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市 の 人 口

53,132人

男

25,694人

女

27,438人

世 帯 数
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印刷 西 北 印 刷

14,637

（昭和57年 4 月 1日現在）住民基本台帳から

撫醗器輪齢
ゆっくりでも走ろうというジョッギングコースの走り

み体力づくりに励んで下さい」 とあいさつをしました。

初めが 4 月29日、およそ 800人の老若男女が参加して行わ

準備体操のあと参加者たちは、市長を先頭にコースい

れ、快い汗を流していました。
この日の朝は、薄曇りの肌寒い天気でしたが、思い思
いのトレーニングウェアを着た親子づれなどお祭り広場
に続々詰めかけ、寺田市長が、「日頃からスポーツに親し

っぱいに広がり、互いに談笑しながらゆっくり走り、市
営球場近くの折り返し点までの往復 3 キロ航を走り抜きま
した o
（写真＝=4 月29日、岩木川堤防で）

春のクリーン 作戦が 四 月
二＋四日行われ まし た。 国
道 339 号線 と駅 通りの交

側溝 から あげ た泥の運搬作
業を 行い まし た。
この日 の作業には、 寺田

ダ ンプ、 ショ ベ ルカー など
に先立っ て、寺 田市 長が、

六台 の車両が 出 動し、 作業

先頭に二 班に分かれ、 車 の
往来が激 し い国道の中で、
すで に町内で あげ てお いた

新行政 連絡 員 ）

郎▽千 鳥町ー 金沢 寛▽ 湊団

（

地町 l 阿部 安太郎

)
(
57
・4 ・ー、58
・3 ・31
▽錦町ー 長内千 代吉 ▽幾

五所川原 地区

勝治▽ 平井町廿 津 川武雄▽

ー沢 村繁 ▽四丁目廿葛西勇

二丁 目ー 長尾 与広▽ 三丁 目

▽ 一丁目ー藤田善太郎▽
中 平井町ー古 坂功▽ 下 平井

六丁 目ー 白 川久夫▽七丁 目

三郎▽五丁目ー 工藤昭子▽

松島団 地

町ー木 村 智慧 雄、 高橋善 次

島町ー 片山 政一▽ 柏原町ー

郎 ▽さつき町ー 伊藤 正彦▽

高松三 雄▽上 平井町 ー気田

カー に次 々に積 み上げ、 汗

側溝 の泥やゴ ミを ショ ベ ル

側溝 の泥やゴ ミを 運搬
冒⑩ク紗難ツ 鷺
「
きれ いな まちを 実現 する

ー春藤孝 男▽八 丁目ー 千葉

ため、 春 のクリーン 作戦 運

敷 島町 ー中山 金 次郎▽東 雲

惣之 助

害課、
差点で ある旧 ロータリを基 市 長はじ め市 清掃公
て、
敷 島町 五能線 踏 建設課、 五所 川原土木 事務
点 とし

を 流し ていまし た。

町ー 木 村一 雄▽ 旭町 廿成田

動が 広が るようにが んばっ

所、

栄治 ▽大町廿 姥子竹 次郎▽

市 町内会 も応 援に出、

切か ら鎌谷町 交差点 の間で
このあ と一行 は、市 長を

てほし い」と 励まし まし た。

内ー 原田 ヒロ

末広町 ・新宮町ー 松本一雄
町廿葛西 徳蔵▽ 本 町ー 葛西

一町内ー 白 取孝 一▽第二町
専造▽ 東 町ー 小 山内末治▽

▽高野廿 堀内秀城、 堀内

七和地区
町ー 藤森 正夫、一戸勇、三上

野目ー 斎藤 定美、 新谷健之

謙 司、 小笠原惣 三 郎▽前田
▽第 一柳町ー 対馬左都夫▽

羽 野木沢廿 伊藤 武一▽原 子

廿斎藤 伊助、 柳原 政次郎▽

助▽持 子沢ー 成田 岩太郎 ▽
町廿 金沢 定雄▽元町ー木村

俵元ー 伊 藤武雄

拓三 ▽十川町廿 前田貢 ▽平

派立ー 斎藤 良 男▽野 里ー 石

l 石岡勇吉、 小枝富明 ▽杉

町ー 佐 々木兼五 郎▽栄町ー

和町廿 笠井 長三郎、 野呂甚

岡周助▽ 神山廿成田 勇 蔵▽

▽浅井ー 笹森 豊弘 ▽福山

助▽雛 田ー 関宏行▽小曲 ー

松野木ー 仙庭好 美 ▽福 岡ー

長橋地区

成田孝 一郎▽沼田町 廿古 川

廿仙庭文 男▽豊 成廿 工藤順

▽石田 坂ー 斎藤 仁郎▽ 戸沢

中 川定雄▽若山ー 高谷栄 一
▽第 一千鳥町 ー原 田市太

湊団地

ミツ エ▽八重菊 ー中野鉄 男

江良直 義▽田 園調 布ー 大沢

文男 ▽新町廿唐牛 行 雄▽田

第二 柳町廿 葛西 富蔵▽ 成田

晴男▽ 川端町廿山 田四 ッ男

弥生町ー 藤 田仁 三郎▽ 鎌谷

県 営住宅廿 長尾テ ル子▽第

▽市営住宅廿 中谷 正治 ▽

五 月二十九

▽末 広町ー 小野清 茂▽ 布屋

若 葉地区

ロ とき

「あな た

五所 川原

（土）午前十時か ら
正午 まで
ロところ

中 央公 民館
口講話
※テ ーマ

ならど う する上土 婦 と
て消 費者 とし て」
中 館哲

※講師弘前大学 教
育学 部助教 授

戸

寺 町 ・岩木町ー福士孝一▽

し

市

日

「
消費 者講 座」
開設 のご案内
五月三十日
は「消 費者の
日」で す。
この日 は全
国各地で 消 費
者問 題の 認識
を深め、 消費
者行 政の 推進
を はか るため
の行事が 行わ
れます。

子氏
口映 画

市で も次 の

消費 者教 育 」

「 母 と子 の

日程で 消費 者講 座を 開
集下さい。

催し ますので 多 数ご 参

「消費者の日」記念行事
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、、

冷害を
乗り切ろうミ

寺田市長が農家を激励

・

への意欲、方針、現状等 の
説 明を熱心に聞きながら、
「
管理を徹底し て二年続き
の冷害をなんとか乗りきっ

センターを訪れた寺田市
長は、組合員の方々の育苗

▽尾崎正雄 市内字田町
一八七（廿⑩二六二四番）

て欲し い」と周囲を激励し
四月二十三日、寺田市長
が長橋‘梅田両地区にある
昭和二十四
年六月一日は

ていました。

育苗センターを訪れ、苗の
育生状況を視察、激励しま
した。

市内大字

人権擁護委員
法が施行され

両セン ターとも農業構造
改善事業の一環として設立

▽佐々木初海

市内字鎌谷町
八（廿⑩二四九三）

七）
▽木村資

八）
▽白戸良徳 市内字鳥森
三九の四三（ 廿⑩六九 〇

▽磯野房枝 市内字敷島
町二〇の一七（云⑩二七九

▽小笠原徳一 市内大字
野里字牧の原一六の二（。
⑩三〇六一）

吹畑字藤巻三六の一 （廿⑩
員法は国民 の
基本的人権を
▽山谷清 市内字元町一
擁護し見守る、
五二の一 （廿⑩三〇三五）
いわば民間人
▽鎌田嘉兵衛 市内字柏
による人権の
原町四の二（廿⑩二五六
番人の機関で
す。

人権擁護委

た日です0

▽石井福太郎 市内字鎌
谷町六二の一 （
云⑩三四八
〇）

されたもので利用組合をつ
くり集団で運営にあたって
います。
また、集団による育苗セ
ンター運営のもうーつのメ
リットは、両地区ともリン
ゴど ころでもあり、田植え
とかちあう農繁期に労カを
振り分けることができると
そ の効用を話していました。

六月一日を
「
人権擁護委
員の日」と定
め、この日を
中心としてみ
なさんと共に
一層の人権思
想の啓発に励

困窮し ている方はご相談し
て下さ い。

員がおります。日常生活で

あなたの街には法務大臣
が委嘱した次の人権擁護委

す。

む ことを申し合 せておりま

人権擁護委員制度き響櫛篇篇

睦男▽稲実ー菊池新一、加
藤藤男▽広田廿山田千秋、

ー藤田藤栄▽三ッ谷ー岩測

▽湊ー平山弥助、三橋兼
蔵▽姥落ー藤田寿造▽猫測

昭彦、土岐市五郎▽中泉ー
佐々木善吉、神誠
栄地区

三
梅沢地区
▽梅田ー成田友則、木村

田みよの▽五本松‘北下ー
坂本長蔵▽下村ー今実

曙町ー岡田晴正▽興隆 ・朝
日ー太田裕治▽下岩崎廿其

八四郎▽長坂ー笠井正昭▽

正町ー須藤栄▽大日町ー岩
田政義▽南下・中下ー須藤

新町 ・大町廿今広勝▽伝助
町 ・下町ー三浦幸男▽上町

飯詰地区
▽坂の上・南新廿長峰政
直 ▽北新・中町廿木村勉▽

中川地区

‘寺町ー中谷庄左工門▽大

毛内喜代三▽雇用促進住宅
廿八島健▽七 ッ館廿葛西繁
夫、葛西喜美雄▽みどり町

▽毘沙門l佐藤粕蒸▽旭

▽川山ー松沢松治郎、藤
一丁目ー藤田良雄▽同二 ・
森武松、舘山長治郎 ▽沖飯
三丁目ー西村達志 ▽同四丁
詰廿秋田嘉太郎▽桜田ー笠
目廿藤田富男▽同五丁目ー
宮腰富美枝▽同六丁目廿木 井敏江▽中泊ー高松東五郎
▽種井ー藤森紀一郎▽田川
村一四五▽同七丁目ー須崎
正▽同八丁目廿田中多三郎 廿平山清一 ▽新宮ー山川実
三好地区
松島地区
▽鶴ケ岡ー小野秋雄、開
▽吹畑ー寺田寿 ▽唐笠柳
ー橘節男▽石岡ー佐 々木嘉 米チョ、小野博英 ▽藻川廿
四太郎 ▽水野尾ー高橋信一、 川浪民也、工藤義信、竹谷
寅五郎、川浪善久 ▽高瀬ー
清野謙六▽漆川ー吉村嘉右
成田充蔵▽福井ー小野善作
毘沙門地区

工門▽太刀打廿山形隆一 ▽
桃崎ー小川仁三郎▽尻無廿
山田実▽一野坪ー島谷寅之

ー成田勝美▽共栄ー山口善
治 ▽中野 ・川端ー杉山治▽

（敬
称略）

ー高橋聡允 ▽下長富廿木村
千代作

上長富廿増田光信▽中長富

新田廿太田藤太郎▽中崎

助▽石畑廿大久保勘三▽前
落 ・中村ー山内盛雄▽馬性
ー高橋天進▽野崎廿村田富

造▽田中廿渋谷武則▽悪戸
宮田ー高橋博士 ▽川代田

ー工藤兼作▽米田ー対馬貞
市▽二本柳廿寺田文雄

広報こしょがわら
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『

、、

、、

習やす園轡審
罷臨

とや すらぎ のある まちづ く

さわやか環境緑化まつり
「
生活に うるお いとやす
環境 緑化 まつり・花 と緑
んら 小・中学 校の新し い 一

さつ、南小一 年の須藤洋 さ

とあい

の市が 四月二十 三日か ら四
年生四人に、 鈴木教育長か

りにご 協力 下さい 」

日間、市庁舎前お 祭 り広 場
ら桜 と梅 の入学記念樹が 贈

らぎを 」

で開かれ、 花と緑を求 める
られ まし た。

コテ マリの苗木一 万本が 無

いて危険物取扱作業に 従事

五

五所 川原地

〇一九 番、 内線二五・二六

区消防 本 部予防 係（。 ⑩一一

ロ お間合せ

まで

月十七 日か ら 五月二十九日

ロ受 講 願書受 付期間

る方

取扱者の うち 受講を 希 望す

口 H 以外 の方で危険物

現に 危険 物施設にお

料で 配布され、 庭園樹 の整

六月十七日（木）

月施 行 ）で「事業 者は その

る法律 」

番） まで

負担 とし て跳ね返っ てまい

事業活 動に 伴っ て生じ た廃

次のいず

日

とあっ てテ ープ カッ ト と同

し てい る危険 物取扱 者

れか に該当 する 方

時に 入り口で 待ちか ね てい

枝、 勇定講 習会等に も人気

期間中は イチ イ、 サツ キ、

た市 民がどっ と押しか けま

が集 まり まし た。

され、 市 価よ りニ・三 割安

した。

危険 物取扱 の作業保 安講習

ロ とき

五所 川原地区 消防 本 部
消防 法第十三条の五の規
定による危険 物の 取扱作業

ロ受講対 象 者

ロとこ ろ

市民たち で賑い まし た。

の保安に 関する講 習を 次の

午前九時ー 午後四時 三十分

会 場 にはすで に花を つけ

とお り行ない ます。

初日は午 前十時か ら開会

三万本の 庭木や盆栽が 展示

たサッ キなど 百五十種、 約

市民文化会館

式が 行われ、 寺 田市長が「花

りますので 付 帯要 望事項を

棄物を 自らの責 任にお いて

（昭
和四十六 年九

とは前 述の通 りで す。

添え て答申が あ りまし たこ

棄 物（ごみ ）問題懇談 会 」を

ご審議をお 願 いし修正を し

ていただき、 十分 なご 検討

議会 を二度にわ たっ て開い

とこ ろが、 五所 川原市で

てもらうよ りないわ けで す一

処理業 者と契約し て処 理し

ない 」（第三条 ）こ
とに なり
設 置し ていろいろご 審 議 ・

て ニ月定例市議会に『 条例

は同法施行 後も 事業 所のご

適正に 処 理し なければ なら

ご 検討をお 願いし てき たこ

の一部改正 』を 提案し 御議

みまで 家庭ご みとし て無料

一部にし ろ有料 化の問 題

とは、 ご承知 のとお りで す。
二年 続き の冷害で 農家 は

報紙で 詳し く述べたとこ ろ

決 いただい たことは市の 広

ですので、 市議 会の全 員協

大き な打撃を 受け、 その農

人 口の増加及び 生活 様式

自分で 処理で きなければ

で処 理し てきまし た。

と、．あ とで市 民 への大きな

（ごみ ）問題を 放置し てお く

棄物の処 理及び 清掃に 関す

「
清掃法 」に 伝わ る、『
廃

事業 者負 担 の自覚を

願 いいたし ます。

覚 されご 協力 下さるよ うお

行 政は 公平で なけれ ば な

りません。 市民 のみなさん

です。 四・五 月と市 民へ の

が、 六月一日か ら実 施され

もこ の際 不公平の是 正を 自

PRに努 めで まい り まし た

ご みの処 理に ついては数

部にし ろ有料 化するこ とは

るこ とに なり ま す。

い商店を はじ め各事業所が
多 くの問 題点が あ り ますの

しかし、 このまま廃棄 物

非常に 心苦し いとこ ろで す。

不況に 苦し んで いる とき一
で、 具体 的な対 策を 立 てる
よう と市内各界 の代表
の方 々にお願 いし、「一般廃

聴し

ために 広く市 民の意 見を 拝

まい りまし た。

の変化に伴っ て、ご みの 量

まし た。

は年 々増加し てその 質も 多

業経済に 負う とこ ろ の大き

収は六 月一日か ら実施

ことは再三にわ たり述べて

様化 の一途を たどっ ている

不燃物 の処理 手数 料 の徴

を 育て木を植え、 うるお い

引
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年金めは声レ

、

一、年金の種類と受けら
るため拠出制の老齢年金

たとき、すで に高齢であ

福祉年金に ついて
れる要件など
の支給要件である保険料
納付済期間を満たすこと
ができなかった方で、次
の要件のうちどれか ーつ

、

に達したとき、または六
十五歳に達した後に障害
の状態になったとき。

でに生まれた方であっ て、
国民年金の保険料を納め
た期間と保険料 の免除 さ

年金額
000円 （
月額
・ 288、

明泊45年‘月2日から大正2年4月1日までに生まれた人

明治一年4月1日までに生まれた人

間

れた期間が次の表の下欄
に掲げる期間を超える方
が七十歳に達したとき。

大正2年4月2日から大正3年4月1日までに生まれた人

期

大正3年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた人

③明治四十四年四月一
日までに生まれた方、ま

の点は、市総務課企画室（廿
⑩ 2111番、内線318
1319番） へお問 い合わ
せ下さい。

〔
丙の ニ調査〕 飲
食店 のうちバー、キ ャ
バレー、ナイトクラブ、
酒場、ビ ヤホールを対
象 とします。
この調査に ついてご不明

ナイト クラブ、酒場、
ビ ヤホールを除く。
）を
対象 とします。

く。
）を対象 とします。
〔
乙鯛査〕 個人経
営 の商店（飲食店を除
く。
）を対象 とします。
〔
丙調査〕 飲食店
（
バー、キャバレー、

に区分されます。
〔
甲■査〕 法人組
織 の商店（飲食店を除

調査は、次の四種類

的に使われ ることは絶
対 にありませんので、
安 心してお書き下さい。

下さるようお願 いします。
皆さんにご記入 いただい
た調査票は、統計以外 の目

性別は問いません。

ロところ 市中央公民館
ロ受講料 無料
ロ講師 小山吉之助氏（元
※隣り近所お誘 い合わせ
のうえおいで下さ い。年令

五所川原第一中学校長・前
五所川原市教育長）
ロ演題 “川柳漫談（

六月一日現
在で、全国 い
っせいに 「商

業統計調査」
が行われます。
この調査は、

通商産業省が
実施している

統計法に基づ

く指定統計調
査で、全国の
商業 （卸‘小
飲食店）
売業、
を漏れなく調
査するいわゆ
る「商業 の国
勢調査」ともき目われる
止され、
276、000円
000円 ）に
月額23、
（
なる方があります。

の人は免除できません。
詳し いことは、市社会課

お伺 いしますので、お忙し
いとは存じますが、ご協力

五月の下旬から調査員が

ことを目的としており
ます。

店の全国の分布状況と
か、販売活動など商業
の実態を明らかにする

模別などに区別し、商

ものです。
この調査によって全

国の商店を業種別、規

ー市民講座
開 催

い。

国民年金係（廿⑩二一一
一番・内線二六六番二 一六
七番 ）へお問い合わ せ下さ

24、
000円 ）ただし、
扶養義務者等の前年の所
得により、 一部支給を停

年 年 年 年

ロ とき 五 月一一十九日
（
土）午後一時三十分ー三
時

「商業統計調査」にご協力を

給付 の種類
福祉年金の給付は四種
類あります。
老齢福祉年金
障害福祉年金

①明治 四十四年四月一

厭「
」）
要の
件に該当
たは前（
する方が、日常生活に著

に該哨するとき支給され
ます。
受けられる要件

現在、年金を受けている
日まで に生まれた方が七
十歳に達したとき。

十福祉年金
［警
準母子福祉年金
方の数は次のとおりです。

し い制限を受ける程度（国
民年金法障害等級表に該
当するとき）の障害の状
態になっ てから六十五歳

和五十六年三月末現
（昭
在）
福祉年金 三百七十万人
老齢福祉年金
国民年金制度が発足し

手続きはお早めに

の申し出をし て下さ い。
ただし、老齢年金 は免除
された期間が三分の ーに減
らされますので、保険料を
今年の四月分から来年の三
納
められるようになったら
月分までの ーカ年分の保険
す
ぐに追納し て下さい。
料は免除になります。
十年以内の分なら、旧料
保険料が免除になっ ても、 金でさかのぼって納められ

国民年金保険料の免除申請
国民年金 の保険料 はーカ
月分が五千 二百二十円です
が、失業したり、収入が少
ない、生活が苦し い、冷害

ず市社会課 ・国民年金係に
認印をお持ち になり、免除

ただし、昭和五＋六年
四月以降は新規に支給さ
れる方はおりません。
②大正五年四月一日ま

4

などのため保険料 の納付が
障害年金や母子年金、遺児
ま
す。
困難な方は、申し出に よっ
年金などは、納めた人と同
追納した場合は、保険料
て保険料が免除 されますo
様の額を受けられますから、 を納めた場合と同じ計算に
今、早速手続きをすれば、 そのままに放置しないで必
なります。なお、任意加入

商業を営む皆さん

日

5

月

6

年

7

生

その12の 1

広報i
議

分まで．
祝祭日、
年末年 始
毎月末日、

ロ休館日

議醸麟麟難
毎週月曜日、

市立図書館利用のご案内
図書館は図書・記録、そ
の他必要な資料を収集・整
理 ・保存し、地域社会 の住

c/)

一 冬期時間 午後四時三十

一 夏期時間 午後五時三十
一分まで

(

ロ利用料金 図書館の利
用は無料です。

一民 のための生涯にわたる学
ロ図書貸出 一人一回三
一習の場として、広く市民の
冊まで、期間は十日以内
利用に供す ことを目的とし
ロ団体貸出 市内 の各種
て設置されたも のです。
団体、読書グ ループ等で所
一 ロ開館時間 午前九時111定の発録手続きをした場合、
一十分から
一団体三十冊まで ーカ月お
貸しします。

昭和57年（1982年） 5 月15日

市と市教育委員会主催の
「
チビッ子農園」の開園式
が五月二日、市内 吹畑藤巻
の農園で行われました。
この催しは、県の市民農
園事業の一環とし て行われ
ているもので、 一人当たり
約三十平方H の農園を百十
五区画、合わ せて約三千四
百平方Hを市内小、中学校
の児童、生徒に自由に農作
物を栽培し てもらおうと提
供しているものです。
開園にあたっ て鈴木教育
長が「土に親しみ汗を流す
喜びを味わっ て欲し い」と
あ いさつをした後、主催者
ロ利用手続き 図書館の
受付で登録をし て下さい。

この日はあいにくの雨に
たたられ、作業は中止とな
り、せっかく集まったチビ
ッ子たちをガッカリさせて

日（木）

います。
みなさんのご協力をお願
いします。
ロとき・ところ 六月三

側から作業に ついての注意
や説明が行われ、参加者全

ました。

員にト マトやナス、ジャ
芋など の苗や タネが配られ

胃腸 病 検 診の 時 問

〇午後一時から四時まで、
西北中央病院前

五所川原保健所前

o午前十時から正午まで、

いました。

最近 の水 虫、回虫に つい て

ロところ 産経会館四階
ホール

みんな の健 康教 室
医師会と家庭を結 ぶ、
「
み
んなの健康教室」が次 の日

四月十五日号に掲載した
「
胃腸病検診」 の受付時間
等は次のとおりです。

ロ受付時間 午前五時三
十五分から八時まで

ロ検診時間 午前六時三
十分から九時まで

三 越 健康社

愛和基金にと一万円寄付

あなたも 献血手帳を
移動採血車「青 い鳥号」
が次 の日程で街頭献血を行

程で開かれます。
ロ主催 北五医師会、五
お気軽にお いで下さ い。
所川原市民保健協議会
今回 のテーマは「最近の
年間をとおし て聴講され
水虫、回虫に ついて」 です。 た方に、修了証と記念品を
差し上げます。
ロとき 五月二十八日
（金
）午後一時

その際、何か身分を証明
するものをお示し下さい。
ロ図書
館所在地
五所川
原市字栄
町 一一九
番地
菊ケ丘

塚会長が長谷川市福祉事務
所長に託しました。
「
愛和基金」として会社

三越健康社（石塚て つお
会長 ）は四月二十一日、社
会福祉事業に役立でて下さ
いと一万円を市に寄付、石

の利益のなかから毎月継続

運動公園
内 （市民

五所川

体育館向
い）
原市立図

その一回目として贈ったも
のです。

広報 紙の早期配布にご 協力 下さい

的に寄付することになり、
書館（ 廿
⑩四三三
四）

《

