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次回の「広報お知らせ版」は2月13日（金）発行予定です。
「広報美郷」2月号は1月30日（金）発行予定です。

Y美郷町地域公共交通活性化再生協議会（役場六郷庁舎総務課内）　10187（84）1111
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　改正①　　運行ダイヤの改正　a　千畑地区・六郷地区は9便、仙南地区は8便になります
　　　　　　　１月19日（月）から各地区とも２便増加し、千畑地区・六郷地区は１日９便、仙南地区は１日８便に

なります。各地区の運行ダイヤは次のとおりです。

　改正②　　予約時間を変更　a　11:00以降の便の予約は各便の2時間前までになります
　　　　　　　これまでは、全便で乗車する日の前日午後５時までの予約となっていましたが、１月19日（月）から

は午前11時便以降の便の予約を各便の２時間前までに変更します。例えば、午前11時便の予約は当日の
午前９時まで、午後４時の便の予約は当日の午後２時までとなります。

　　　　　　　なお、午前７時～午前９時の便は、これまでどおり前日午後５時までの予約となります。

　改正③　　運賃を改正　a　１回乗車300円に
　　　　　　　これまでは１回乗車400円でしたが、１月19日（月）から１回乗車300円に変更します。

　改正④　　拠点の追加　a　千畑福祉センターを追加
　　　　　　　千畑福祉センターで乗降できるようになります。

１月19日（月）から
予約制乗合タクシーがより便利になります

アミ掛け部分
が増便された
部分です。 

前日午後 
５時までに 
予約 
 
 
各便の 
２時間前 
までに予約 

 千畑地区ダイヤ 六郷地区ダイヤ 仙南地区ダイヤ 

 まひる号　0187-85-4141 湧ちゃん号　0187-82-1011 雁の里号　0187-82-1231 

 千畑地区　　六郷庁舎 東部地区　六郷庁舎　西部地区 仙南地区　　六郷庁舎 

 千畑地区発　六郷庁舎発 東部地区発　西部地区発 仙南地区発　六郷庁舎発 

 7:00  7:00 

 8:30 9:00 8:30 9:00 8:30 9:00  

 11:00 11:30 11:00 11:30 11:00 11:30  

 13:30 14:00 13:00 14:10 13:00 14:10  

 16:30 16:00 16:30 16:00 16:30 16:00  
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合併処理浄化槽を設置している方へ
～補助金を交付します～

　町では浄化槽の設置を推進しており、水質の保全を図るため合併処理浄化槽の適正な維持管理を行っている方（地
域の会館等を含む）に「浄化槽水質環境保全費補助金」を交付します。
　ただし、次に該当する場合は補助金を交付できませんので、ご注意願います。
　　　①トイレのみを処理する単独処理浄化槽を設置している方
　　　②下水道認可区域および農業集落排水整備区域で浄化槽を設置している方　
　　　③平成20年度に合併処理浄化槽を設置された方
　　　④町の税金、各使用料および各資金貸付金の償還を滞納している方
　　　⑤水質に関する検査（浄化槽法第７条、第11条による検査）を受けていない方
補助金額●５，０００円
提出書類●補助金交付申請書、請求書、検査結果書（浄化槽法第11条）の写し　各１部
　　　　　※平成19年度に設置された方は検査結果書（浄化槽法第７条）の写し　１部
提出期限●２月27日（金）
提　出　先●仙南庁舎建設課上下水道班または千畑・六郷庁舎の総合サービス課
支払方法●請求書に記載いただいた「金融機関口座」に振り込みます。
そ　の　他●１月中旬に申請用紙等を回覧しますので、ご利用ください。
　　　　　申請用紙は建設課、各庁舎の総合サービス課にもあります。
　　　　　なお、町のホームページからもダウンロードできます。

Y役場（仙南庁舎）建設課　上下水道班　10187（84）4910（内線3226,3227）

農業用軽油の免税証交付申請受付について

　農業用機械に軽油を使用する場合、免税証と引き換えに軽油を引き取ることにより１リットル当たり32円10銭の
軽油引取税が免税となります。
　免税証の交付には申請が必要です。次の日程で申請を受け付けますので、希望する方は必要書類を持参し各会場
で申請手続きをしてください。
申請受付日程●【仙南、六郷地区】２月９日（月）午前10時～午後３時　役場仙南庁舎３階会議室
　　　　　　　【千畑、六郷地区】２月10日（火）午前10時～午後３時　役場仙南庁舎３階会議室
申請手続き書類●

初めて申請 使用者証の有効期限が 使用者証の有効期限が
する方 平成21年中の方 平成22年中の方

　1.免税軽油使用者証 ○ ○

　2.印鑑 ○ ○ ○

　3.耕作証明書（農業委員会発行） ○ ○ ○

　4.平成20年中に購入した免税軽油の納品書 ○ ○

　5.平成20年中の免税軽油の引取に係る報告書 ○ ○

　6.秋田県証紙（400円） ○ ○

　7.農業用機械の購入証明書 ○ （○）※ （○）※

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※機械に変更、追加がある場合
　共同申請の場合は、申請者全員の印鑑と耕作証明書が必要です。
その他●①上記の会場で申請できなかった方は、県税部の窓口で２月16日（月）以降に申請してくださるようお願い

します。
　　　　②ＪＡ秋田おばこ各営農指導センターにも申請用紙を備え付けています。

Y県仙北地域振興局 県税部 課税課　10187（63）5222

�� !

�� !

�� !"



広報美郷お知らせ版
平成21年1月15日号3

平成21年度小規模修繕契約希望者登録のご案内

　町が発注する小規模な修繕の契約を希望する方の登録を行います。
その内容が軽易で、かつ履行が容易であると認められるもので、金額が原則として50万
円未満の修繕業務のことです。

修　繕　の　種　類●①大工職　②ガラス工事、アルミ建材　③畳　④建具、家具修理・再生　⑤装飾業、敷物
　　　　　　　　　⑥塗装（建築）　⑦左官業　⑧建築板金業　⑨電気設備工事　⑩給排水衛生設備工事
登録できる事業者●町内に主たる事業所または住所を有する方
　　　　　　　　　※建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問いません。
登録できない事業者●・町内に主たる事業所又は住所を有しない方
　　　　　　　　　・希望する業種を履行するために必要な資格等を有しない方
　　　　　　　　　・町の入札参加資格者（指名願）名簿へ登録されている方
　　　　　　　　　・町税を滞納している方
提　出　書　類●（法人の方）①小規模修繕契約希望者登録申請書　②商業登記簿謄本（３か月以内）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　③町税の納税証明書（直前１年分）法人町民税等
　　　　　　　　　　　　　　④希望する業種を履行するために必要な資格等の写し
　　　　　　　　　（個人の方）①小規模修繕契約希望者登録申請書　②住民票（３か月以内）
　　　　　　　　　　　　　　③町税の納税証明書（20年度分）町民税等
　　　　　　　　　　　　　　④希望する業種を履行するために必要な資格等の写し
受付場所及び受付期間●役場六郷庁舎２階総務課管財班
　　　　　　　　　２月10日から３月10日（土曜、日曜及び祝日は除く）
　　　　　　　　　午前８時30分から午後5時15分まで
登　録　の　有　効　期　間●平成21年４月１日から平成22年３月31日まで
　　　　　　　　　※有効期間は１年ですので、20年度登録されている方も21年度の登録申請が必要です。
その他●登録申請書用紙、提出要項は総務課に備え付けています。また、町ホームページにも掲載していますので

ご利用ください。上記についての詳細は提出要項をご覧ください。
Y役場（六郷庁舎）総務課　管財班　10187（84）1111（内線1249）

燃油・肥料高騰緊急対策が実施されます

　農林水産省では、燃油や肥料の急激な値上がりに対する農家支援対策として、「燃油・肥料高騰緊急対策」を実施
することになりました。
　対策の内容は、化学肥料の施用量や施設園芸用燃油の使用量を２割以上低減する技術に取り組む農業者グループ
（３戸以上の農家）に対し、肥料費や燃油費の価格上昇分の７割を助成するものです。

　また、施設園芸に取り組んでいる方々には、ヒートポンプ設備など省エネルギー施設の導入に対する助成もあり
ます。（補助率1/2以内）
　事業の申込みは、1月２６日（月）までとなっています。ＪＡ秋田おばこ、ＪＡ秋田ふるさと、肥料等販売業者へご相
談願います。　
 ※詳しい情報は、県ホームページhttp://www.pref.akita.lg.jp/nosaneng/をご覧ください。（「美の国あきた肥料高騰」で検索できます。）

  Y役場（仙南庁舎）農政課　農政班　10187（84）4908

○対象となる肥料は、Ｈ20年7月～Ｈ21年6月に購入し、期
間中に施肥・作付を開始する作物の肥料（永年性作物
は期間中に施用する肥料）です。 
○対象となる燃油は、H20秋～H21春に施設園芸の加温
に用いる燃油です。 

 
 
 
 

○ＪＡの営農部会や出荷団体など、農業者グループで
申請してください。代表者、規約が定められていれ
ば任意の組織も可能です。 

○肥料対策については、Ｈ20年産の水稲栽培を行って
いた場合、Ｈ20年産の生産調整を実施しているか、
又はＨ21年産の生産調整の実施を確約することが必
要となります。 

対策の内容 

　化学肥料の施用量や施設園芸用燃油の使用量を２割以上
低減する農業者グループに対して、肥料費・燃料費の増加
分の７割が助成されます。 

肥料費 
燃油費 
 

〈前年度〉 
 

〈対策のイメージ〉 

 
 
 

〈本年度〉 
（20年7月～21年6月） 

2割削減分 

増加分 

a

〈助成額〉 
（増加分の7割） 

支援の対象となる肥料・燃油 

支援の対象者 

小規模な修繕とは・・・
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《六郷地区》
回 期日 時間 内　容
1 1/30（金） 介護保険サービスについて
2 2/13（金） 認知症について
3 2/20（金） 福祉用具について
4 2/27（金） 高齢者の食事について
5 3/13（金） 介護技術指導（排泄介助他）
6 3/27（金） 介護技術指導（移乗介助他）
場　所●ロートピア緑泉
参加対象者●町内在住で、ご自宅で介護をしている方
　　　　　　（介護する予定のある方）
その他●参加料無料です。参加ご希望の方は、それぞれ

の開催日の２日前までお電話でお申し込みくだ
さい。

申込・Y在宅介護支援センター緑泉　担当：月輪　
　　　　10187（84）2284

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が年金天引きされている方へ

q口座振替に変更できるようになりました
　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について、現在、年金から天引き（特別徴収）されている方は、申出によ
り「口座振替」に変更することができるようになりました（現在、保険料（税）が年金から天引きされている方は、平成
21年４月分の年金天引き分から口座振替に変更できます）。
　口座振替への変更を希望される方は、１月２３日（金）までに下記にご連絡ください。電話をお受けしてから、手続
きに必要な書類をお送りします。また詳しいことについて聞きたい方もお気軽にお電話ください。
　※世帯員に税金等の滞納がある場合は、口座振替への変更が認められないことがありますので、あらかじめご了
承願います。

w「公的年金等源泉徴収票」について
　国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が年金から天引きされている方には、1月中に年金保険者（社
会保険庁、共済組合等）から「公的年金等源泉徴収票」が届きます（障害・遺族年金受給者には源泉徴収票は届きません）。
　この源泉徴収票の「社会保険料の金額」欄には、国保・介護・後期高齢の天引きされた保険料（税）合計額が記載さ
れています。
　２月～３月に行われる確定申告に使用することができますので、届きましたら内容をご確認いただき、必要に応
じて確定申告時に提出願います。

Y国　民　健　康　保　険　税　に　つ　い　て：役場（千畑庁舎）税　務　課　課　税　班　10187（84）4902
　介　護　保　険　料　に　つ　い　て：役場（千畑庁舎）福祉保健課　福　祉　班　10187（84）4907
　後期高齢者医療保険料について：役場（千畑庁舎）福祉保健課　医療保険班　10187（84）4907

《仙南地区》
期　日●１月24日（土）
時　間●午前10時～11時30分
内　容●排泄ケアについて
　　　　（主にオムツの選び方と漏れないあて方）
場　所●ロートピア仙南
その他●参加料無料です。ご自宅で介護している方、ま

た、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加
ください。

申込・Y在宅介護支援センター仙南　担当：小西・佐藤
　　　　10187（87）8010

介護教室を開きます

10:00
～11:00

年金受給者の皆さんへ
源泉徴収票が送付されます

　老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合、所得税法上の「雑所得」として取り扱われます。
　社会保険庁では、これらの年金を受給している皆さんへ、１月に「公的年金等源泉徴収票」を送付します。
　この「公的年金源泉徴収票」には、平成20年中に支払われた年金額・源泉徴収税額・扶養親族等の内訳などが記載
されています。
　年金以外に所得のある方などは、確定申告の際にこの源泉徴収票が必要となりますので、大切に保管してください。
　なお、障害年金や遺族年金は非課税のため源泉徴収の対象とならないことから、源泉徴収票は送付されません。

Y大曲社会保険事務所 10187（63）2299
　役場（千畑庁舎）住民生活課　戸籍年金班 10187（84）4903
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午前９時～
　　11時

ストレッチ教室とユニカール大会参加者募集

　ストレッチ教室　
日　　時●２月７日（土）午前９時から２時間程度
会　　場●リリオス
参　加　料●無料
持　ち　物●運動靴、水分補給飲料。動きやすい服装で参

加してください。
　ユニカール大会　
日　　時●２月21日（土）午前９時～正午
　　　　　※受付は午前８時30分から
会　　場●トレーニングセンターろくごう
参加資格●①町内に住んでいる方、または町内にお勤めの方
　　　　　②原則、チーム単位（１チーム３人）
参　加　料●無料
申込方法●２月６日（金）まで最寄りの公民館または下記

までお申し込みください。
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）

スノーボード教室を開催します

　新たにチャレンジしてみたい方から、より上手く滑れ
るようになりたい方まで、インストラクターがその人に
合わせた内容で、上達へのお手伝いをします。
期　　日●２月３日（火）、５日（木）、10日（火）
時　　間●午後７時～８時30分（受付　午後６時30分～）
会　　場●後三年スキー場
参　加　料●600円
対　　象●町内に在住、または勤務されている方。
募集人数●・Ａクラス（より質の高い滑りを目指す人）
　　　　　　　⇒定員５名
　　　　　・Ｂクラス（連続ターンができる人）
　　　　　　　⇒定員10名
　　　　　・Ｃクラス（スノーボードを始めたい人、
　　　　　　　　始めて間もない人）⇒定員５名
指　導　者●日本スノーボード協会公認インストラクター３名
申込期限●１月28日（水）
そ　の　他●当日の天候等により中止となる場合があります。
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）

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●２月７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●２月14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●２月21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

総合型地域スポーツクラブ体験教室のお知らせ

　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　（毎週月・水・木曜日）

期　日 時　間 会　場 参加料

午前９時30分
　～11時30分

1回
100円

午後7時～9時 六郷公民館

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。
　エアロビクス教室　（毎週木曜日）
期　日●１月22日（木）、29日（木）、
　　　　２月５日（木）、12日（木）
時　間●午後７時～８時
会　場●六郷公民館　２階　大ホール
参加料●１回200円
内　容●初心者向けのクラスです。いつでも参加できます。
　ニュースポーツ（ユニカール・ラージボール卓球他）体験教室　

期　日 時　間 会　場 参加料
リリオス

1回
100円

　水中運動教室　
期　日●１月27日（火）、２月10日（火）
時　間●午前10時15分～11時15分（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。
　水泳教室　　
期　日●２月６日（金）
時　間●午後７時～８時
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回500円（入場料込）
その他●泳げない方でも参加できます。
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

1/19（月）、22（木）、
26（月）、29（木）
2/ 2（月）、 5（木）、
９（月）、12（木）
1/21（水）、28（水）、
2/ 4（水）、11（水）

トレーニング
センター
ろくごう

1/17（土）　

1/20（火）、24（土）
31（土）、2/3（火）

2/14（土）　

トレーニング
センター
ろくごう

ふれあいセンター

美郷町芸術文化賞授与式の時間変更について

　１月24日（土）に開催される第２回美郷町芸術文化賞授
与式の開式時刻が次のとおり変更になりました。

変更前 変更後

午前11時 → 午前10時30分

会　場●仙南公民館

Y町教育委員会社会教育課　 10187（84）4915
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仙北地域の雇用促進のために就職面接会を開催します

　雇用環境の厳しい状況のなか、活力ある仙北地域を目指して、人材を求めている企業と働く先を探している方々
との交流の場を設け、お互いの理解を深めることにより、企業の人材確保と求職者の就職支援を目的に開催します。
日　　時●１月27日（火）午後１時～４時
　　　　　※受付開始は12時30分から
場　　所●大仙市大曲交流センター
　　　　　（大仙市大曲日の出町２-７-53）
参　加　費●無料
参加企業●30社程度の予定
　　　　　（１月20日頃に参加企業情報の提供可能）

数多くの企業にあなたをアピールするチャンス！！

Y県仙北地域振興局総務企画部地域企画課 企画振興班　1 0187（63）5226
　ハローワーク大曲　10187（63）0335
　ハローワーク角館　10187（54）2434

スキルアップセミナーのご案内

◆HTMLとCSSによるホームページ作成講習（定員10名）
　２月２日（月）、３日（火）　
◆入母屋屋根模型製作講習（定員10名）
　２月３日（火）、４日（水）
◆２級建築士試験準備講習（定員各10名）
　施行：２月５日（木）、６日（金）
　計画：２月12日（木）、13日（金）
　構造：２月19日（木）、20日（金）
　法規：２月26日（木）、27日（金）
◆Excelによる税理士が解説する青色申告講習（定員10名）
　２月５日（木）、６日（金）
◆デジカメ・メール活用術講習（定員10名）
　２月９日（月）、10日（火）
◆Excelによる社会保険実務講習（定員10名）
　２月17日（火）、18日（水）
◆木工業者のためのJW-CAD講習（定員10名）
　２月17日（火）、18日（水）
◆ 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習（定員10名）
　２月23日（月）、24日（火）
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

求職者の皆さんへ
・参加を希望される方は、履歴書と筆記用具をご持参の
うえご参加ください。
・事前の申し込みは必要ありません。
・平成21年３月大学・高校等の卒業予定者も参加可能
です。

秋田被害者支援センター
ボランティア支援員を募集します

　秋田被害者支援センターは、犯罪や事故等に遭われた

被害者とその家族の方々の悩みの軽減と心のケアを目的

に、ボランティア支援活動員による電話相談及び法廷や

病院等への付き添いなどの直接支援を行っています。

募集人数●約10名

応募資格●①平成21年１月１日現在で年齢20歳以上の心

身ともに健康な方、性別は問いません。

　　　　　②電話相談および支援活動に必要な知識、技

術を取得してもらうため、専門的な研修を

受けることができ、支援活動できる方。

募集期間●２月１日～３月16日

応募方法●希望者は、事務局に電話でご連絡ください。

　　　　　申込書をお送りします。

申込・Y（社）秋田被害者支援センター事務局

　　　　1018（887）7605

臨時事務職員を募集します

募集内容●一般事務補助２名
業務内容●資料作成およびデータ入力作業
就業場所●役場 仙南庁舎２階 農政課
雇用期間●２月２日～３月19日
就業時間等●週５日　１日８時間
賃金形態●時給710円
申込期限●１月23日（金）
応募方法等●申込等はハローワーク大曲を通じて行ってく

ださい。
Yハローワーク大曲　10187（63）0335

学校生活支援員（非常勤職員）を募集します

募集内容●学校生活支援員（非常勤職員）１名
業務内容●教育上特別な支援が必要な児童・生徒の日常

生活の介助や学習活動のサポート
就業場所●町内小・中学校のいずれか
雇用期間●２月～３月下旬
就業時間等●週５日　１日６時間
賃金形態●①時給1,200円　②時給900円
　　　　　　（教員免許所持者は①）※その他手当なし
申込期限●１月23日（金）
応募方法等●申込等はハローワーク大曲を通じて行ってく

ださい。
Yハローワーク大曲　10187（63）0335


