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次回の「広報お知らせ版」は4月15日（水）発行予定です。
「広報美郷」4月号は4月1日（水）発行予定です。
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知事選挙に関するお知らせ
「一人一人の一票で　拓け秋田の新時代」

１．日程について

告示日　3月26日（木）
投票日　4月12日（日）　投票時間　午前7時から午後7時まで

２．美郷町で投票できる方
・平成元年４月13日以前に生まれた方　
・平成20年12月25日以前から、美郷町に住所を有している方
投票には、町の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

３．期日前投票について
　期日前投票所の設置期間については広報３月号でもお知らせしましたが、その期日前投票所により投票でき
る期間に違いがありますので、下記日程表によりご確認のうえおこしください。

期日前投票所およびその設置期間について 　※日程表に○印のついている日に投票できます

月　日
３月 ４月

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

曜　日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

　期日前投票のできる時間●午前８時30分から午後８時まで
　期　日　前　投　票　所●役場各庁舎１階　町民ホール
　期日前投票ができる人●選挙の当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの方
　必　要　な　も　の●入場券の裏面の「宣誓書」に氏名、住所、理由等をあらかじめ記入し、

　その入場券を持って期日前投票所におこしください。

４．不在者投票の請求はお早めに
　出稼ぎなどで他の市町村に滞在されている方、またはそのような見込みのある方は、滞在地において不在者投
票ができます。請求用紙は美郷町役場各庁舎総合サービス課にありますので、滞在先の住所を書いたメモ等を持
参のうえ、お早めにお手続きください。
　また、病院や施設等に入院または入所されている方は、その病院や施設等で不在者投票ができる場合がありま
すので、まずはその病院等にお問い合わせください。
　

Y町選挙管理委員会・町明るい選挙推進協議会事務局（役場六郷庁舎内） 10187（84）1111（内線1306）
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「農業振興地域整備計画」の変更申出の受付期間は４月１日～30日です

【農業振興地域とは】

　農業の健全な発展及び国土資源
の合理的観点から、おおむね10年
以上にわたって総合的に農業の振
興を図るべき地域とされており、
町の農業振興施策等を計画的に推
進していくため「美郷農業振興地域
整備計画」が策定されています。
　美郷町は、六郷地区の都市計画
用途区域を除く全域が、農業振興
地域となっております。

　農業振興地域内の農地（農用地区域といいます。）を転用する場合は、農用地区域
から除外しないと転用できません。
　（ただし、除外目的や農地の条件等によっては除外できない場合もあります。）
　除外手続きにかかる期間は、通常約４ヶ月半から６ヶ月間という長い時間を要
しますので、年間に手続きする回数も限りがありますし、長期的な計画を立てる
必要があります。やむを得ず農用地区域の農地を利用して、住宅を建築する等の
事業を行なわなければならない場合は、農政課へご相談ください。

　次回の農業振興地域整備計画の変更（除外・用途変更）申出の受付期間は、
4月1日（水）～4月30日（木）です。
　※申し出の際は、事前に相談してください。

「美郷町温泉施設利用券」についてのお知らせ

　65歳以上の方に発行している利用券（ラベンダー色）の
使用期限は３月31日までとなっております。
　４月１日以降は新しい利用券を発行する予定です。
　使用する際はお間違えのないようお願いします。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907

緊急雇用相談窓口を設置しました

　秋田県の有効求人倍率は、１月末に0.32倍まで低下す

るなど、雇用情勢は一段と厳しさを増しております。

　そこで町では、商工観光交流課に緊急雇用相談窓口を

設置し、ハローワークと連携して、求職情報を提供して

います。

　また、官民合同就職面接会を緊急に開催することとな

りました。

日時●３月18日（水）午前10時～12時

場所●秋田ビューホテル（秋田市中通2-6-1）

　　　・参加企業は秋田県のホームページからご覧にな

れます。

　　　・雇用保険受給中の方は、求職活動実績としてカ

ウントされますので、受給資格者証をご持参く

ださい。

Y役場（六郷庁舎）商工観光交流課　10187（84）4909

Y役場（仙南庁舎）農政課農村整備班　10187（84）4908

固定資産台帳の縦覧が始まります

　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産台帳の閲
覧を行います。
　ご自分で所有している資産の内容などを確認できます
のでご利用ください。
期　間●４月１日～５月31日（土、日、祝日を除く）
時　間●午前８時30分～午後５時15分
会　場●役場千畑庁舎　税務課事務室内
その他●本人確認ができるもの（免許証等）をご持参くだ

さい。
Y役場（千畑庁舎）税務課　課税班
　10187（84）4902（内線2105）

子育て応援特別手当が支給されます

　子育て応援特別手当とは、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度の緊急措置として、定
額給付金と同様「生活対策」の一環として支給される手当です。
対　　象●平成14年４月２日から平成17年４月1日生まれの第２子以降の子ども
　　　　　（第２子の判定は、世帯の中で平成２年４月２日生まれ以降の子どもの中から年齢順）
　　　　※なお、該当者には、後日通知にてお知らせします。
手当の額●１人あたり３万６千円
支給方法●世帯主又は世帯主と同世帯の者からの申請に基づき、後日口座振込します。
◎手当申請の受付について
受付日時●３月19日（木）午前８時30分～午後７時30分　千畑庁舎福祉保健課、六郷・仙南庁舎町民ホール
　　　　　３月20日（金）午前８時30分～午後５時15分　六郷庁舎町民ホール
　　　　　３月23日（月）以降は千畑庁舎福祉保健課窓口で随時受付します。（午前８時30分～午後５時15分）
必要なもの●子育て応援特別手当申請書、印鑑、世帯主又は申請者の方の口座番号、世帯主と申請者の確認ができ

るもの（免許証、保険証など）
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2164）
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総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
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　（毎週月・水・木曜日）

期　日 時　間 会　場 参加料

　

六郷体育館

午後7時～9時 六郷公民館

効　果●関節の可動域を広げ、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●３月19日、26日、４月２日、９日
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300円　
内　容●初心者向けのクラスです。毎回参加できなくて

も、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

午前9時～
11時

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●４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●４月11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●４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

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 家賃※

安楽寺住宅 2階建（3DK）／S56年 2戸
美郷町六郷 12,900円～
字安楽寺335 21,300円

今　泉 平屋建（1Ｋ）／H6年 1戸
美郷町金沢西根 8,300円～
字西今泉88 13,800円

（※入居者の収入により家賃が異なります。）

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４月中旬
入居申込の受付締切●３月31日（火）
Y役場（仙南庁舎）建設課　管理班　 10187（84）4910（内線3223）

六郷地区のみなさんへ
「高齢者交通安全大学」入学者を募集します

期　日●１回目　５月14日（木）午前10時～正午
　　　　２回目　６月11日（木）午前10時～正午
　　　　３回目　７月９日（木）午前10時～正午
会　場●老人福祉センター　清水苑
対象者●六郷地区に居住する方
内　容●機械による交通安全の体験型講習や教育用ビデ

オの視聴など
申込み●各老人クラブ会長宛に案内を送付しますので、

老人クラブを通してお申し込みください。（で
きれば3回すべての講習に参加をお願いします。）

Y大仙警察署　10187（63）3355
　役場（千畑庁舎）住民生活課　環境安全班　10187（84）4903

役場庁舎電話工事について

　美郷町役場では、庁舎の電話をひかり電話に切り替え
るため、次の時間に電話が不通になります。
日時●3月29日（日）午前10時～11時までの約1時間
　臨時に緊急連絡用の携帯電話を準備しますので、緊急
の連絡がある場合は、次の番号におかけください。
緊急連絡用携帯番号　０９０－６２５１－１１４９
　　　　　　　　　　０９０－６２５１－１１６７
Y役場（六郷庁舎）総合サービス課　10187（84）4904

トレーニング
センター
ろくごう

1回
200円

わくわくおはなし「夢ふうせん」が
春休み読み聞かせ会を開きます

日　　時●３月29日(日)　午前10時～11時
会　　場●学友館
○事前申込は不要です。
Y学友館　10187（84）4040

トレーニング
センター
ろくごう

1回
200円

午前9時30分
　～11時30分

午前9時30分
　～11時30分

3/21（土）、
4/4（土）　

3/16（月）、19（木）、
23（月）　
4/２（木）、６（月）、
9（木）、13（月）

3/26（木）
　

3/18（水）、25（水）、
4/1（水）、８（水）、
15（水）　
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観光案内人の寺巡り学習会のご案内
＜歴史・寺巡りに関心のある方歓迎＞

　参加は自由です。お気軽にどうぞ。
日　時●３月28日（土）午後２時～
会　場●名水市場湧太郎　国之誉ホール
内　容●六郷の寺の歴史講座、現地研修（寺町通り）
講　師●六郷史談会副会長　岩屋朝徳氏
主　催●美郷町観光協会
Y美郷町観光情報センター（担当：宮川）
　 10187（84）0110　50187（84）3553

まめだ屋からのお知らせ

◎ミニギャラリー展「中鑓田手芸サークル作品展」開催
日　時●３月16日（月）～３月31日（火）
　　　　午前９時～午後４時
場　所●清水の里ふれあいいきいきサロン“まめだ屋”
※お気軽にお立ち寄りください。お待ちしております。
Y六郷福祉センター　 10187（84）0378

健康講話の開催のご案内

日　時●３月20日（金）春分の日
時　間●午前10時～11時
場　所●ロートピア仙南
内　容●いつまでも明るく元気で暮らせるために
講　師●仙南診療所　照井哲先生
参加料●無料
　いつまでも元気で暮らせる秘訣を仙南診療所 照井先生
がお話してくれます。どなたでもお気軽にご参加ください。
Y在宅介護支援センター仙南　小西・佐藤
　 10187（87）8010

手芸広場・歌声健康広場のお知らせ

　誰でも、どこでも自由に参加できます。
●雁の里よってって（後三年）
　手芸広場　４月13日（月）　午前９時30分～午後３時
●ロートピア仙南 地域交流スペース
　歌声健康広場　４月13日（月）　午後１時30分～３時30分
　手芸広場　４月27日（月）　午前９時30分～午後３時
●飯詰コミュニティセンター（上深井）
　手芸広場　５月25日（月）　午前９時30分～午後３時
●金沢西根コミュニティセンター（今泉）
　歌声健康広場　５月25日（月）　午後１時30分～３時30分
※手芸広場に１日参加する方は、各自昼食を準備願います。
※歌声健康広場では、健康体操・唱歌・歌謡曲等行います。
Y仙南福祉センター　 10187（83）2122

大曲仙北広域市町村圏組合　角間川更生園
臨時職員を募集します

業務内容●男子利用者の生活・作業支援
給　与　等●日額　5,740円
勤務形態●日勤（8:30～16:15）その他、日直、宿直あり
採用人数●若干名
採用期間●４月１日～平成22年３月31日
申込期限●３月23日（月）
※詳細や申込については、ハローワーク大曲（10187（63）
0335）を通じて行ってください。

Y角間川更生園（担当：久米）　10187（65）3676

社会福祉法人水交会
後三年鴻声の里職員を募集します

職種／募集人員●看護師　１名
業務内容●利用者の生活支援および健康管理
※詳細や申込については、ハローワーク大曲（10187（63）
0335）を通じて行ってください。

Y後三年鴻声の里（担当：菅尾）　 10187（83）2035

平成21年度労働基準監督官採用試験のお知らせ

受付期間●４月１日（水）～14日（火）
受験資格●昭和55年４月２日～昭和63年４月1日生まれの者
　　　　　昭和63年４月２日以降生まれの者で、次に掲

げる者
　　　　　①大学を卒業した者および平成22年３月まで

に大学を卒業する見込みの者
　　　　　②人事院が①に掲げる者と同等の資格がある

と認める者
第１次試験日●６月14日（日）
　試験区分、受験手続きなどはお問い合わせください。
Y秋田労働局総務部総務課人事係　 1018（862）6681

ＮＴＴ東日本秋田支店からのお知らせ
～電話設備等の工事（修理）を装った
　　　　　　金銭請求に注意してください！～

　１月末、秋田県内において、お客様宅を訪問し「屋外に
ある電話の設備が故障している」として、設備の点検修理
をして工事代金を請求するという事案が発生しました。
　幸い、実害はありませんでしたが、秋田県以外の東北
各県でも同様のケースが発生しております。
１.お客様の申告により、故障等の点検修理を行っていま
す。お客様の了解なく訪問することはありません。

２.現地で工事（修理）代金をご請求することはありません。
３.お客様への訪問の際には「社員証」等の提示をしておりま
す。万一不審に思われましたら、会社名および担当者名
の確認をお願いします。

Y一般電話から　局番なしの「113」
　携帯電話・ＰＨＳからは「0120-444-113」
　ひかり電話から　「0120-242-751」
　　　　　　　　　（フレッツ・サポート・センター）
　　※いずれも24時間、365日受付しております。

芸文協仙南支部会員の作品をご覧ください

 支部会員と生涯学習グループによる作品展示です。お気
軽にご覧ください。（絵画、書、生け花、短冊など）
期　間●３月22日（日）～３月31日（火）の10日間
会　場●仙南公民館
※３月22日には芸能発表会があります。（午前10時～）
Y美郷町芸術文化協会仙南支部事務局　澁谷陽嗣
　 10187（82）1826


