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さん会員になってもらっている」な
どと言って、税務関係出版物の購読
などを要求する。
Y大曲税務署　10187－62－2191

◆中小事業者のみなさん
　消費税が変わりました
　平成15年度の税制改正により、消
中小事業者に対する消費税法の特例
措置が、次のとおり変わりました。
○事業者免税点の適用上限の引き下げ
　3,000万円から1,000万円に引き下
　げられました。
○簡易課税制度の適用上限の引き下げ
　2億円から5,000万円に引き下げら
　れました。
○消費税の課税事業者となる個人事
　業者や法人の方の注意事項
　・消費税課税事業者届出書の提出
が必要です。

　・消費税の申告及び納付が必要です。
　・消費税法に基づく帳簿の記載や
請求書等の保存が必要です。

Y大曲税務署　10187－62－2191

◆ふれあい相談を行います
　美郷町社会福祉協議会仙南福祉セ
ンターでは、ふれあい相談を次のと
おり行います。
法律相談（予約制・8人まで）
期　日●11月25日（木）
時　間●午前10時～午後3時
場　所●美郷町仙南交流センター
　　（旧仙南村環境改善センター）
相談員●弁護士
内　容●借金、財産、契約、離婚、事故
　などにかかわる問題
相談料●無料
Y・予約●美郷町社会福祉協議会
　　　　　仙南福祉センター
　　　　　　10187－83－2122

◆障害者の就業支援と生活支
　援を 行っています
　秋田県南障害者就業生活支援セン
ター（事務局・サンワーク六郷）では、
障害者手帳をお持ちの方で仕事に就
きたい方、働いているけれど職場に

◆町の社会教育施設の休館日
　と開館時間が変わりました
　美郷町の各公民館、交流センター、
体育館の休館日と開館時間が、次の
とおり変わりました。
休館日●毎週月曜日
　※ただし、月曜日が国民の祝日に
当たる場合はその翌日に休館し
ます。このほか、12月29日から1
月3日も休館します。

開館時間●午前9時から午後10時まで
申し込み●公民館と交流センター
は、使用の5日前までに申し込みを
してください。体育館の半面、全面
利用の場合は、使用の10日前まで
に申し込みが必要です。

Y利用希望の施設に、直接お問い合
　わせください。

◆11月11日～17日は
　「税を考える週間」です
　今年度のテーマは「高齢社会を支
える税」とし、標語は「この社会あな
たの税がいきている」です。
　また、「消費税の改正」「e-taxの普
及」を重点項目としています。

◆税務職員を装った電話や訪
　問にご注意ください
　近ごろ、次の事例のように税務職
員を装い個人情報を聞き出したり、
お金を振り込ませたりする事例が発
生しています。
　少しでも不審に思った場合は、税
務署に問い合わせるなど確認をして
から返答するようにしてください。
　事例1　税務職員を装い、「お宅の息
子さんに還付金がある」などと言っ
て、携帯電話の番号や口座番号を聞
き出そうとする。
　事例2　税務署または債権回収業者
と称して、「お宅に税金の滞納があ
る。指定する口座に直ちに振り込まな
いと財産を差し押さえる」などと言っ
て、お金を振り込ませようとする。
　事例3　税務署のほうから来た者だ
が、新しく事業を始めた方にはみな

おしらせ 

相　談 

不安がある方などの相談を受け付
け、関係機関と連携して障害者の就
業支援を行っています。
　また、障害者の雇用に関心のある
企業主にも、制度やサポートなどの
相談を受け付けています。
　さらに、在宅障害者の方以外にも、
「サンワーク六郷」のデイサービスや
更生施設、授産施設に通所しながら就
業支援につなげることもできます。
　どうぞお気軽にご相談ください。
Yサンワーク六郷
　　10187－84－3809

◆資格と経験を生かし
　福祉の職場でキャリアアップ！
　県福祉保健人材センターでは、福
祉の職場に就労を希望する方のため
の職業紹介を行っています。
　最近の求人では特に、ケアマネー
ジャーや看護師等の有資格者が必要
とされている現状です。あなたのこ
れまでの経験と知識を、福祉の職場
で生かしてみませんか。
　また、介護職員やホームヘルパー
など、福祉専門職で活躍したいとい
う方の登録も受け付けしています。
求職登録については、お気軽に同セ
ンターまでお問い合わせください。
Y県福祉保健人材センター
　　1018－864－2880

◆パソコン講習（エクセル）が
　行われます
　在職者を対象に、パソコン（エクセ
ル）による取引傾向・売り筋などのビ
ジネス表を作成する講習を行います。
対　象●エクセルを使用したことが
ある在職者（パート含む）
期　日●11月30日（火）～12月2日（木）
の3日間
時　間●午後1時～午後5時15分
場　所●横手技術専門学校
定　員●10人
受講料●2,100円（テキスト代のみ）
申込期限●11月19日（金）
Y・申込●横手技術専門学校
　　　　　　10182－32－5130
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11月分の「町税の納期」は次のとおりです
忘れずに納めましょう

旧千畑分 旧六郷分 旧仙南分
固　定　資　産　税 　 11月30日（火） 　
国民健康保険税 11月30日（火） ―――
町　県　民　税 11月30日（火） ―――

※旧千畑町分の口座引き落とし日は、11月25日（木）です。
お問い合わせ●税務課　10187－84－1111（内線2102・2103）
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「戸籍の窓」
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美郷町議会臨時会（千畑庁舎）10～12日
母子手帳交付（千保セ9:00～9:30受付、六保セ10:00～12:00受付）
なかよし園開放（9:30～11:30）
ひまわり広場＜0,1歳児＞（なかよし園9:30～11:30）
リハビリ（六保セ10:00～15:00）
1歳6カ月児健診＜H15.1.24～5.12生＞（仙保セ2:15～12:30受付）
あそびにおいで＜自由に遊ぼう＞（六も児）

美郷町長選挙立候補予定者説明会（六郷庁舎14:00）
なかよし園開放（9:30～11:30）～18日　
成分献血（六保セ10:00～15:00）
操体法（六も児13:30～15:00）
あそびにおいで＜自由に遊ぼう＞（六も児）

ポリオ＜各年7～12月生＞（仙保セ12:30～12:45受付）
あそびにおいで＜シール遊び＞（六わ児）

母子手帳交付（仙保セ13:30～15:00）

ひまわり広場＜2歳児以上＞（なかよし園9:30～11:30）
いきいき元気っこ広場＜H15.9.5～12.19生＞（仙保セ12:30～12:45受付）
あそびにおいで＜自由に遊ぼう＞（六も児）

なかよし園開放（9:30～11:30）～25日　※23日はお休み　
ひまわり会（いきいき館13:30～15:30）
あそびにおいで＜自由に遊ぼう＞（六も児）
勤労感謝の日
美郷町長選挙告示日

あそびにおいで＜お誕生会＞（六も児）

母子手帳交付（千保セ9:00～9:30受付）
3歳児健診＜H13.5月～6月生＞（千保セ12:30～13:00受付）
長寿すこやか教室（六保セ13:30～15:00）
おばあちゃん広場＜子育ておばあちゃん集まれ＞
　　　　　　　　　　　　　　　　（仙子相10:00～11:30）
ひまわり広場＜0,1歳児＞（なかよし園9:30～11:30）
リハビリ（六保セ10:00～15:00）
あそびにおいで＜自由に遊ぼう＞（六も児）

美郷町長選挙投開票日（投票7:00～18:00、開票19:30）

なかよし園開放（9:30～11:30）～30日
わくわく保育広場＜H16.3.7～5.29生＞（仙保セ13:15～13:30受付）
あそびにおいで＜自由に遊ぼう＞（六も児）
乳児健診＜H16.1月生、H16.7月生＞（千保セ12:30～13:00受付）
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千保セ＝千畑保健センター
六保セ＝六郷保健センター
仙保セ＝仙南保健センター
六も児＝六郷もとだて児童館
六わ児＝六郷わくわく児童クラブ
仙子相＝仙南子育て支援相談室

11月 9月受付分

9月末現在

人　口 23,982人

　男 11,491人

　女 12,491人

世帯数 6,693世帯

赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区
な み

煙山　菜美ちゃん （裕之さん・公子さん） 第一暁
あ す か

永代明日香ちゃん （英輝さん・里江さん） 小荒川
れ み

細井　怜美ちゃん （毅之さん・　希さん　） 小荒川
かな た

煙山　哉太ちゃん （豊文さん・知美さん） 善知鳥
か ほ

黒澤　花穂ちゃん （　貢さん　・夏菜さん） 元本堂北部
かず し

照井　一志ちゃん （孝志さん・晴奈さん） 中　村
ひなた

本間　　陽ちゃん （　忍さん　・真由美さん） 金沢谷地中
ゆい と

地主　唯人ちゃん （大士さん・美由紀さん） 駅前中

新郎
行政区等新婦

　千馬　龍太さん　　土崎南部
　細谷麻利子さん　　雄物川町
　山本　和則さん　　大曲市
　煙山　直美さん　　善知鳥
　五十嵐雅俊さん　　本堂西部
　鈴木　博美さん　　大曲市
　高橋　　泉さん　　浮　池
　渋谷　幸惠さん　　東高方町　

　山田　英一さん　　石　神
　草 　春地さん　　仙北町　

亡くなったかた 年齢 行政区

階キヨコさん 76歳 元本堂北部　
煙山　義男さん 61歳 善知鳥
武藤トヨノさん 86歳 上畑屋
橋　幸男さん 54歳 上畑屋
坂本新一郎さん 77歳 上　町
斉藤ハルノさん 87歳 旭　町
中野甚之助さん 69歳 妻の神
佐藤　トシさん 80歳 本　田
照井　鐵雄さん 77歳 菅谷地
金子　正二さん 63歳 大久保

　旧六郷町、旧仙南村分については、旧町村の　
　広報10月号に未掲載分を掲載しています。

※広報に掲載してほしくない場合は、届け
　出の時に戸籍窓口にお申し出ください。
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