︒屋外
に出たとたんに︑瓦や窓ガラス
などが落ちてきて︑思わぬケガ

つ

加算されます。

Z

−6569）、美々津老入福祉センター（君

あること ④住民税の滞納
がないこと（単身・母子世
帯向きをご希望のかたはほ

該当する法難は、確定申告書を、期
限内に税務署へ提出するとともに、消
費税を最寄りの金融機関で納付してく

かたには交通費まで受給できるなどの
恩典があります．

問い合わせ■市福祉事務所（君内線21

をするかもしれないからです︒

開催二品は10月1日から12月末まて

藁ですが・都合で輔中嘆施できない

から午後5時までに寿屋3
階まで。搬出は同20日の午
前10時から正午まで．

（若干戸）

（控除後）が10万円以下で
午母撫

3ノ＼目からは児童1八につき2，000円が

定員は15人。受講手当のほかに遠．方の

68）または市老人福祉センター（君52

去1年間の平均月額所得

気軽にご参加く

搬入搬出■搬入は9月12日の午前10時

③母子世帯用…新財市南

し、現在住宅に困っている
かた ②現在、同居または
同居しようとする親族（婚
約者を含む）があるかた（単
身世帯向きを希望されるか
たは除く） ③収入基準は
入居者および同居親族の過

ます．

るかたや10月以降同保険を受ける見込
みのかた（中卒以卜45歳まで）です。

記念品■出品者全員に贈呈

入居資格■①市内に居住、または勤務

第25回目向市総合．文化祭の参加団体

を受け付けています
たさい。

ンター（春原・美々津）へ。
申込期間■9月4日〜11日

櫛の山、小松崎、新旭市、
財光寺北、大原、木原、岩
②単身用…新財市（若干戸〉

今年度も、下水道管を布設する」事
を向江町、鶴町などで実施し、片側通
行などの交通制限を行う予定です。
市民のみなさんには、いろいろとご
迷惑をおかけすることになりますが、
快適な生活環境をつくり、自然を守る
下水道整備事業の趣旨をご理解いただ
き、ご協力くださいますようお願いし

氏名、年齢を明記して市福
祉事務所または老人福祉セ

グラッときたら︑すばやくガ
スの元栓を締め︑電気器具のコ
ンセントを抜くなどして．まず
火の始末を︒そして︑テーブル
などの下に身をかくします︒

民のみなさんに開放します。
見学を．希望されるかたは、．下水道課

場

にテーマ．住所、電話番号、

余裕がある場合は︑玄関の扉

蟹

国的に促進ムードを盛りヒげその推進i

間■9月6日から8日まで

もOK。
応募方法■①応募用紙（市にあります）

エδ

今回は、空き家（2種）が生じた場
合、それを補充するための募集です。
募集期間■9月1日から14日まで
募集住宅■①一般用…塩田、大王谷、

ご相談ください；，

期

ρ

などを開け︑出口を確保しま

●気軽にご参加を
市総合文化祭

30

22

れは、ド水道建設の必要性や下水道に
対して理解と関心を深めてもらい、全

．●市役所の代表電話番号は52−2111番です

●空き家の入居者
市営住宅

全国下水遵促進デー／9月10日

までお申し込みください，

㌔

巨愚蒙

境されるまちにしたいネ

9月10日は「全国．卜水道デ．一」、こ

3

レ市醜ニュース。行富強市殴テレフ：オン妙一ビス㊥駿一罐⑨◎◎へ

●門戸互書士￡劉轟7睾∫1室モ蓬三・う室モ布1＝・｝．．．．．．＝芝9鱒＝．＝＝∴i．．τヨ「一＝

一一

広報uゆう」が

．：ト・二二謬「il；q＝〜養4舜まτ，、杉≒ξ資．；電r誘♂●54−8181：＝＝ヨー．δ、．．，イ、．㍉．〆ノ」．」．．．ノ．

人口と世帯り亡・6・い「．内：耽胱

世帯数
口

59，003

ノ、

〔一13：1

27．813

ノ＼

「一33

31．190

匝亘玉〕難

1十7

）−

ノ＼

男女

人

19．356世帯；

●振動障害の健康診断

1−10）

剛

支士

象■日召希063年8月弓こまれ

1歳6か月児
日

時■g月19日

場

所■市民健康管理琴〜．（餐内線2150）

対

（13：00〜14：00＞

象■昭和63年2月生まれ

3歳児
8・9月．の納税
8月

9月

市 県 民 税
匡眠健康保健視

2期

今年も振動障害者特殊健康診断を10
月3日、中央公民館で行います。午前9

場

所■市民健康管理夢4君内線2150）

時から午後4時まで＝

対

象■昭和61年8月生まれ

2期

林業に携．わっているかたでチェンソ

水利地．益税

1期

ーや刈払機を使ってf乍業をしているか

固定資産税

3期

たは、ぜひご利用ください．

完納で住みよいまちづくり

受診ご希望のかたは9月2日までに

日目寺■9月1［」

（13：〔｝0〜14：00）

※時間はいずれも受f寸の時閲で．す＝

母r健康斗帳も忘れずに．ノ

●9月の休日在宅医

目向分会〔隠居国有林協同組合／容52
311■手口IH病F完〔「勺・外・放・目尚外季十

−5135：｝へ，

♂●52−0011）

●健康チェックしませんか

ノ∫、1左L千．十♂●52．一3324〕

〔1勺

成人病検診を市内の病院・医院で．実
施中ですdl月30日まで）．対象は40

とじておくと便利です

芸脅P輸
開館時問■9：00〜16：30

休鰭日■毎週月丁田、年末年始

入館料■無料

検診Bは毎週火、水、木、金曜日で．
受診されるかたは、当日午前10時まで
に電話予約が必要です。
くわしくは市健康管理課（君内線21

ご利用ぐだざ

3か月二

直接「蔓々津軒」（翻一1229）へ。

ポウセ捨てないで…！

日

口寺■9月

土易

戸斤■日1

9月20〜26日

りu6

武富

52−5522）

17日■干代田病院（外・整外・胃腸・
52−7111）

柳

52−2950）

大平医院（内・小児科♂52−

11で呆健戸斤

（窓52．一5101｝

時■9月13日

対

象■．圏ド成元年2月生まれ

田中医院
協

和病院〔精神・神経科♂●54−2806〕
24F1■鮫島医院（整形外科

52−8191）

吉森医院（内・胃腸科

〔君52−51⑪1）

1歳児

54−4468）

（内・小児科♂52−2515）

〔13：00〜14：00）

所■日向保健所

4046｝

52−

永田医院（産婦人科

52−3388）

※当番医がかわる場合があります。

時■9月7目

（13：00〜14：00〕

所■市民健康管理多ン．（君内線2150）

テレホンサービス（君53−1214）で確

認を！

会黒木．占郎〔細島）〉．．孔川州〔吉野川）

レ金井清〔梶木｝〉鈴木トキエ〔：1西川

を歌って欲しい。野球部ナイン、
すばらしい夏をありがとう。〈隆〉

2
ノー

内｝P＞赤木エイf．1松原〕

その熱き思いをバネに、来年、校歌

．．1．1．1．

式田光二〔浜田D＞内倉セツ〔北町｝〉

日の2日間、盛
大に開かれまし
た。今年は会場
を富島高校前通
りに移してにぎ
やかに開幕。また、踊りをサンバ調に
アレンジした「日向サンバ」も初登場
して祭りを盛りヒげました。

創立15周年目にして初出場。県代

表校として健闘した。念願の校歌
を聴くことはできなかったが、終
盤、持ち味を生かした猛追撃を展
開。みごとな戦いぶりに胸が熱く
なる思いだった。栄光のドラマ。

．1

寺）〉黒田ツイ．f冒永ll：）〉．一政善市

株川砂ゆ黒田ユミエ椿現原！レ林

6
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甲子園。日向高校野球部が学校
．

印〉海墜睦子〔落鹿ゆ黒木i記〔貝枕

し、よっとこ祭
りカボ8月5、

ピリオド
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今月の表紙

▼人権相談／9月6日・m時〜15時︒夷々津公民館

日

射線科

︑II．1．．．．．

藤

社会福祉協議会へ（香典返し）

ゼ蹴霧事臨調・蓄・田

托

54−4401）

医院（皮膚科

■愛のご寄付川州略）

屋島町）〉づ・松良＝〔財塒ゆ黒轍

刷

22Eh13：00一一14：00）

場

場

lll

吉出医院（内・小児

23日■二木医院〔産婦・外・胃腸・放
8、

対 象■平成元年6月生まれ
7か月児
日

勤物愛護週間

−1011）
・放射線科

3337）

申し込み。問い合わせば

飼い主dみなさん

15日圏渡辺病院（産婦・泌尿器科♂57

●乳幼児の健康診査

お

63−14

47〕

田医院（産婦人科

会合に催しにぜひ

且i

54−2459）

寺尾医院（産婦・外科

麻酔・皮膚科

56、2157〕へ，

幸4肉院

〔♂じ52−4009）

今給黎医院（内科

などで、

幸竜

・

1〔．）日■．．七巨窒医道F完qメヨ・射手斗♂ら58−0034）

検査の内容は血圧測り芝、検尿、心電
図、血液検査、内科診察
昨年より増えています。

く1メヨ

・率青神聖斗♂●52−2409）

「卜目艮手斗

歳以一ヒのかたで費用は無料。

新ひむかまちづくり塾

f左可暴1ケミ院

