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次回の「広報お知らせ版」は7月15日（火）発行予定です。
「広報美郷」7月号は7月1日（火）発行予定です。

不審者による事件発生～見守り活動強化のお願い～

　５月29日午後４時頃、南町字石名館の県道川西六郷線付近で、下校途中の仙南東小学校児童が、後ろから歩いて
きた男性と思われる者から、追い越される際に強く押され、道路脇の側溝に落ちる事件が発生しました。幸い児童
に怪我は無く、腰から下を濡らしただけでした。その後犯人は走り去り、野球帽のような青い帽子をかぶり、紺色
のＴシャツとトレパン姿だったことが分かっています。
　教育委員会や各学校では下校時間帯の巡回等を今まで以上に行っておりますが、こうした事例・事故を未然に防
ぐためにも少しでも多くの目が必要だと痛切に感じております。
　そこで、町内の皆さまには、不審者や不審車両等を発見した場合は速やかに警察に届け出くださるとともに、見
まもり活動を強化していただくようお願いいたします。
　全国的にも不審者情報が昨年に比べて増えており、児童生徒の被害が多発しておりますので何卒ご協力くださる
ようお願いします。

Y町教育委員会（千畑庁舎）学務課　10187（84）4914

国民健康保険に加入している方へ
～所得の申告はお済みですか～

　国民健康保険に加入している方と世帯主の方は、収入が無い場合
でもその旨の申告が必要です。
　申告をしていないと所得額や町民税の課税状況がわからないた
め、次のような影響が生じてしまう場合があります。
◆同じ月内に支払った医療費が高額になった時
　　未申告の方がいると世帯の窓口での負担限度額の判定ができ
ず、所得の一番高い区分で審査され、払い戻される金額が少な
くなってしまいます。

◆70～74歳の国民健康保険加入者がいる場合
　　窓口での自己負担割合、ひと月の自己負担限度額の区分の判定
ができなくなってしまいます。

◆入院時の食事代、療養病床に入院の場合の食費・居住費の減額
　　一食あたりの食費等の自己負担額の減額を受けられなくなって
しまいます。　

◆国民健康保険税への影響
　　世帯の所得総額がわからないため、適正な賦課ができなくなっ
てしまいます。

　　※勤務先より役場に給与支払報告書が提出されていて、その内容に変更
の無い方や老齢年金を受給していてその他に収入の無い方は申告の必
要はありません。

　　※現在未申告となっている方には、税務課より申告のご案内を送付しま
すので、すみやかに申告してくださるようお願いします。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　医療保険班　10187（84）4907
　　　　　　　　税務課　課税班 　10187（84）4902

水道料金等の過徴収についての
お詫びとお知らせ

　簡易水道料金、公共下水道使用料、農業
集落排水使用料の過徴収について、３月に
合併～平成18年度までの分を還付させてい
ただきましたが、平成19年度の過徴収分を
次のとおり還付させていただきます。
●６月20日頃　対象となる方に明細書をお届

けします。
●６月25日　口座振替で納付いただいてい

る方には、その口座に振り込
みします。

●６月24～27日　納付書で納付いただいてい
る方及び郵便局の口座から振
替納付いただいている方につ
いては、職員が訪問して現金
還付します。

　ご利用者の皆さまにご迷惑をおかけしま
したことに改めてお詫び申し上げます。
　なお、平成20年４月以降の料金について
は、条例に沿ったシステムで運用しており
ます。
Y役場（仙南庁舎）建設課　上下水道班
　10187（84）4910
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美郷町農業委員会委員一般選挙に関するお知らせ

1．日程について
　　　告示日　　7月1日（火）

　　　投票日　　7月6日（日）　　投票時間　　午前7時から午後6時まで　

2．「投票できる方」について
　　申請に基づいて調製した町の農業委員会委員選挙人名簿に登録されており、次の要件を備えている方が投票で
きます。
　（１）美郷町に住所を有する方
　（２）昭和63年４月１日以前に生まれた方
　（３）①　10アール以上の農地につき耕作の業務を営む方
　　　②　①と同居の親族またはその配偶者
　　　③　10アール以上の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員等
　　以上の要件を備えている方には、後日入場券を郵送します。
3．期日前投票について
　日　　　時　7月2日（水）から7月5日（土）まで
　　　　　　　午前8時30分から午後8時まで
　期日前投票所　美郷町役場　六郷庁舎・千畑庁舎・仙南庁舎
　期日前投票
　ができる人

4．投票日当日の投票所に関するお知らせ
　　投票所が変更になる行政区がありますので、今一度ご確認のうえお間違えのないようにお願いします。
　（１）六郷地区は、次の３箇所で行います。

投票所名 該　当　行　政　区

美郷町役場
大町、上町、荒町、古町、新町、赤城、米町、馬町、西高方町、琴平、

六郷庁舎
東高方町、旭町、本道町、宝門町、小安門団地、上鑓田、中鑓田、下鑓田、野中、
北雀柳、作山、都野

もとだて児童館 本館、大荒田、浮池、遠槻
六郷交流センター 押切紀の国、細筑、雀柳、関田、中村、中通り、荒川、七滝、四ツ屋、明田地（六郷）

　（２）仙南地区については、次のとおり変更となります。
　　①　仙南公民館投票所　⇒　役場仙南庁舎に変更（今回の選挙から）
　　②　行政区の再編により、投票所が変更となる地区について
　　　　・旧披行政区　飯詰コミュニティセンター　⇒　役場仙南庁舎　に変更
　　　　・旧熊堂、旧小町田行政区　後三年コミュニティセンター　⇒　金沢西根コミュニティセンター　に変更
　　　　・都野行政区　飯詰コミュニティセンター　⇒　（今回の選挙は）役場六郷庁舎　で実施
　　①②以外の行政区については、変更ありません。
　（３）千畑地区については、変更ありません。
　その他ご不明な点は、町選挙管理委員会までお問い合わせください。

Y美郷町選挙管理委員会　10187（84）1111　内線1306

　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない見込みの方は、その理由を記載した「宣誓書」を提出
し、投票日の前日までに期日前投票をすることができます。
　入場券の裏面の「宣誓書」にあらかじめ記入し、その入場券を持って期日前投票所におこしください。

’08べごっこまつりを開催します

日　時●６月29日（日）　午前９時～午後２時
場　所●大台野広場イベント棟（千畑ラベンダー園隣り）
内　容●

Y役場（仙南庁舎）農政課　10187（84）4908

農業者年金受給者の皆さんへ
～現況届の提出はお済みですか～

　農業者年金を受給している方は、引き続き年金を受け
るために６月30日までに「農業者年金受給権者現況届」を
農業委員会へ提出することになっています。現況届をま
だ出していない方は、町農業委員会（仙南庁舎）または千
畑、六郷庁舎の総合サービス課窓口に提出してくださ
い。「現況届」は受給者宛に５月末日までに農業者年金基
金より郵送されています。
Y町農業委員会（仙南庁舎）庶務班　10187（84）4913（内線3243）

美郷産牛販売 各種ゲーム その他

９:00～
牛肉購入予約券交付
（数に限りあり）

10:00～ うさぎレース

10:30～
牛肉引換え
焼肉コーナー

10:45～ ロール転がしレース
12:00～ 　　　　　　各種表彰式

うさぎコンテスト
家畜ふれあいコーナー
牛乳試飲コーナー

今年は牛2頭分!!
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 音楽家　青島広志さんを迎えて
「ドリーム体験！ほんもの講座」を開きます

農政課の臨時職員を募集します

募集内容●農政課事務補助員　１名
業務内容●パソコン入力業務他、事務補助全般
就業時間●週５日間（１日あたり８時間）
　　　　　（平日8：30～17：15、土日祝祭日は休み）
雇用期間●７月14日～９月12日まで
賃　　金●時給710円
資　格　等●パソコン操作のできる方
加入保険等●なし
申込期限●６月24日（火）必着
応募方法●申込みはすべてハローワークを通じて行ってください。
申込・Yハローワーク大曲　10187（63）0335

お話し会のお知らせ

　六郷地区　　わくわくおはなし「夢ふうせん」
日　　時●７月５日(土)　午前10時30分～午前11時
会　　場●学友館図書館内親子閲覧コーナー
　千畑地区　　おはなしの会「しゃぼんだま」
日　　時●７月12日(土)　午前10時～午前11時
会　　場●千畑交流センター１階　第１和室
○乳幼児から小学生(低学年程度)のお子さんとその保護者の方が対象です。参加料や事前申込は不要です。

Y学　友　館　10187（84）4040
　千畑交流センター　10187（85）2593

仙南公民館図書室の臨時職員を募集します

募集内容●仙南公民館図書室事務補助員　１名
業務内容●図書館業務全般
就業時間●週３～４日（１日あたり６時間）
　　　　　（平日８:30～15：15、但し月２回程度土・日勤務あり）
雇用期間●７月１日から12月28日まで
　　　　　（期間更新可能　平成21年３月31日まで）
賃　　金●時給710円
資　格　等●パソコン操作のできる方
加入保険等●なし
申込期限●６月24日（火）必着
応募方法●申込みはすべてハローワークを通じて行ってください。
申込・Yハローワーク大曲　10187（63）0335

ファミリー川柳募集

　８月31日（日）に仙南公民館で開催される「県南地区家庭
教育フォーラム」で紹介・掲示されます。
応募資格●美郷町民・町内勤務・通学者
応　募　句●未発表であること
応募用紙●各公民館窓口にあります。
募集期間●６月15日（日）～７月15日（火）
応　募　先●各公民館窓口
Y町教育委員会生涯学習班　10187（84）4915

　町内７小学校の５・６年生、３中学校の１・２年生が一堂に会し、音楽家の
青島広志さんを講師にお迎えし「ドリーム体験！ほんもの講座」を開催します。
　町民の方も無料で参加できますので、参加を希望する方は下記のとおりお申
し込みください。
日　　時●７月８日（火）　・午前の部（小学生対象）午前11時～正午
　　　　　　　　　　　　・午後の部（中学生対象）午後２時15分～３時15分
　　　　　　　　　　　　　※開演10分前までにご入場願います。
会　　場●仙南公民館ホール
対　象　者●町民の方
料　　金●無料
募集定員●午前の部20名、午後の部30名　※定員になり次第、締め切ります。
申込方法●町教育委員会学務課へ電話でお申し込みください。
申込期限●６月30日（月）　

申込・Y町教育委員会（千畑庁舎）学務課　10187（84）4914

青島広志さんプロフィール
　音楽家。1955年生まれ。東京芸術大学大学院首席修了。
　指揮者、ピアニストとしても活躍し、テレビ「題名のない
音楽会」「世界一受けたい授業」などに出演。
　東京芸術大学・都留文科大学・都立芸術高校各講師、東京
室内歌劇場運営委員、日本現代音楽協会、作曲協議会会員。

プール監視員を募集します

六郷プール プールパークせんなん
募　集　人　員 一般・大学生４人・高校生６人 一般・大学生９人・高校生６人
雇　用　期　間 ７月中旬～８月下旬
勤　務　時　間 午前９時～午後６時（８時間勤務） 午前８時30分～午後５時30分（８時間勤務）
応　募　資　格 一般、大学、高校生で健康で泳げる方 ※申込者が多数の場合は書類選考とします。
勤　務　内　容 使用料の徴収、プール監視、施設清掃
賃金（時給） 一般・大学生810円／高校生710円

申　込　方　法
市販の履歴書（写真添付）に、応募の動機などの必要事項を記入。

　　　　　　　※高校生の方は学校の「アルバイト許可書」を添付してください。なお、原則として提出書類は
　　　　　　　　返還しませんのでご了承ください。
提　出　先 六郷公民館 仙南公民館
申　込　期　限 ６月27日（金）
問い合わせ先 六郷公民館　10187（84）2311 仙南公民館　10187（83）2280

写真提供：神奈川フィルハーモニー
　　　　　管弦楽団
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 登山参加者募集
焼石岳登山
期　　日●７月６日（日）
集合・解散●役場六郷庁舎前　集合 午前６時
　　　　　　　　　　　　　解散 午後７時（予定）
参　加　料●3,000円
募集人員●40名
申込期限●６月25日（水）　※定員になり次第しめきります。

北アルプス奥穂高岳・前穂高岳登山
期　　日●７月24日（木）～27日（日）
参　加　費●50,000円
募集人員●５名
申込期限●６月25日（水）　※定員になり次第しめきります。
申込・Y美郷山岳会（六郷登山協会）
　　　　畠山　 0187（84）1276　50187（84）1425

環境ミニ講座「施設見学会」のご案内
日　　時●６月26日（木）10:00～15:00
集合場所●大曲交流センター前に10:00まで
　　　　　大仙市大曲日の出町2-7-53
日　　程●10:30大仙美郷クリーンセンターごみ処理場～

12:00秋田県農業科学館休憩室で昼食（各自持
参）～13:30美郷町堆肥センター

移動方法●自家用車又は参加者の車に乗り合わせ
参加費用●無料
申　　込●不要
Yあきたエコマイスター県南協議会　10183（73）2606　

まめだ屋からのお知らせ
◆美郷民話の会「秋田昔っこ語り」
　ご興味のある方は、ぜひ気軽に来てください。
　日　時●６月30日（月）午後２時～３時
　場　所●清水の里ふれあいいきいきサロン「まめだ屋」
◆「まめだ屋」ボランティア募集
　お気軽にお問い合わせください。
申込・Y六郷福祉センター　10187（84）0378

家族介護者交流会に参加しませんか
期　日●７月６日（日）
日　程●仙南福祉センター出発（8:50）～役場六郷庁舎　

出発（9:00）～六郷福祉センター出発（9:10）ふれあ
いセンター出発（9:20）～千畑福祉センター出発
（9:30）～たざわこ芸術村到着～観劇鑑賞～研修会
～昼食・交流会～たざわこ芸術村出発（15:00頃）

　　　　※温泉に入浴する方はタオルをご持参ください。
対象者●在宅で要介護者（介護度４・５）の方を介護してい

る方
参加料●500円　※当日徴収します。
申込期限●６月30日（月）
申込・Y美郷町社会福祉協議会　10187（85）2294

自動車税の納期限は6月30日（月）です
　平成20年度自動車税の納期限は６月30日（月）です。
　最寄りの銀行・郵便局・信用金庫・労働金庫・農協・
コンビニエンスストアで忘れずに納付してください。
Y仙北地域振興局県税部　10187（63）5222

－行政区などが自主的に行う事業を支援します－
「活力ある地域づくり事業補助金」をご活用ください

　町では、行政区やボランティア団体などが主体となっ
て行う地域活動を推進するため、団体が行う事業に対し
て補助金を交付する「活力ある地域づくり事業」を実施し
ています。
対象となる事業●
　①特色ある地域づくりのために行う事業
　・地域の行事や花いっぱい運動、歴史や芸術文化に関

する事業など
　・伝統行事（かまくら、ぼんでん、舟っこ流しなど）　
　②地域の課題解決のために必要な事業（ハード事業）
　③ボランティア団体やコミュニティ団体が行う事業で

町長が認めたもの
　・活力ある地域づくりに必要な事業
　・ＮＰＯ法人の設立やコミュニティビジネスの推進に

関する事業
補助金額●
　　事業に必要な経費の３分の２以内の額で30万円を上
限とします。
　　（伝統行事は、事業に必要な経費の２分の１以内の額
で上限を５万円とします。）
申込方法●
　　申し込みは随時受付しています。事業を行う２週間
前まで補助金交付申請書等の書類を提出してくださ
い。申請に必要な書類は各庁舎総合サービス課、総務
課に備え付けしています。

Y役場（六郷庁舎）総務課　まちづくり班
　10187（84）1111（内線1247）

調理師試験対応講習会のお知らせ

日　　程●７月８日（火）、10日（木）、12日（土）
　　　　　午前９時～午後５時まで（昼休憩１時間）
場　　所●横手市 ふれあいセンターかまくら館
講習科目●①衛生関係法規②公衆衛生学③食品学④栄養

学⑤食文化概論⑥調理理論⑦集団給食の栄
養・衛生管理

対　象　者●母子家庭の母及び寡婦の方
受　講　料●無料（テキスト代として1,500円程度自己負担）
申込方法●福祉保健課（千畑庁舎）または六郷、仙南仙南庁舎

総合サービス課で申込用紙にご記入ください。
申込期限●７月１日（火）
Y秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター 　1018（896）1531
　役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班 　10187（84）4907（内線2164）

排水設備工事責任技術者の資格認定試験のお知らせ

講　習　会●８月22日（金）9：30～15：30
試　験　日●９月26日（金）9：30～12：10
会　　場●【北部会場】鹿角地域広域交流センター
　　　　　【中央会場】秋田県ＪＡビル
　　　　　【南部会場】湯沢雄勝広域交流センター
手　数　料●6,000円（受験・講習手数料）
　　　　　※講習用テキストは申込時に配布します。
申込方法●６月16日（月）～７月４日（金）まで役場建設課

に備え付けの用紙でお申し込みください。（申
込書は日本下水道協会秋田県支部のホームペー
ジからもダウンロードできます。

　　　　　 http://www.gs-akita.com/）
Y日本下水道協会秋田県支部　1018（864）1427
　役場（仙南庁舎）建設課　上下水道班　10187（84）4910


