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次回の「広報お知らせ版」は12月12日（金）発行予定です。
「広報美郷」12月号は12月1日（月）発行予定です。

　平成18年10月25日付で、町が提訴されたモーテル類似施設新築等に対する不同意処分取消等請求事
件について、平成20年10月17日、秋田地裁で判決がありました。

１．「不同意処分取消等請求事件」の判決の概要については、次のとおりです。

　　（1）原告の不同意決定の取消を求める訴えは却下する
　　（2）原告のその他の請求は棄却する
　　（3）原告の請求する損害賠償額１億1,584万円に対し、町は392万円を支払うこと
　　（4）原告の主張する訴訟費用49万4千円全額負担に対し、その25分の24を原告が負担し、25分の1を

町が負担すること

　　以上のとおりですが、（1）（2）については町の主張に沿った判決でしたが、（3）（4）については不本意
な内容でありました。

２．町の今後の対応については、次のとおりとします。

はんちゆう

　　（1）町は地方自治法の規定による条例制定権の範疇と考え、関係事務を取り扱ってきたが、建築確
認申請受付に係る裁判所の判断は尊重する

　　（2）そのため、今般の判決について控訴はしないこととする
　　（3）モーテル類似施設建設に反対する住民や組織の意志を尊重し、美郷町にふさわしい生活環境を

維持する取り組みについて、今後、より検討を加えていく

　　以上の対応としますので、町民の皆様のご理解をお願いいたします。

Y役場（六郷庁舎）総務課　総務班　10187（84）1111

不同意処分取消等請求事件について
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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●12月下旬
入居申込の受付締切●11月28日（金）
Y役場（仙南庁舎）建設課管理班　10187（84）4910（内線3223）

「男の料理教室」を開催します
　町では男女共同参画推進
事業の一環として、男性も
家事に積極的に参加する
きっかけ作りとして「男の料
理教室」を開催します。
　自分で作る楽しみ、家族
と一緒に作る楽しみ、「美味
しいね」と言われる喜び、あなたも味わって見ませんか。
　２回の教室に参加していただくことになります。
開　催　日●１回目　12月21日（日）
　　　　　２回目　平成21年１月18日（日）
会　　場●六郷保健センター
時　　間●午前９時～午後１時
内　　容●男女共同参画よもやま話、食についてのお話
　　　　  身近な食材を使った簡単料理講習
　　　　　試食（昼食）
参　加　費●500円（２回分）１回目の開催時に納入してくだ

さい。
申込方法●12月１日（月）まで、役場（六郷庁舎）総務課ま

ちづくり班まで電話でお申し込みください。
（先着15名）

　　　　　※小学生以上のお子さんと一緒の参加もＯＫ
です。

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

家屋を取り壊したときは届出が必要です

　次のようなことがあったときは「家屋異動届出書」を提
出してください。

①住宅やその他の建物の全部又は一部を取り壊したとき
②登記されていない建物の売買、相続等により所有者が
変更になったとき
③10㎡程度の小規模の増築、改築をしたとき。

■「家屋異動届出書」は税務課および仙南、六郷各庁舎
サービス課の窓口に備え付けてありますので、異動の
事由が発生したときはその都度提出してください。

■家屋に対する課税は、毎年１月１日が基準日になって
いますので、年度の途中に所有者、床面積等が変更に
なっても１月１日の所有者、面積等に課税されます。

※税務課では、土地や家屋の調査のため関係者の敷地内
に立ち入ることがありますのでご協力をお願いします。
　　　
Y役場（千畑庁舎）税務課　10187（84）4902

人権・いじめ・困りごと相談所のご案内
～12月4日から10日は人権週間です～

日　時 会　場

　12月５日（金） 六郷公民館

　午前10時～ 千畑ふれあいセンター

　　　　　午後３時 仙南交流センター

※相談は無料で、秘密は守られます。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課戸籍年金班　10187（84）4903

複十字シール募金とハンセン病援護募金に
ご協力いただきありがとうございました

　９月に健康づくり推進員・連絡員の呼びかけで募金活
動を行い、多くの皆さんから温かいご協力をいただきま
した。

　　　　平成20年度募金総額　637,740円

　上記の募金は、県ハンセン病援護協会・結核予防会秋
田県支部に送金しました。全国の募金が集計され、胸部
検診の機器整備や、結核対策支援などに使われます。今
後もご協力をお願いします。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班
　10187（84）4907（内線2171）
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心もあったまる冬の健康講座
「水中ウォーキング教室」参加者募集

　小雪のちらつき始める寒い季節、温かいプールで楽し
く体を動かしませんか。
　温泉利用の健康づくり講話や温泉入浴もありますの
で、ぜひ皆さんお誘い合わせのうえご参加ください。
期　　日●12月10日（水）
時　　間●午前９時30分～12時30分
会　　場●西仙北ぬく森温泉ユメリア
集合場所●トレーニングセンターろくごうに午前８時30

分まで集合してください。
　　　　　会場まではバスで送迎します。
定　　員●20名　※定員になり次第締め切ります
参　加　費●無料
持　ち　物●水着・キャップ（レンタル有：有料）、入浴用具
申込方法●12月１日（月）までスポーツ振興班に電話でお

申し込みください。
そ　の　他●参加者は無料で温泉に入れます。昼食は各自

でご用意ください。
申込・Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　　　　10187（84）4915

第4回美郷町民バスケットボール大会参加者募集

日　　時●12月７日（日）　午前９時
会　　場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●高校生以上の町民（女子参加可）。１チーム５

名以上。ただし、高校生男子が２名以上同時
にプレーすることを認めない。

参　加　料●無料
試合方法●・試合時間　７－１－７－⑤－７－１－７
　　　　　・組み合わせ抽選は当日行う。
　　　　　・男女とも50歳以上の選手は、得点を倍とする。
申込期限●11月25日（火）
Y町バスケットボール協会事務局　半田
　1090（3124）6734　50187（85）2107

総合型地域スポーツクラブからのお知らせ

　事前の申し込みは必要ありません。興味のある教室に
お気軽にご参加ください。

　ストレッチ教室を開催します　
期　日●11月17日（月）、20日（木）、27日（木）、12月1日

（月）、4日（木）、8日（月）、11日（木）、15日（月）、
18日（木）

時　間●午前９時30分～11時30分
会　場●トレーニングセンターろくごう
参加料●１回100円
効　果●関節の稼働域を広げ、普段使わない筋肉までほぐ

します。肩こりなどでお困りの方にも好評です。
　水中運動教室を開催します　
期　日●11月25日（火）、12月2日（火）、9日（火）
時　間●午前10時15分～11時15分まで（10時集合）
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回500円（入場料込）
効　果●水の抵抗を利用し、浮力も得られるので膝や腰

に負担をかけずに運動できます。浅いプールで
インストラクターが指導します。

　エアロビクス教室を開催します　
期　日●11月20日（木）、27日（木）、12月４日（木）、11日（木）
時　間●午後７時～８時まで（１時間程度）
会　場●六郷公民館２階大ホール
参加料●１回200円
　ニュースポーツ体験教室を開催します　　
期　日●12月６日（土）、13日（土）
時　間●午前９時30分～11時30分
会　場●美郷総合体育館リリオス（12／6）
　　　　トレーニングセンターろくごう（12／13）
参加料●１回100円
Y町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
　（町教育委員会社会教育課スポーツ振興班）
　10187（84）4915

美郷町商品券抽選会・当選番号のお知らせ

　平成20年度美郷町商品券抽選会の当選番号が確定しましたのでお知らせします。
　　【当選番号】　　　　　　　　　　　　★特賞（50,000円分の商品券）１本

　　005185　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★金賞（10,000円分の商品券）８本
001289 006588 006980 007271 007428 007476 007607 008356

★銀賞（5,000円分の商品券）18本
001434 001456 004589 005111 006015 006174 006466 006532 006589 006760
006971 007036 007055 007233 007937 008244 008333 008334

★銅賞（2,000円分の商品券）40本
000984 001312 005103 005153 005592 005727 006008 006211 006225 006368
006426 006444 006483 006523 006583 006641 006692 006694 006710 006736
006793 006794 006962 007357 007577 007700 007710 007724 007727 007747
007762 007763 007773 007815 007816 007906 008031 008126 008302 008388
○当選券の引換は事務局（美郷町商工会）で行います。
○引換期間は12月19日（金）までです。引換期間を過ぎた場合は当選無効となりますのでご注意ください。
○引換の際は事務局へお電話いただければご指定の日時で引換できます。
Y美郷町商品券事業振興会（美郷町商工会内）　10187（84）0560　担当：佐々木
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11月は「労働時間適正化キャンペーン月間」
11月22日土曜日　全国一斉無料電話相談を
行います　

日　時●11月22日（土）　午前９時～午後５時
はやくなくそう、長い残業

フリーダイヤル　０１２０－８９７－７１３

　長時間労働や賃金不払い残業でお困りの労働者やその
ご家族からのご相談を受け付けます。
　労使がともに協力しあい、長時間労働や賃金不払い残
業をなくしましょう。
Y秋田労働局監督課　1018（862）6682

司法書士総合センター大曲無料相談会のお知らせ

開　催　日●11月26日（水）
　　　　　12月24日（水）
　　　　　毎月第４水曜日　午後６時～８時30分
会　　場●サンクエスト大曲（大仙市大曲日の出町1-23-3）
相談内容●不動産・会社・法人の登記、多重債務、成年

後見等
相談方法●面談による相談で、事前に電話による予約が

必要です。（毎月先着順６件まで）
Y秋田県司法書士会　1018（824）0187
　　URL　 http://homepage3.nifty.com/shihoakita/

個人事業税（2期）の納期限は12月1日（月）です

　お近くの銀行・郵便局・信用金庫・農協等で忘れずに
納付してください。
　また、県内の金融機関（郵便局は不可）の預金口座によ
り、安心安全で便利な口座振替（※）納税の制度がありま
す。「申込みハガキ」は当県税部または金融機関窓口にあ
りますのでご利用ください。
　（※口座振替は、申込みの翌年度からになります。）
Y県仙北地域振興局県税部　10187（63）5222

中小企業の皆さまへ
年末資金相談会のお知らせ

　秋田県産業経済労働部、秋田県信用保証協会、（財）あ
きた企業活性化センターは、合同で年末資金確保などに
ついて相談会を開催します。
日　　時●12月３日（水）午前10時～午後４時30分
会　　場●県仙北地域振興局３階大会議室
開催内容●（１）年末資金相談
　　　　　（２）経営相談
申込方法●12月２日（火）まで、電話でお申し込みください。
申込・Y県仙北地域振興局総務企画部地域企画課
　　　　10187（63）5226

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●12月６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●12月13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●12月20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

シルバー人材センターからのお知らせ
　美郷町シルバー人材センターでは、高齢者等の世帯を
対象とした除排雪事業を行います。利用を希望される世
帯はお申し込みください。
利用対象世帯●・おおむね65歳以上の単身世帯
　　　　　　　・高齢者のみの世帯およびこれに準ずる

世帯
※除排雪作業会員も随時募集しています。報酬額は、シ
ルバー除雪単価（１時間当たり1,000円）に準じます。
申込・Y美郷町シルバー人材センター　10187（84）0307

2008　せんはた松並コール　コンサート
日　　時●11月30日（日）午後１時30分開演
会　　場●千畑交流センター
出　　演●せんはた松並コール
賛助出演●赤松コーラス（大仙市太田町）
　　　　　サクソフォーン
曲　　目●○コーラス　
　　　　　　　私からの愛の歌
　　　　　　　積もった雪・粉雪・淡雪
　　　　　　　この街で　　　　　　　　　　ほか
　　　　　○ご一緒に歌いましょう
　　　　　　　見上げてごらん夜の星を
入　場　料●無料
　みなさんお誘い合わせのうえ、ぜひおいでください。
Yせんはた松並コール代表　佐藤　10187（85）3573

生涯学習講座（パソコン講座）の受講者募集

　仙南公民館のパソコン講座の定員に余裕があります。
ぜひ受講ください。
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●12月２日（火）～５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。
申込期限●11月24日（月）

申込・Y仙南公民館　10187（83）2280


