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中小企 業 者へ

みなさ》カ

以上営 み、過年度分の市
税を 滞納され ていない こ
と。
◇融資条件 保証融資
額は 一人につき五〇 万円
以内で、 ニ カ年以内の割
賦 返済です。 なお利息は

長 期運 転 資 金融資
市内中小 企業者の健全経
営と、そ の育成振興をはか
るため、 二月一日から長期
運転資金を つぎの条件によ
り融資いたしております。
◇融資対象 市内 に店
舗、事業所を持ち ーカ年

一課です 」一
製“
誌鶴
一競 裁繁麗 」驚 柳

し＼勤馨。

土 地、建物、 償却資産があ
る と固定資産税が賦課され
ますoまた、旧市内に 固定

これを取り扱う のがこの係
です。
このほか、納税証明書 の
発行、 税金を期限内に納付
⑧
され ない方への督促状 の発
行など の仕事をし ておりま
す。
◆市民税係 みなさんが
市役所正 面を 市 に住所を定 めますと、原
課
入りすぐ左側が 則 とし て市民税が賦課され
みなさん のも つ ます、 と同時に県民税も賦
務
とも関心深 い、 課され ます。パイク等お持
税金の賦課から ち の方には軽自動車税が賦
税
徴収 まで の仕事 課 されます。 たば こを買う
とたば こ消費税として市 に
o
入り、 学校等建設の重要な
財源 となります。 これが こ
の係です。
切、
迅速をモ ツトーとし て
このほか、電気ガ ス税、
木材 引取 税の賦課調定、パ
イク等の ナンパー の交付も
し ております。

納めますと報償金がださ
一 に
一 れ
ます。また、まちが つて
一 納めますとまちがえた金 は

一だ“mか係 税金を納期前

一

発行所 五所川原市役所

ク春
雪の上 にまた雪が降る
風 に吹かれ て梢が鳴る

抄ク

粉雪が 渦を 巻い て舞いあがる
よろ こび勇 んだ雪の道
わら靴の 子もい たゴ ム短靴の子もいた
汚れた 足をお尻 の下におし こんで
先生 のお話し をきいたあの日

青 いたたみ の上にかたくすわり
はじ め て見た A家のお ひなさ まは
まば ゆい ほどきれ いだつた
その先生もも う この世にいない
遠い とおい 日の ことだけど
（中三 にて）

あれはや はり今 日のような日だ つた
と思う

い街 にするため行つ ている
都市計 画のた め の水利 地益
税が賦課され ます。 これを
取り扱う のが この係です。
このほか、土地台帳、家
屋台帳 とそ の地図の整備 や
資産証 明、公簿 の閲覧 など
の仕事をし ております。
◆納税係 税金 は取られ
るも のではなく、納め るも
のです。 一人一人が 納め た
税金 はー つにまとめ、私 た
ち の市を建設し ているので
す。 この税金 を納め ていた
だく のがこの係です。
◆第 二納税係 あ なた方
が税 金を納め易い よう に、
お互いが協力し てど こでも
納税貯蓄 組合を作 つており
ます。 この事務指導をし て
いるのが、 この係りです。
また、どなた かが税金を
滞納し ますと、不本意 なが
ら差押えし なければならな
いこともあります。

二銭八厘です「
◇取扱 金融機関
西北信用組合
◇申込方法 申込 書一一
部に納税（市税）証 明書
一部を添えて市農林商工
課、商工会 議所、信用 保
証協会、 西北信用組合 に
申し込 んで下さい
〇 なお申込 用紙 は商工会
議所にあり ます。

市役所市民 課住民登 録係
長、 葛西富 蔵氏は、外国人
登録事務従事職員 とし て成
績が特によかつたので、 法
務大臣賞を受賞され まし た
この表彰式は二月二十日法
務省おで こなわれた。

葛西 氏に法務 大臣 賞

さきご ろ申し 込 みを受け
ておりました、小 児 マヒ予
防生ワ クチン投与を、 つぎ
により お こないます。 （カ
ツ コは投与場所）
五所川原 （小曲、
湊団 地、・
十川町含む） 地区 （西北中
央病院） 二月二十 六日 一時
ー四時、栄地区 （栄
支所）
二月二十 七日 一時 ー三時、
梅沢 地区 （梅
沢支 所） 二月
一一十八日 一時ー三時、 三好
地区（ 三好診療所 ） 三月一一
日 一時ー
‘三時長橋
地区 （長
橋支所） 三月三日十時 三0
分 ー十二時、松島地区 （松
島支所） 三月四日 一時1 1
11
時、 七和地区（羽 野木沢小
） 三月五日 一時ー 三時、飯
詰地 区 （飯
詰支所） 三月六
日 一時ー三時、 毘沙門、 長
富地区 （
毘沙門小） 三月九
日一時 l三時、中 川地区 （
中川支所） 三月十日 一時ー
三時
都合 により各地区で受けな
かつた方は三 月十一日 一ー
四時 まで西北中央病院で お
こないます。

生ワ ク投与

小児 マヒ予 防
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県善意銀
わ五所川 原
支店が咋年
八月一 日、
山福祉事務
所に 開業し
て以来、 ぞ
くぞ くとみ
なさん の暖
か い善意を
つ
窓 口に およ
せ いただき
あり が とう
ござ います
これらは保
護 家庭、 入
院患者 など
のめぐまれ
版い 方 々に
おくられ ま
した。
なお十一月十四日ぎち 一
月十七日までに窓ロ に預託
されに方 Aは、 つぎのとお
りです。 （敬
称省 略）
一し〇〇円増 田桓 一、衣
類五点工藤房 一、愛 の輸血
奉仕市青年団協議会、 坂本
弘子、三〇〇O 円成 田喜一
郎 ノート八〇冊、砂糖 二五
袋長尾政五郎、自動車一 台
浪岡信用金庫七和支店、 一一
〇〇円小さき主のし もべ、

招待券 三五C 枚八大興行 社
五〇〇円渋谷呂 二、 一〇〇
〇円当町YM、 一〇〇O円
無名、 三〇〇円 無きに等し
い名、 四五O 。円 五高 厚生
委員会， たきぎ 三〇〇把中
里珍田佐兵衛、 背広一着、
鉛筆 ニ四打無 名、 一〇〇〇
〇円 西北遊技場、 古雑誌工
藤睦子、真 一、田町、 五民
生、 しようゆ 五〇本 三橋 正
次郎、 六五〇〇円 電 々公社
六四〇〇円ド リーム、衣類
一〇〇点東 雲町、 一〇九〇
丹越谷喜 明、 衣類一 ニ五点
十川町 々内会、 一〇〇〇円
無名、 二五〇〇円物 品 三箱
旭町々内会、 ゴ ムぐつ七三
足木村 鉄七郎、 一〇OO〇
円原又三 郎、 七五 三〇円相
互 タクシー、 二五〇〇円五
所川原印刷職 員一同、 招待
券 三七〇枚日本劇 場、 足袋
一四四足佐 々木彦太郎、 一
〇〇〇 円弘南 バス職員一 同
七一七 円工藤まど か、 五〇
〇〇円東北 電力 職員一 同、
ニ〇〇 円小さ き主 のしもべ
ニ〇〇〇円村上純 一、技 術
預託 （タク
シーー台）津 鉄
観光、 衣類 一包無 名、 一〇
三一円五農農産加工、 衣類
四包上平井町 々内会、千羽

服装点 検のあと、 五農高プ
ラ スバンド を先頭に市 内大
通り を分列行進し た。
また、消防署 の消防ポン
プ による放 水演習が あり、
優良 消防団員、 消防協 力者
の表彰、 消 防長 （市
長） の
講評、 消防団長の訓 示、万
才 三唱があり 終つた。

消防団 出初式

ありがとう

二月十五日は旧歴の初午
この日恒例の市消防団出初
式がお こなわれまし た。雪
降 りの悪天候に めげず集つ
た五〇〇余名 の団員は 午前
九時、消防署 のサイレ／と
ともに各分団ご と に消防署
前 に整列、国旗掲揚、 観閲
官 （佐々木市長） の人員、

鶴 一包佐藤雪 郎、衣類一包
無名、 三九三〇円 甲三、九
〇 五〇円婦人会、 一〇C〇
〇 円衣類 四包市商 店連合 会
特殊預託 （ミ
ユージツク」
津軽信用金庫、 うど ん三〇
箱成田篤弥、 一〇〇〇円脇
元中学、 一八三円本五冊 南

の

小 たけのこ 会、 一O〇こ円
YM氏、 五〇〇 円無きに等
し い者、衣類二〇点 無名、
一一三一八
円匿名、 一〇〇〇
円松島婦人会．妊娠中排症
の保護指導、新生児 の保健
指導林き わ、 三〇〇 五円唐
川さだ

だし まし たか

3月 18日～3月21 日 中央公民舘

市 県 民 税

3月16 日～3月官日 松島支所

申告 書は各 相談所に準 備し
ておりますから、 あなたの
居住地 の相談所へ おいで に
な つて申告の手統きをレ て
くだ さい。相談所の日 程は
つぎのとおりです。 （土曜
！日曜、祭日 は
日は午前中、
休み ます）

3月12 日～3月 13日 三好支所
工 事完 了届 を

3月 10 日～3月11日 中川支所
‘
．

増 田病院 にて死去し
ましたc
享年 五十六才

病気療養 中 のと ころ

市民 課長、 阿部武
四郎氏 は二月十二日

阿部市 民 課長

建設工事を され た建設主
は、 工事が完了し ますと建
設基準法により 完 了届 を提
出し なければ なりませ ん。
これら の届出をし なかつ た
ときは、規定 により罰則 を
適用され ますので、 建 設工
事が完了し てまだ完 了届を
出し ていない方は、 市建設
課を 経由し て五所 川原土木
事務所 内建築主事 あ て提出
してください。

3月7 日～3月9 日 飯詰支所

ー

3月5 日～3月6 日 長橋支所

申 告相 談所 を 開設

3月3 日～3月4 日 七和支所

ことしも市民税と県 民税
の申告の時期がや つてまい
りまし た。市役所で は、み
なさん に納得のいく税 金を
納め ていただくため に、 こ
としも各地区ご とに申告相
談所を開設し て、申告を 受
付する ことにいたしまし た

2 月 28日～2月29 日 栄 支所

〇消防協力者表彰
東北電力五所川原営 業所第
二班、田町白川将慧田 町土
岐義信
〇優良消防団員 表彰
第五分団第四部、 同第五部
第六分団第一部班 長片山松
代、同団員秋田修一、 同第
ニ部団員外崎 清治 第 四分
団第一部班長今半雄。

申告相談所開設日程

②

ス

ー

ユ

ー

収

わ

あなたの善意ーーー

●

毘沙門出張所

3月14 日

梅沢支所

3月2日

昭和 39 左1二 Z 月 25 日

