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みんなが森林の応援団！
「緑の募金」へのご協力ありがとうございました

　「緑の募金」は、地域の環境緑化活動
や森林づくり活動への支援に使われ
ます。
　美郷町の平成21年度の募金総額と使
途は次のとおりです。

募金総額　　　　　　 　842,914円
【募金の内訳】
　各行政区から・・・
　　　　　　家庭募金  616,800円
　　　　　　※内訳は右表のとおり
　町内小・中・高等学校から・・・
　　　　　　学校募金 202,014円
　事業所から・・・
　　　　　　職場募金 24,100円
【募金の使途】
　募金協力者への交付金 544,125円
　　※各行政区、学校等では、花

苗・苗木の頒布、地域の公園
緑化活動等に交付金を活用し
ています。

秋田県緑化推進委員会への納付金　
298,789円

役場（仙南庁舎）農政課
農業振興班
10187（84）4908（内線3203）

行政区名 募金額（円） 行政区名 募金額（円） 行政区名 募金額（円）
千屋北部 7,100 東高方町 7,800 上千間谷地 3,800
千屋中部 7,600 旭町 17,400 下千間谷地 2,500
千屋南部 5,500 本道町 9,000 町田 3,100
小荒川 7,700 宝門町 5,000 上菻沢 1,000
土崎南部 7,500 小安門住宅 5,000 下菻沢 3,400
土崎北部 14,500 上鑓田 17,200 山本 6,000
本堂東部 11,600 中鑓田 4,200 谷地川 3,800
本堂中部 5,700 下鑓田 3,100 中島・藤原 3,600
本堂西部 6,500 本館 3,500 橋本 4,700
元本堂南部 7,800 大荒田 2,800 鶴水 4,300
元本堂北部 6,200 浮池 2,300 御前 7,000
黒沢 9,800 遠槻 2,100 上中野町 2,500
大坂 6,700 野中 6,800 下中野町 3,300
善知鳥 4,300 押切紀の国 6,000 佐野 4,700
一丈木 10,100 細筑 2,100 天神堂 7,400
第一暁 8,400 雀柳 1,400 扇田 2,900
第二暁 5,300 関田 4,800 南町 5,600
上畑屋 12,300 中村 3,000 上深井 9,700
下畑屋 4,000 中通り 7,200 駅前 8,800
羽貫谷地 3,600 荒川 3,300 都野 2,200
塚 14,800 七滝 2,000 川原保 1,400
安城寺上 5,900 四ツ屋 1,200 中関 3,400
安城寺下 3,900 明田地 1,500 谷地中 2,500
中野 5,200 作山 4,400 森先 1,000
湯竹 4,200 後三年 10,100 上前郷 1,600
大畑 5,400 元村 4,300 中前郷 2,500
大柳 6,000 四ツ谷 2,000 下前郷 1,400
善元寺 5,200 新田 1,800 米ノ口 1,700
外川原 7,900 本田 3,300 茨島 2,500
大町 9,000 下タ堰 1,700 石神 8,200
上町 4,400 菅谷地 1,100 野際 7,500
荒町 7,500 八卦・熊堂 3,600 明田地 1,200
古町 3,400 石柳 3,700 上野荒町 3,200
新町 20,600 笹巻 3,600 下野荒町 7,700
赤城 9,600 大久保 3,000 籠林 5,100
米町 5,300 万願寺 4,000 寺田 3,700
馬町 5,700 釜蓋 1,700 長岡森 2,300
西高方町 10,100 今泉 7,900 合　計 616,800
琴平 6,100 百目木 2,300

平成20年度秋田県緑化推進委員会における募金実績と募金使途

家庭募金 13,076

学校募金 7,793

職場募金 4,247

街頭募金 494

企業募金 3,547

その他募金 12,815

　総　額　41,972千円

地域緑化推進費 緑の少年団育成費
（市町村等へ還元交付による緑化推進） 16,421 （交流集会、学校緑化コンクールなど） 437

募金資材購入費 緑化表彰、国際緑化費
（緑の羽根、募金箱、ポスター等の購入） 1,347 （緑化表彰、国際交流植樹など） 62

緑の広報啓発費 国土緑化推進費
（チラシ、看板、広告等による啓発） 2,259 （国土緑化推進機構への納付金） 1,759
緑化行事等開催費 次年度事業

（全県植樹祭・全国植樹祭関連） 5,758 （平成21年度事業推進費） 10,256
名木古木、緑の保存費 事務費、管理費
（樹木医による緑の診断、調査） 980 （募金事務費、管理費） 1,215
県民参加の森づくり費

（市民グループ、森林ボランティアの活動支援）1,478

総　　額　　41,972千円
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●本委員会は上記のほか、秋田県、国土緑化機構等の援助による緑化事業を行っています。
※平成21年度募金実績と募金使途は、翌年にお知らせします。
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募集日程●
　受付期間：10月20日（火）まで
　面接審査日：11月17日（火）～19日（木）
　　　　　　　※３日間のうち１日
　合格内示：11月30日（月）
研修期間●23カ月（平成22年4月～平成24年2月）
受講資格●
　次にあげる要件を満たし、農業協同組合長
または学校長等の推薦が得られる者とする。
　ア．新たに農業を始めようとする者または

現に農業を営む者で、農業で自立しよ
うとする意欲が高く、研修終了後の県
内就職が確実に見込まれる者。

　イ．申請時の年齢が、４０歳未満の者。
申込方法●10月20日（水）まで役場（仙南庁舎）

農政課へお申し込みください。
研修奨励金の支給●
　研修生に対し１人当たり月額75,000円の研
修奨励金を助成します。また、この研修奨励
金は研修期間中に支給されます。なお、この
金額は予定額ですので今後変更する場合があ
ります。

　新規就農に必要な技術を身につけようとする者、新たな部門開
始に必要な技術を身につけようとする既就農者に対して、市町村
と県が連携のうえ、県の農林水産技術センター関係試験場（農
業、果樹、畜産）および花き種苗センターにおいて研修を行い、
地域農業の優れた担い手を確保・育成します。

フロンティア農業者研修生
を募集します

研修場所および研修コース●
研修先（所在地） 研修コース 研修の概要

農林水産技術センター農業 稲作、野菜、
試験場（秋田市雄和相和） 花き

農林水産技術センター畜産
試験場（大仙市神宮寺）

酪農、肉用牛

農林水産技術センター果樹
試験場
　本　　場（横手市平鹿町醍醐） りんご等
　鹿角分場（鹿角市花輪） りんご等
　天王分場（潟上市天王） なし・ぶどう等

花き種苗センター
（潟上市昭和豊川）

花き

　

土壌肥料、病害虫、栽
培管理、農業経営（稲
作、畑作、野菜、花
き）など
飼養管理、家畜改良、
飼料作物生産調整、土
壌肥料、畜産経営など

土壌肥料、病害虫、栽
培管理、果樹経営など

土壌肥料、病害虫、栽
培管理、農業経営（花
き）など

役場（仙南庁舎）農政課　
農業振興班　10187（84）4908
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～介護保険事務所からのお知らせ～ 

介護保険の支給対象となる住宅改修をするときは・・・

　支給方法は、改修費用を一旦工事業者に支払った
のち、９割分を後日介護保険から支給する「償還払
い」と、介護保険から工事業者に費用の９割分を直
接支払う「受領委任払い」の２通りがあります。受領
委任払いにより給付を受ける場合は、予め工事業者
が介護保険事務所に届出をしていなければなりませ
ん。申請前に工事業者に確認してください。

介護保険事務所
保険指導班　10187（86）3911
大仙市高梨字田茂木10番地
（大仙市役所仙北庁舎内３階）

　要介護又は要支援認定を受けている方が、介護保
険の支給対象となる住宅改修を行う場合、費用の９
割が支給されます（上限20万円）。
　対象となる工事は、①手すりの取付け、②段差の
解消、③滑りの防止・移動の円滑化等のための床又
は通路面の材料の変更、④引き戸等への扉の取替
え、⑤洋式便器等への便器の取替え、⑥その他①～
⑤の工事に付帯して必要な工事、以上の６種類で
す。　
　工事を始める前に、介護保険事務所に改修の申請
が必要ですので、担当のケアマネジャーに相談して
ください。
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