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次回の「広報お知らせ版」は5月15日（木）発行予定です。
「広報美郷」5月号は5月1日（木）発行予定です。

町内のパークゴルフ場がオープンします

4月12日（土）オープン
●雁の里パークゴルフ場

　利用時間●午前９時～午後５時
　料　　金●１人につき200円（割引回数券あり）
　用具レンタル●クラブ100円、ボール50円

4月20日（日）オープン
●大台野広場グラウンド・ゴルフ場

　（日本グラウンド・ゴルフ協会公認コース）
●大台野広場パーク・マレットゴルフ場

　利用時間●午前８時30分～午後５時
　料　　金●１人につき200円（割引回数券あり）
　用具レンタル●クラブ100円、ボール50円
Y役場（六郷庁舎）商工観光交流課　観光班　10187（84）4909

美郷町堆肥センター見学会を開きます

　町が建設を進めておりました堆肥センターが完成し、
４月１日から稼動を開始しました。
　最新の処理システムを導入した堆肥センターの見学会
を開催します。
日　時●４月23日（水）　午後１時～４時
場　所●美郷町千屋字相長根132番地20
　　　　美郷町堆肥センター
　　　　（千畑ラベンダー園近く。向かい側に白い建物が

見えます。）
その他●当日は堆肥の販売は行っていません。
　　　　（堆肥の販売は７月以降を予定しております。）
　

　　　
Y役場（仙南庁舎）農政課　10187（84）4908

平成20年度　町税の納期限（口座振替日）のお知らせ

　　　　　　　　　　　　納期限
　　　　　　　　　　口座振替日

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

　税目 ６月２日６月30日７月31日 ９月１日９月30日 10月31日12月１日１月５日２月２日３月２日

　
軽自動車税 全期

　
固定資産税

１期
一括 ２期 ３期 ４期

　
町県民税

１期
一括 ２期 ３期 ４期

　国民健康保険税（普通徴収）　※
１期
一括 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期

　後期高齢者保険料（普通徴収）　※ １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

※国民健康保険税特別徴収の方は、９月まで納付書で納付（または口座振替）し、10月より年金から差し引かれます。
※後期高齢者保険料特別徴収の方は、４月より年金から差し引かれますので、納付書での納付はありません。
特別徴収、普通徴収について、詳しくは広報４月号をご覧いただくか、税務課または福祉保健課へお問い合わせ
ください。

Y役場（千畑庁舎）税務課　10187（84）4902 、福祉保健課　10187（84）4907
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飼い犬のマナーに関する苦情が後を絶ちません！！

　散歩時の飼い犬の排せつ物の放置や放し飼いに関す
る苦情が多く寄せられています。
　「自宅敷地内や敷地付近の道路、子供たちの通学路等
に犬のフンを放置された」、「散歩時に放し飼いにするの
で近くを通る時とても怖い」という内容が大半です。
　散歩時には、常に排せつ物を処理する用具を携行し、
また、放し飼いは絶対にやめましょう。
　新たに犬を飼った場合は、役場に登録が必要です。詳
しくは下記までお問い合わせください。

犬の飼い方やトラブルに関するご相談は
　大仙保健所（ 10187（63）3403）専門職員が対応します

Y役場（千畑庁舎）住民生活課 　環境安全班　 10187（84）4903

 寝具洗濯サービス事業休止のお知らせ

　町では寝たきりの高齢者の方を対象に、寝具洗濯サー
ビス事業を実施して参りましたが、年々利用される方が
少なくなり、昨年の秋には利用者がいない状況になりま
した。
　民間業者においても、寝たきりの高齢者の方等に優遇
したクリーニングサービスを実施しているところもある
ため、平成20年度は当事業を実施しないことにいたしま
したので、ご理解をお願いいたします。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班
　 10187（84）4907（内線2167）

平成20年5月1日から　　　窓口での　「本人確認」　が必要になります

 戸籍・住民票の
証明書がほしいときは

○窓口に来られた方について、次のもので「本人確
認」を行います。

　・運転免許証 　　　・健康保険証

　・後期高齢者保険証 ・介護保険証　等

○代理人や使いの方については、さらに、委任状な
どの書面により代理権限の確認も行います。ま
た、戸籍に記載されている方、又は配偶者、直系
の親族の方以外の請求については、正当な理由を
申請書に記入していただくことになります。

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班 　10187（84）4903

ゴールデンウィーク期間中の学友館休館日の
お知らせ

　４月29日から５月６日のゴールデンウィーク期間中
は、６日（火）が休館日となります。
　６日以外は開館しておりますので、どうぞご利用くだ
さい。
Y学友館　10187（84）4040

美郷総合体育館「リリオス」等の利用申込みに
ついて

　リリオスを含む下記の体育施設の利用申込みにつきま
しては、４月から仙南公民館で受付いたします。

　　　・美郷総合体育館「リリオス」
　　　・仙南カントリーパーク（野球場・パークハウス）
　　　・仙南総合運動公園（農村広場、相撲場）
　　　・仙南健康広場（テニスコート・ゲートボール場）
　　　・仙南野球場
　　　・プールパークせんなん

Y仙南公民館　10187（83）2280

※郵送申請では、本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。
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県営船場町住宅の入居者を募集します

募集する住宅●

住宅名 構造・階数 建築年数 募集戸数 所　在

県営船場町住宅 鉄筋コンクリート４階建
平成６年 ２戸 大仙市船場町２丁目７－36

３号棟 ３ＤＫ

家　　賃●21,700円から36,000円（他共益費有）

　　　　　（入居者の収入により家賃が異なります。）

駐　車　場●各戸１台分あり（1,500円／月　駐車場利用組合運営費200円含）

入居資格●同居親族がいること、住宅に困窮していること及び同居世帯の収入等の要件があります。

入居の決定方法●申込者が募集戸数を超えた場合、公開抽選となります。

申込必要書類●入居許可申請書、住民票、所得を証明する書類等が必要です。

入居可能日●６月１日（日）

募集期間●５月１日（木）～５月13日（火）※土日祝祭日は申込不可

申込・Y秋田県仙北地域振興局建設部　建築課　10187（63）3113

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・階数 建築年度 募集戸数 所在地

小安門住宅 Ｂ棟１階／３階建（３ＤＫ） 昭和58年 １戸 美郷町六郷字小安門160

家　　賃●小安門住宅　15,800円から26,200円

　　　　　（入居者の収入により家賃が異なります。）

駐車料金●月額１台500円

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●５月下旬

入居申込の受付締切●４月25日（金）

Y役場（仙南庁舎）建設課　管理班　10187（84）4910　内線3223
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エアロビクス教室の参加者を募集します

　平成20年度第１回エアロビクス教室を開催します。
　最初は軽めの運動量でスタートしますので、初めての
方でも安心です。
　ご家族やご近所の方、お友達などをお誘い合わせの上
ご参加ください。
期　　日●５月８日～７月10日までの毎週木曜日
　　　　　（計10回）
時　　間●午後7時～（１時間程度）※時間厳守
会　　場●トレーニングセンターろくごう
参　加　料●１回につき200円（当日受付にて徴収します）
参加資格●美郷町民及び町内の職場にお勤めの方
申込方法●トレーニングセンターろくごうに電話または

ＦＡＸでお申し込みください。
申込期限●５月２日（金）※期日厳守
Yトレーニングセンターろくごう
　10187（84）0033　50187（84）1315

美郷総合体育館（リリオス）の臨時職員を
募集します

募集内容●美郷総合体育館（リリオス）の施設管理人　１名
業務内容●施設管理全般
就業時間●早番、遅番交替制　週20時間程度
　　　　　　平日（早）　　８：15～13：15
　　　　　　平日（遅）　　14：45～21：30
　　　　　　土日祝（早）　７：45～15：30
　　　　　　土日祝（遅）　14：45～21：30
　　　　　　　（但し週１回程度４時間勤務あり）
雇用期間●５月１日～11月30日まで
　　　　　（半年更新可能）
賃　　金●時給710円
必要資格等●不問
加入保険等●雇用保険
申込期限●４月23日（水）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

サークル交流会（春の院展鑑賞）を開催します

　生涯学習活動に参加している方々の情報交換の場とし
て交流会を開催します。
内　容●春の院展鑑賞、県内の文化財見学
日時等●５月７日（水）千畑交流センター出発
　　　　５月８日（木）六郷公民館出発
　　　　５月９日（金）仙南公民館出発
※いずれも８時30分集合、16時頃解散の予定です。
費　用●入場料等の費用として２千円程度（昼食代は別途）。
定　員●それぞれ40名
申　込●教育委員会社会教育課生涯学習班へ電話でお申

し込みください。
Y町教育委員会社会教育課　生涯学習班　10187（84）4915

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●５月３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●５月10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
　仙南地区　　図書館ボランティア「紙ひこうき」
日　　時●５月10日（土）　午後２時～午後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

秋田県育英会の奨学生を募集します

『秋田育英奨学生』
応募資格●・秋田県出身者であること
　　　　　 ･本年４月に文部科学省所管の国・公立、
　　　　　　私立の大学、短期大学に入学し、１年

に在籍していること。
　　　　　・本会運営の学生寮に入寮していないこと。
募集人員●国・公立大学　105名
　　　　　私立大学　　　136名
『すこやか奨学生』
応募資格●・第三子以降の者及びその兄弟姉妹で、秋田

県出身者であること。
　　　　　 ･本年４月に文部科学省所管の国・公立、
　　　　　　私立の大学、短期大学に入学し、１年

に在籍していること。
　　　　　・本会運営の学生寮に入寮していないこと。
募集人員●250名
申込期間●どちらも４月25日（金）必着
　　　　　※併願はできません。
申込・Y財団法人秋田県育英会　1018（860）3552

お勤めの方を対象とするスキルアップセミナー
のご案内

◆ＮＣ旋盤（加工作業）講習 定員10人
　５月13日（火）・14日（水）の２日間
◆第二種電気工事士筆記試験準備講習 定員10人
　５月13日（火）・14日（水）・20日（火）・21日（水）の4日間
◆マシニングセンタ（加工作業）講習 定員10人
　５月20日（火）・21日（水）の3日間
◆家具製作実技試験準備講習 定員10人
　５月21日（水）・６月18日（水）・６月19日（木）の３日間
◆Ｅxcel関数使いこなし講習 定員10人
　５月26日（月）・27日（火）の２日間
時間・会場●午前９時～午後４時。大曲技術専門校
受講資格●現在お勤めしている方
受　講　料●無料（テキスト代は別途）
申込・Y大曲技術専門校　10187（62）6321


