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次回の「広報お知らせ版」は1月15日（木）発行予定です。
「広報美郷」１月号は12月26日（金）発行予定です。

年末年始【12月27日（土）から1月4日（日）までの】窓口業務について

　12月27日（土）から１月４日（日）まで役場が閉庁になります。この期間の窓口業務について、次のとおりお知らせします。

■戸籍の届出（出生届、婚姻届、死亡届など）
　午前８時30分から午後５時15分まで、六郷庁舎で日直
が対応します。上記の時間帯以外で緊急を要する場合
は、役場（10187-84-1111）に電話すると、六郷庁舎の宿
直が電話に出ます。※職員玄関よりお入りください。
■住民異動の届出（転入・転出など）
　取り扱いできません。
◎閉庁期間中に町外から美郷町に転入したとき→１月５
日（月）以降に各庁舎の窓口で手続きをしてください。
◎閉庁期間中に町外へ転出するとき→閉庁期間前または１月
５日（月）以降に各庁舎の窓口で手続きをしてください。

年末年始の家庭ごみ収集について

　家庭ごみは、12月30日（火）から1月4日（日）までの間は
収集しません。
　年末年始は家庭ごみの量が増加します。分別収集にご
協力いただくとともに、「ごみの日カレンダー」でご確認
のうえ、決められた収集日に出してください。
　古紙類（新聞紙・雑誌・ダンボール等）は1月から3月ま
での間は収集しません。
　冬期間は、千畑交流センター西側、塚トイレパーク駐
車場内、役場仙南庁舎前にある「古紙収集専用ステーショ
ン」をご利用ください。

　ごみ集積所周辺の除排雪にご協力ください　

　冬期間は、積雪により道
路幅が狭くなったり見通し
が悪くなったりして、ごみ
を出す方や収集業者が交通
事故等の危険な状態になる
ことが考えられます。
　安全な搬出や収集作業ができるよう、ごみ集積所周辺
の除排雪にご協力をお願いします。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903

■住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明等の証明書発行

　印鑑の登録および各証明書の発行はできません。必要

な方はお早めに手続きをしてください。

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903

■公民館・体育館・学友館等について

　町内の公民館、学友館、交流センター、体育館は

12月29日（月）から１月３日（土）まで休館します。

　１月４日（日）から通常通りです。

Y町教育委員会社会教育課　10187（84）4915

後三年スキー場がオープンします

　いよいよスキーシーズンの到来です。後三年スキー場
は、12月23日（火）より営業を開始いたします。皆さんど
うぞご利用ください。
◆12月～１月中旬までの営業日及び時間

営業日 営業時間

12月23日（火）～30日（火） 午前９時～午後５時

１月２日（金）～14日（水） 午前９時～午後９時
料金●無料
※原則として毎週月曜日は休業日とさせていただきま
す。（月曜日が祝日の場合は翌日火曜日が休業日となり
ます）
※日曜日のナイター営業は休業とさせていただきます。
※１月２日、３日は午後５時で終了いたします。
※１月15日以降の営業日及び営業時間については、お問合せ
ください。
※ゲレンデのコンディションや天候により休業する場合が
あります。

【コース概要】コース全長約200m、ロープ塔、Ｔバーリフ
ト２基

Y雁の里管理休憩棟　10187（83）2707
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高齢者宅の除雪に関するお知らせ

　一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、身体が不自
由なため除雪できない方等を対象に、シルバー人材セン
ターの会員が除雪作業を行います。
　ご利用を希望される方は、下記窓口に申請してください。
　申請には印鑑が必要です。（代理申請の場合は申請者の印鑑）
対　象　者●次の①から③までの条件を全て満たす方
　①65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯
　②心身の障がいや疾病等により軽度の生活援助が必要な方
　③町民税非課税世帯
除雪内容●玄関前や、玄関から道路までの雪かき（雪下ろ

しはしておりません）
利用料金●１時間100円（年間40時間まで利用可）
申請窓口●美郷町役場　千畑庁舎　福祉保健課
　　　　　　　　　　　六郷庁舎　総合サービス課
　　　　　　　　　　　仙南庁舎　総合サービス課
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　10187（84）4907（内線2167）
　　　　　　　
65歳以上の障害者控除対象者認定について

　所得税及び町県民税の障害者控除については、障害者
手帳をお持ちの方に加え、「障がい者に準ずる者」として
町長の認定を受けた方についても、対象とされていま
す。この認定は、介護認定を受けた際の記録等をもとに
決定します。
　認定を希望される方は、役場（千畑庁舎）福祉保健課福
祉班に申請してください。
※「障害者手帳」の交付を受けている方は、その手帳により障害者控
除が受けられますので、今回の申請手続きは必要ありません。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課 福祉班　10187（84）4907（内線2163）

流・融雪溝のふたは忘れずに閉めましょう

　12月上旬、美郷町内で流雪溝
のふたが開いていたため、小学
生が転落するという事故があり
ました。
　流・融雪溝のふたの開閉は、
使用者の責任で行ってください。雪を捨てた後は、各自
責任を持ってふたをしっかり閉じるようにしましょう。
Y役場（仙南庁舎）建設課 管理班　10187（84）4910（内線3223）

垣根や立木の枝処理をお願いします

　宅地内の垣根や立木の枝は、除雪車の作業に支障をき
たすばかりでなく、窓ガラスにぶつかり割れてしまうこ
とがあります。道路上にはみ出した枝については、所有
者の責任で事前に切り落とす処理をしてください。ま
た、雪の重みなどで道路上に出てしまっている枝につい
ては、事故防止のため緊急に町で切り落とす場合があり
ますのでご了承くださるようお願いします。
Y役場（仙南庁舎）建設課　管理班　10187（84）4910（内線3223）

冬期間の通行止めについて

　右記の町道については雪崩の危険
がありますので冬期間閉鎖します。
通勤等でご利用している方々には、
ご不便をおかけしますが何卒ご理解
くださるようお願いします。
町　道　名●七滝・仏沢線
規制区間●千畑温泉（仏沢地内）から六郷

東根字中七滝地内区間
規制期間●自　平成20年12月10日
　　　　　至　平成21年３月31日
Y役場（仙南庁舎）建設課　管理班
　10187（84）4910（内線3223）

湯とぴあ雁の里温泉「年末・年始の営業日のお知らせ」

　年末・年始は天然温泉湯とぴあ雁の里温泉でゆっくり
過ごしませんか。皆様のお来しをお待ちしております。
営業時間●午前８時30分～午後９時
　　　　　大広間は無料でご利用いただけます。

12月21日（日）冬至企画「ゆず風呂」

　　22日（月）休館日　

　　26日（金）恒例ふろの日・

　　　　　　利用料半額!!

　　29日（月）休館日返上営業で

　　　　　　午後５時まで営業

　　30日（火）午後５時閉館

　　31日（水）休館日

　１月のイベント　

11日（日）新春民謡ショー　午後2時～　出演：高吉民謡会ご一行様

25日（日）舞踊・歌謡ショー　午後1時～　出演：扇龍会ご一行様

Y湯とぴあ雁の里温泉　10187（83）3210

１月元旦（木）初ぶろ
　　　　　　※先着で粗品進呈
　　２日（金）通常営業
　　３日（土）通常営業
　　４日（日）通常営業
　　５日（月）休館日
　　６日（火）以降通常営業
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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 建築年度 募集戸数 所在地 家　賃※

上鑓田住宅 2階建 S53年 1戸 鑓田字馬町127 11,500円～
3DK 19,100円

熊野住宅 3階建 S61年 1戸 六郷字熊野110 15,700円～
3DK 26,000円

安楽寺住宅 2階建 S54年 1戸 六郷字安楽寺335 12,900円～
3DK 21,300円

後三年駅前住宅 平屋建 S60年 1戸 金沢西根字上四ッ谷176-1 13,500円～3DK 22,300円

後三年中央住宅 平屋建 H6年 1戸 金沢西根字上四ッ谷117 22,000円～
3DK 36,400円

今泉住宅 平屋建 H6年 1戸 金沢西根字西今泉88 8,300円～
1K 13,800円

駐　車　場●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人）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（住民票・所得
証明書・納税証明書）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●平成21年１月下旬
入居申込の受付締切●12月25日（木）
Y役場（仙南庁舎）建設課　管理班　10187（84）4910　（内線3223）

※入居者の収入
により家賃が
異なります
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１回
100円

トレーニン
グセンター
ろくごう

六郷公民館
２階
大ホール

午前９時30分～
　　11時30分
午後１時30分～
　　３時30分
午前９時30分～
　　11時30分

午後７時～９時

農業所得は「収支計算」で申告してください

　平成19年分の所得税及び町県民税の申告から、農業所
得の「簡易計算」は廃止されており、すべての農家の方が
実際の収入金額から必要経費を差し引いて計算する「収支
計算」により申告しなければいけません。
　「収支計算」では、収入金額や必要経費が分かる書類（出
荷伝票や領収書など）に基づいて所得金額を計算していた
だくことになりますので、書類の整理等と記帳をお願い
します。
　なお、町で行う申告相談の日程については、「広報１月
号」でお知らせします。
Y役場（千畑庁舎）税務課　課税班　10187（84）4902（内線2106）

住民税の「住宅ローン控除」を受ける場合は
毎年申告が必要です

　所得税の住宅借入金等特別控除（「住宅ローン控除」）を
受けている方（対象：平成18年末までに入居された方）
で、その年の所得税から控除しきれなかった額がある場
合は、翌年度の町県民税（所得割）から控除することがで
きます。
　ただし、この控除の適用を受けるためには毎年申告が
必要となりますので、次の方法により忘れずに申告して
くださるようお願いします。
申告方法●次の区分により、「住宅借入金等特別税額控除
申告書」を提出してください。
所得税の確定申告をされない方 源泉徴収票を添付して町税務課へ提出
所得税の確定申告をされる方 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出
　※町で行う申告相談（平成21年２月２日～３月16日予
定）でも、申告書の作成・受付を行います。

　※申告書に「居住開始年月日」及び「住宅借入金等の年末
残高」を記載する欄がありますので、借入金の年末残
高等証明書の写し等により、確認できるように準備
をお願いします。

申告期限●平成21年３月16日（月）
Y役場（千畑庁舎）税務課　課税班　10187（84）4902（内線2106）

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。
　※都合により日程を変更する場合があります。
　ストレッチ教室　

期　日 時　間 会　場 参加料
12／18（木）、22（月）、
１／15（木）
１／５（月）、８（木）、
　　12（月）

12／25（木）

12／17（水）、24（水）、
１／７（水）、14（水）

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　
期　日●12月23日（火）、1月13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　
期　日●12月18日（木）、25日（木）、1月8日（木）、15日（木）
時　間●午後７時～８時まで
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　
期　日●１月17日（土）
時　間●午前９時～11時まで
会　場●リリオス
参加料●１回100円
Y美郷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

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●１月10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●１月10日（土）　午前10時～11時
会　　場●千畑交流センター２階　会議室（和室）
　仙南地区　　図書館ボランティア「紙ひこうき」
日　　時●１月17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

選
定
基
準

大
会
基
準

平成20年度美郷町スポーツ賞について

　美郷町体育協会では、平成20年度にスポーツでご活躍
された方に対し、スポーツ賞を授与します。大学生およ
び一般の方で、次に該当される方はお問い合わせくださ
い。（ご家族の方からの問い合わせも可。）
候　補　者●美郷町在住者および美郷町出身者とする。
選考基準●次の大会基準と選定基準①～③のいずれかに
該当する方。
１）大学生　県民体育大会・東北総合体育大会・国民体育大

会・各地区ブロック及び全日本大学選手権大会。
２）一　般　県民体育大会・東北総合体育大会・国民体育大会・

日本体育協会に加盟する競技団体が主催する大会。
①大会基準に定める全国大会において優勝した者。
②大会基準に定める東北大会において３位以内に入賞した者
及び全国大会において８位以内に入賞した者。
③大会基準に定める秋田県大会（個人競技は競技種目の参加者
が８人以上、団体競技は競技種目の参加チームが８チーム
以上）において優勝した者。

Y美郷町体育協会事務局（トレーニングセンターろくごう内）
　10187（84）0033
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新春　囲碁・将棋・カルタ大会を開きます

日時・会場● 部　門 日　　時 会　　場

囲　碁
平成21年1月11日（日）
午前9時～午後4時頃

六郷公民館

将　棋
平成21年1月11日（日）
午前9時～午後4時頃

六郷公民館

カルタ
平成21年1月11日（日）
午前10時～午後3時頃

仙南交流センター

募集対象●町内の小・中学生、高校生、一般
参　加　料●500円（昼食代）
表　　彰●成績の上位３名に賞状と賞品を贈呈します。
　　　　　（全員に参加賞があります。）
申込方法●平成21年１月６日（火）まで会場となる各公民

館に電話でお申し込みください。
そ　の　他●会場までは送迎バスが運行します。申し込みの

際にバスの利用についてもお知らせください。
バス出発時間：①千畑交流センター（8:30）→六郷公民館（8:40）

　→仙南交流センター（8:50）　
　　　　　　　　②仙南交流センター（8:30）→六郷公民館（8:40）
＊帰りの時間は大会終了次第となります。
申込・Y六郷公民館　10187（84）2311
　　　　仙南公民館　10187（83）2280

仙南東小学校イーストエンジェルス
クリスマスコンサート

日　時●12月19日（金）午後４時30分～
会　場●仙南東小学校音楽室
曲　目●クリスマスソング、TSUNAMI（ツナミ）、勇気100％、

愛唄など
※保護者も出演します。たくさんのご来場をお待ちしています。
Y仙南東小学校イーストエンジェルス　中村裕子　10187（82）1521

新年初稽古（すもう）を開きます

　美郷町相撲連盟では、恒例の新年初稽古を開きます。
当日は餅つきも行います。小さいお子さんを連れてぜひ
参加してください。
日　時●１月１日（木）午前９時～
会　場●仙南中学校屋内相撲場
参加費●大人１人につき2,000円
その他●①どなたでも参加できます。
　　　　②参加申込は不要です。当日会場へお越しください。
Y町相撲連盟事務局　梅川　1090（7072）1986

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
12/22 9:30～15:00 手　芸 金沢西根コミュニティセンター
（月） 13:30～15:30 歌声健康 ロートピア仙南地域交流スペース
1/19
（月）

9:30～15:00 手　芸 金沢コミュニティセンター

1/26 9:30～15:00 手　芸 雁の里よってって
（月） 13:30～15:30 歌声健康 金沢西根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。
※ 歌声健康広場では、健康体操・唱歌歌謡曲を行います。
Y仙南福祉センター　10187（83）2122

クリスマス読み聞かせ会のお知らせ

　わくわくおはなし「夢ふうせん」の皆さんが「クリスマス
読み聞かせ会」を開きます。
日時●12月23日（火）午前10時～11時（予定）
会場●学友館
内容●クリスマスにちなんだ本を読み聞かせしたり、歌

を歌います。
対象●小学生以下およびその保護者
○事前の申込は不要です。お気軽にご参加ください。
Y学友館　10187（84）4040

県展第6回仙北地域展を開催します

　第50回県展（秋田県美術展覧会）の入賞、入選作品の
内、美郷町・大仙市・仙北市の出品者の作品約100点を展
示します。
　この展示は地元の制作者の書道、絵画、写真、工芸な
ど多彩なジャンルの作品が一堂に会し、一度に鑑賞でき
る展覧会です。
　身近な方の作品もあるかもしれません。この機会にぜ
ひご覧ください。
期　　間●12月20日（土）～平成21年２月15日（日）
　　　　　休館日：毎週月曜日（祝日にあたる場合は火曜日）
　　　　　　　　　12月29日（月）～１月３日（土）
開館時間●午前９時～午後７時（入館は午後６時30分まで）
会　　場●学友館　特別展示室、多目的ホール
入　館　料●一般 300円　高校生以下 無料
Y学友館　10187（84）4040

新春書き初め大会の参加者募集

日　時●平成21年１月10日（土）午前９時～
会　場●仙南交流センター　
対　象●町内の小・中学生、高校生・一般
日　程●開会式 午前９時～　席書き 午前９時10分～
　　　　＊作品の提出は午前10時30分からできます。
　　　　　提出後は随時解散となります。
課　題●小学１年生「きぼう」
　　　　小学２年生「なかよし」
　　　　小学３年生「のびる力」
　　　　小学４年生「花さく里」
　　　　小学５年生「初日の海」
　　　　小学６年生「希望の光」
　　　　中学１年生「気力充実」（行書）
　　　　中学２年生「初空春光」（行書）
　　　　中学３年生「生命の躍動」（行書）
　　　　高校生～一般　課題・用紙とも自由です。
表　　彰●小・中学生は審査の上、特選・金賞・銀賞を

決定し、賞状を贈呈します。（参加者全員に参
加賞があります。）

作品展示●平成21年１月15日（木）～22日（木）まで仙南公
民館に展示する予定です。（ただし１月19日は
休館日となります。）

持参する物●書道用具一式（すずり、墨、下敷き、新聞紙等）
　　　　　練習用紙（68.5㎝、17.5㎝）
　＊小・中学生分の清書用の用紙は主催者が用意します。
参　加　料●無料
申込期限●12月25日（木）
申込方法●社会教育課に電話でお申し込みください。
　　　　　（10187（84）4915）　
　＊小中学生は、学校単位でとりまとめますので、学校を
通じてお申し込みください。


