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次回の「広報お知らせ版」は10月15日（水）発行予定です。
「広報美郷」10月号は10月1日（水）発行予定です。

11月9日執行の町長選挙・町議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会を開催します

　当日は、説明資料のほか立候補届出書類などを配付し
ます。

町長選挙 町議会議員補欠選挙

開催日 10月３日（金）

時　間 午前10時～ 午後１時30分～

会　場 役場六郷庁舎　131会議室（３階）

Y町選挙管理委員会事務局（役場六郷庁舎内）
　10187（84）1111（内線1306）

道路の泥等は後片付けしてください

　９月、10月は、収穫作業等で農耕車が道路を通行する
機会が多くなります。道路に土塊、泥等を落とした場合
は、速やかに除去及び清掃を徹底し、通行者の迷惑にな
らないようお願いします。
Y役場（仙南庁舎）建設課管理班　10187（84）4910

稲わら・もみ殻の焼却をやめましょう

　稲わら焼きは県条例で原則禁止されています。
　特に、周辺に影響が出やすい10月１日から11月10日ま
での間、全面的に禁止しています。
〇稲わら焼きなどの煙による視程障害が、交通事故等、
重大な事故を引き起こす原因となる場合があります。
〇稲わら焼きなどの煙は目やノドを痛め、特に体の弱い
方や病気の方に被害が及ぶことになります。
〇焼却を行った場合、県では氏名公表も含めた厳重な措
置をとることがあります。

Y役場（仙南庁舎）農政課　農政班　10187（84）4908
　県環境あきた創造課　環境管理室　1018（860）1603

　10月１日、５年に一度の住宅・土地統計調査が行われま
す。全国の約350万の世帯が対象となり、うち美郷町は約
550世帯が対象となります。調査の対象となったお宅に
は、９月下旬に調査員が調査票を配布し、後日受け取りに
うかがいますので、調査票への記入をお願いします。
Y役場（六郷庁舎）企画財政課情報統計班　10187（84）4901

秋田県戦没者追悼式、平和祈念式典の参列者を
募集します

　遺族の方に加えて町民の参列者も募集します。
日　　時●10月17日（金）午前11時～11時50分
場　　所●秋田県民会館
　　　　　※当日は会場まで町のバスで送迎します。
　　　　　　詳しくは申込みの後連絡します。
参　加　費●昼食代として1,000円
募集人員●25名（定員になり次第締切）
申込期限●９月30日（火）
主　　催●秋田県
申込・Y美郷町遺族会事務局
　　　　役場（千畑庁舎）福祉保健課福祉班内
　　　　10187（84）4907（内線2167）

幼稚園・保育園の臨時職員を募集します

募集内容●保育士または幼稚園教諭
　　　　　もしくは保育補助員（資格不要）３名
勤　務　先●六郷幼稚園・保育園
雇用期間●10月１日から平成21年３月31日まで
業務日数●原則として週40時間
賃金形態●時給760円～810円　　その他手当なし
加入保険等●雇用保険、健康保険、厚生年金に加入
申込期限●９月19日（金）
そ　の　他●申込み・問い合わせは、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
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農業に使用する軽油引取税の免税について
～稲・大豆の刈取前に使用推進を～

　軽油引取税は、道路の改修等の費用に充てることを目
的に、軽油に課税される道府県税です。道路を走行しな
い農業用の機械等については、免税証の交付などの手続
きを受けた場合に限り免税とすることができ、１リット
ル当たり32.1円の軽油引取税が免税となります。

＜対象となる農業用の軽油＞
　農業を営む者（農作業のうち基幹的な作業（専ら機械を
使用して行われるもの）のすべての委託を受けて農作業を
行う者を含む※）が使用する耕うん整地用機械、栽培管理
用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜産用機
械の動力源に使用する軽油
※委託を受けて農作業を行う者については、平成20年６
月30日以降対象となりました。

　　今年度の申請をされていない方は、秋作業に
入る前であれば申請が可能です。（ただし、作
業前または軽油の購入前でなければ申請ができ
ません。）

Y役場（仙南庁舎）農政課　10187（84）4908
　手続きについての詳しいお問い合わせは
　県仙北地域振興局県税部　課税課 　10187（63）5222

フロンティア農業者研修生を募集します

　新規就農に必要な技術を身につけようとする者、新たな部門開始に必要な技術を身につけようとする既就農者に
対して、市町村と県が連携のうえ、県の農林水産技術センター関係試験場（農業、果樹、畜産）および花き種苗セン
ターにおいて研修を行い、地域農業の優れた担い手を確保・育成します。
①研修場所および研修コース

研修先（所在地） 研修コース 研修の概要

農林水産技術センター農業試験場 水稲、野菜、 土壌肥料、病害虫、栽培管理、農業経営（稲作、畑作、

　（秋田市雄和相和） 花き 野菜、花き）など

農林水産技術センター畜産試験場
乳用牛、肉用牛

飼養管理、家畜改良、飼料作物生産調整、土壌肥料、

　（大仙市神宮寺） 畜産経営など

農林水産技術センター果樹試験場

　本　　場　（横手市平鹿町醍醐） りんご

　鹿角分場　（鹿角市花輪） りんご
土壌肥料、病害虫、栽培管理、果樹経営など

　天王分場　（潟上市天王） なし・ぶどう

花き種苗センター（潟上市昭和豊川）花き 土壌肥料、病害虫、栽培管理、農業経営（花き）など
②研　　修　　期　　間●23ヶ月（平成21年4月～平成23年2月）
③受　講　者　の　資　格●次にあげる要件を満たし、農業協同組合長または学校長等の推薦が得られる者とする。
　　　　　　　　　　ア．新たに農業を始めようとする者または現に農業を営む者で、農業で自立しようとする意

欲が高く、　研修終了後の県内就農が確実に見込まれる者。
　　　　　　　　　　イ．申請時の年齢が、４０歳未満の者。
④申　　込　　方　　法●10月15日（水）まで役場（仙南庁舎）農政課へお申し込みください。
⑤研修奨励金の支給●研修生に対し１人当たり月額75,000円の研修奨励金を助成します。また、この研修奨励金は
　　　　　　　　　　研修期間中に支給されます。なお、この金額は予定額ですので今後変更する場合があります。
Y役場（仙南庁舎）農政課　担い手対策班　10187（84）4908

町営住宅の入居者を募集します

募集する住宅●
住宅名 構造・建築年数 戸数 所在地

熊野住宅
２階／３階建（３ＤＫ）

１戸
美郷町六郷

Ｓ61年 字熊野110

安楽寺住宅
簡易耐火２階建

１戸
美郷町六郷

Ｓ56年 字安楽寺365
家　　賃●熊　野　住　宅　15,700円から26,000円
　　　　　安楽寺住宅　12,900円から21,300円
　　　　　※入居者の収入によって決定します。
敷　　金●家賃の３ヶ月分
入居資格●・住宅に困窮していることが明らかな方。
　　　　　・同居する親族がいる方。（入居から３ヶ月

以内に婚姻する方も可能です。）
　　　　　・国税、地方税、公共料金等を滞納していな

い方。
　　　　　・入居者全員の所得（昨年度）の合計額から、

申込者以外の人数×38万円を控除し、12で
割った額が20万円以下の方。

　　　　　・入居が決まったときに、町内在住の方に連
帯保証人（１名）を依頼できる方。

　　　　　・美郷町外の方も入居できます。
申込方法●建設課・各庁舎総合サービス課にあります入

居申請書に記入し、必要書類を添付して建設
課（仙南庁舎２階）に提出してください。

入居時期●10月下旬
入居申込の受付締切●９月30日（火）
Y役場（仙南庁舎）建設課管理班　10187（84）4910（内線3223）
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美郷町国体開催記念自転車競技会兼第５回チャ
レンジサイクル大会が開かれます

日　時●10月12日（日）午前８時～
会　場●六郷自転車競技場

　県内の高校生が出場する競技会です。プロ競輪選手に
よるエキシビションレースも行われますので、ぜひご観
戦ください！

同日開催のチャレンジサイクル大会の
参加者を募集します

参加資格●小学生以上。全員に参加賞あります！
　　　　　（小学生は自分の自転車を持参してください。）
競技種目・日程●
　　　受付・講習会 ８:20～
　　　小学生の部（自分の自転車で333ｍ） 10:10～
　　　一般の部（ロード・レーサーで500ｍ） 11:30～
　　　中学生の部（ロード・レーサーで333ｍ） 12:20～
　　　一般団体追抜競走（３人で1,000ｍ） 13:10～
用具の貸出●参加者には、ロードレーサーの自転車・ヘ

ルメット・手袋を貸出します。自分のヘル
メット等がある方は持参してください。

参　加　料●保険料として100円。（当日受付で）
申　込　方　法●９月30日（火）までに電話かFAXで（氏名、競

技種目、年齢又は学年、住所、電話番号を
連絡）お申し込みください。

申込・Y（財）美郷町スポーツ振興事業団事務局
　　　　（美郷町トレーニングセンターろくごう内）
　　　　10187（84）0033 　50187（84）1315

第4回美郷町中学校新人駅伝競走大会・第1回美
郷町中学校新人女子駅伝競走大会が開かれます

　一般道を走るため、町民の皆さんにはご迷惑をおかけ
しますが、大会運営へのご理解と選手への温かいご声援
をよろしくお願いします。
期　日●10月13日（月）
時　間●女子　午前９時50分　千畑南小学校前スタート
　　　　男子　午前10時　JA秋田おばこ千畑支店カント

　　　リーエレベーター前スタート
コース●千畑地区周回コース（男子7区間：17.9㎞、女子

５区間11.7㎞）
参加校●大仙市・仙北市・美郷町の中学校
その他●一部区間において、交通規制が行われますので

ご協力をお願いいたします。
　　　　※午前９時40分頃～９時55分頃まで
　　　　　千畑南小学校前

Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　10187（84）4915（内線1426）

ストレッチ教室と水中運動教室　参加者募集
　事前の申し込みは不要ですので、お気軽にご参加くだ
さい。
ストレッチ教室
期　日●9月18日（木）、22日（月）、25日（木）、29日（月）、

10月2日（木）、6日（月）、9日（木）、16日（木）
時　間●午前9時30分～11時30分まで
会　場●トレーニングセンターろくごう
参加料●1回100円
水中運動教室
期　日●9月30日（火）、10月7日（火）、10月14日（火）
時　間●午前10時15分～11時15分まで
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●1回500円（入場料込）
Y町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会事務局
　（町教育委員会社会教育課スポーツ振興班）
　10187（84）4915（内線1426）

町民登山（御嶽山～黒森山）参加者募集
期　日●10月19日（日）
日　程●9:00トレーニングセンターろくごう集合＝9:30
登山開始＝10:40御嶽山頂上＝11:30黒森山分岐＝12:00
黒森山頂上（昼食・休憩）＝13:00黒森山下山＝13:40展
望台到着＝14:00トレーニングセンターろくごう到着　
※登山会場まではバスで移動します。
参加料●無料
申込方法●10月15日（水）まで電話でお申し込みください。
持ち物●昼食、飲み物、帽子、タオル、着替え、雨具
その他●動きやすい服装、滑りにくい靴でご参加ください。
申込・Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　　　　10187（84）4915（内線1426）

生涯学習講座（パソコン講座）の受講者追加募集
講　座　名●パソコン講座（初心者向け）
会　　場●仙南公民館２階メディアルーム
開催日時●10月７日（火）～10日（金）午後７時～９時
内　　容●初歩的なパソコン操作で、パソコンに触れたこ

とのない方も気軽に参加できます。（定員10名）
申込期限●９月26日（金）
申込・Y仙南公民館0187（83）2280

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●10月４日（土）午前10時30分～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●10月18日（土）　午前10時～11時
会　　場●千畑交流センター１階　第１和室
　仙南地区　　図書館ボランティア「紙ひこうき」
日　　時●10月18日（土）　午後２時～３時
会　　場●仙南交流センター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　10187（83）2280
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六郷高等学校 創立60周年記念式典

日時●10月10日（金）
　　　記念式典　午後１時～
　　　記念講演　午後２時20分～
　　　　　　　　講師　三浦ノリ子氏（本校12期生）
　　　　　　　　（久米博樹氏の都合により変更となりました。）
会場●六郷高等学校 体育館
Y秋田県立六郷高等学校事務室　10187（84）1280

まめだ屋からのお知らせ

　小原祐治さんのまちかどミニギャラリー展を開催しま
す。お気軽にお立ち寄りください。
開催場所●まめだ屋
開催期間●９月22日（月）～30日（火）（土日除く）
Y六郷福祉センター　10187（84）0378

「トータルケアフォローアップふれあい運営委
員（仮称）」を公募します

　美郷町社会福祉協議会では、平成17年度より「誰もが笑
顔で健康で安心して暮らせるように」と「地域福祉トータ
ルケア推進事業」に取り組んでいます。
　豊かで安心して暮らせる明るい地域社会を住民の皆さ
んと共に考えていくために、地域福祉を進めるふれあい
運営委員を公募します。　
　後日、資料を全戸配布します。
申込・Y美郷町社会福祉協議会
　　　　千畑福祉センター　10187（85）2294
　　　　六郷福祉センター　10187（84）0378
　　　　仙南福祉センター　10187（83）2122

手芸広場・歌声健康広場に参加しませんか

期日 時　間 内　容 会　場

10/27 9:30～16:00 手　芸 金沢コミュニティセンター

（月）13:30～16:00 歌声健康 飯詰コミュニティセンター

11/10 9:30～16:00 手　芸 雁の里よってって

（月）13:30～16:00 歌声健康 金沢西根コミュニティセンター

11/17 9:30～16:00 手　芸 ロートピア仙南地域交流スペース

（月）13:30～16:00 歌声健康 金沢コミュニティセンター
※手芸広場に１日参加の方はおにぎりをご持参ください。
Y仙南福祉センター　10187（83）2122

公証人による無料電話相談

　相続・遺言・任意後見・離婚給付など、法律の専門家
である公証人が電話での相談に応じます。ＦＡＸによる
相談もできますので、お気軽にご相談ください。
期日●10月４日（土）・５日（日）
時間●午前９時～午後５時
　　　1018（864）0850・018（824）0561
　　　5018（864）0854
Y秋田公証人役場　1018（864）0850

第４回町民パークゴルフ大会参加者募集
日　　時●10月５日（日）午前８時～　※小雨決行
会　　場●雁の里パークゴルフ場
参加資格●町民の方でパークゴルフ愛好者（男女問いません）
参　加　料●無料
申込方法●雁の里管理休憩棟または町パークゴルフ協会事

務局へ備え付けの用紙でお申し込みください。
申込期限●９月26日（金）
Y町パークゴルフ協会会長 齊藤新一郎　10182（37）2567
　　　　　 〃　　事務局 菊田　幸一　10182（37）3625
　　　　　　　　　　 出雲　征夫　10187（83）3176

第４回美郷町ソフトテニス大会参加者募集

日　　時●10月12日（日）午前９時
会　　場●大仙市太田テニスコート
参加資格●中学生以上で町内在住者か、町内に通学・通

勤している方
試合方法●男子の部、女子の部の個人戦
参　加　料●無料
申込期限●９月30日（火）
申込方法●トレーニングセンターろくごうに備え付けの

用紙でお申し込みください。
Yトレーニングセンターろくごう　10187（84）0033
　美郷ソフトテニスクラブ事務局　吉野　10187（84）2875

町民黒森登山と黒森神社例祭のご案内

期　日●10月12日（日）　※雨天決行
日　程●バス利用の方（要申込）　9:30役場六郷庁舎前集合
　　　　自家用車の方　10:00県道花巻大曲線展望台
　　　　10:00登山開始＝10:30山頂＝11:00～11:20祭典神

事＝昼食（各自持参）＝13:30下山
申込期限●10月６日（月）
その他●前日より山頂に宿泊して宵宮を行っております

ので、ご希望の方はお問い合わせください。
申込・Y美郷山岳会　畠山　1090（3121）9224
　　　　　　　　　　　　　50187（84）1425
　　　　　e-mail　　cyi03115@amber.plala.or.jp
　　　　　　　　　　小松　1090（5232）2484

平成21年度市立角館総合病院職員募集

募集職種等●①臨床工学技士【新卒者又は経験者】１人
　　　　　　②作業療法士【新卒者又は経験者】１人
　　　　　　③助産師及び看護師【新卒者又は経験者】若干名
試験日・受験会場●10月23日（木）市立角館総合病院
受　付　期　間●９月１日（月）～10月10日（金）
そ　の　他●受験資格等、詳細はお問い合わせください。
申込・Y市立角館総合病院総務企画課　10187（54）2111

無料登記相談

日時●10月５日（日）午前10時～午後３時
会場●ジョイフルシティ大曲４階
Y秋田県土地家屋調査士会　1018（824）0324


