タックスアンサーは、引き続き充実に努めてまいります
ので、お気軽にご利用願います。
（国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/ からのご利用が便利です。）
また、税に関する一般的なご相談は、お近くの税務署
にお電話いただき、音声案内に従い
「1番」
を選択して
いただければ、国税局の
「電話相談センター」
につなが
りますので、ご利用ください。
Y大曲税務署 10187
（62）
2191

◆農業用機械を用いた除雪業務に係る軽油引取
税免税証の交付申請について

◆小規模企業共済制度のご案内
小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役
員の方が事業をやめたり、退職された場合に、生活の安
定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備して
おく国がつくった共済制度で、いわば
「小規模企業の経営
者のための退職金制度」
といえます。
この制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け取る共
済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなり
ます。
詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工
会議所、青色申告会、金融機関の本支店の窓口で取扱い
しています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤
整備機構が行っています。
（ URL http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html ）
Y中小企業基盤整備機構共済相談室 1050
（5541）
7171

今冬より農業用生産施設の周囲の除雪について免税軽
油が認められます。免税軽油の対象となるのは、農業用
機械にアタッチメントを付けて行う、ビニルハウス・畜
舎等の倒壊を防止するための除雪です。
除雪専用機械による除雪については一切免税が認めら ◆経営セーフティ共済
（中小企業倒産防止共済制度）
のご案内
れませんのでご注意ください。
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因
申請の受付は11月より随時、仙北地域振興局県税課で
で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借
行いますので、下記の書類をご持参のうえ申請してくだ
入れることができる制度で、中小企業を守るために国が
さい。
つくった共済制度。無担保・無保証人で、積み立て掛金
・交付済みの免税軽油使用者証
（新規申請の方：免税軽 の10倍の範囲内
（最高3,200万円）
で被害額相当の共済金が
油使用者証交付申請書）
借入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金
・除雪を行うビニルハウス・畜舎等の大きさが分かる に算入できる。
図面
（簡易なもので結構です。手書きも可。）
詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工
・免税証交付申請書
（事前に必要な方は問合せ先までご 会議所、金融機関の本支店の窓口で取扱いしています。
連絡ください。）
制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が
・使用する機械の購入証明書
（新規申請の方）
行っています。
Y平鹿地域振興局県税部 課税課 10182
（32）
0590
（ URL http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html ）
Y中小企業基盤整備機構共済相談室 1050
（5541）
7171

◆元気のある地域づくり活動を応援します

県では地域づくり活動を行う団体を支援する助成金事
業を行っています。原則、平成22年1月1日
（金）
以降に開
始する事業が対象です。詳細については、お問い合わせ
ください。
【元気あきた資金】
対象取組●講演会・学習会等の開催
限 度 額●事業費の4/5以内で上限20万円
申込期限●11月30日
（月）
※期限厳守
Y仙北地域振興局 地域企画課 10187
（63）
5114

◆
「元気なふるさと秋田づくり県民運動」
顕彰
仙北地域振興局では、自主的・主体的に地域づくり活
動に取り組んでいる団体・個人を募集しています。応募
された中から選考のうえ受賞者を決定し、表彰します。
募集期間●11月1日
（日）
〜30日
（月）
表彰対象●大仙市、仙北市および美郷町にある団体・個
人で次の要件をみたすもの。
①地域において、地域のための活動に継続的
に取り組んでいること。
②その活動が、今後も地域で広がることが見
込まれ、他の模範となっていること。
応募方法●表彰を受けようとする団体、個人は、推薦調
書を仙北地域振興局に提出してください。
（他薦も可）
Y仙北地域振興局 地域企画課 10187
（63）
5114

◆第2回秋田マックセミナー
アルコール、薬物、ギャンブル、その他の嗜癖による
依存からの回復がテーマです。事前申込は必要ありませ
んので、関心のある方はどなたでも参加できます。
日 時●12月6日
（日）
午後1時〜
会 場●秋田大学医学部保健学科 1階 大講義室
講 師●福井県立大学 看護福祉学部 社会福祉学科
准教授 西川 京子 氏
参加料●無料
Y特定非営利活動法人 秋田マック 1018
（833）
7526

◆無料法律相談
日
会
定
対

時●11月24日
（火） 午後１時〜３時
（1人30分）
場●平鹿地域振興局
（横手保健所）
員●4名
象●男女間のトラブルなど法律的な解決を必要とす
る方
その他●託児あり
（予約必要）
Y中央男女共同参画センター相談室
1018
（836）
7846 5018
（836）
7854
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◆大曲技術専門校のスキルアップセミナー

◆社会福祉法人六郷仙南福祉会の正職員を
募集します
六郷仙南福祉会では、平成22年４月以降に採用予定の
介護職員の採用試験を、次のとおり行います。
募集人員●介護職員 若干名
受験資格●夜勤のできる方で、次の資格のいずれかを有
する方、又は平成21年度中に取得見込みの方
【必要資格】
介護福祉士資格、社会福祉主事任
用資格、介護支援専門員資格
勤務場所●特別養護老人ホームロートピア緑泉
または特別養護老人ホームロートピア仙南
応募方法●履歴書
（写真付き）
1通を11月30日
（月）
までに
ロートピア緑泉へ提出してください。
採用試験●教養試験、作文、面接
（詳細は、後日連絡）
そ の 他●看護職員も引き続き募集中です。
申込・Y〒019-1404 美郷町六郷字作山187
六郷仙南福祉会 事務局
（ロートピア緑泉内）
担当：佐藤、加藤 10187
（84）
3636

◆第５回美郷町民バスケットボール大会
日
時●12月13日
（日） 午前9時〜
会
場●美郷町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。
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。
参 加 料●無料
申込期限●11月27日
（金）
申込・Y町バスケットボール協会事務局 熊谷
1090
（4318）
8644 50187
（85）
3105
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【第一種電気工事士技能試験準備講習】
（定員10名）
11月10日
（火）
〜12日
（木）
の３日間
【Accessによる顧客管理・売上管理講習】
（定員10名）
11月16日
（月）
・17日
（火）
の２日間
【Excel VBAによる試算表の作成講習】
（定員10名）
11月26日
（木）
・27日
（金）
の２日間
時
間●午前９時〜午後５時
会
場●大曲技術専門学校
受講資格●現在お勤めしている方
受 講 料●無料
（テキスト代は自己負担）
申込・Y大曲技術専門校 10187
（62）
6321

◆シルバー会員入会説明会を開催します
町内在住者で、60歳以上の健康で働く意欲のある方を
対象に、シルバー会員入会説明会を開催します。
日 時●11月12日
（木） 午後2時〜
会 場●六郷老人福祉センター
（清水苑）
その他●参加希望の方は下記までご連絡ください。
申込・Y美郷町シルバー人材センター
10187
（84）
0307

◆特別養護老人ホーム真昼荘 真昼感謝デー
日 時●11月11日
（水・介護の日）
内 容●①
「認知症基礎講座」
と
「健康体操」
１回目：10時〜、２回目：11時〜
②なんでも相談室
（真昼荘なごみのお部屋）
③健康相談、血圧測定等
④介護用品・介護食品の展示、利用者の作品・
行事写真の展示
模擬店等はありませんが、ぜひご近所お誘いのうえ、
お越しください。
Y特別養護老人ホーム真昼荘
担当：加藤・鈴木 10187
（85）
2203

◆税務署からのお知らせ
よくある税の質問にお答えする手段としてご利用いた
だいております
「タックスアンサー」
のうち、
「電話音声・
ファクシミリ」
サービスは、11月30日をもちまして、サー
ビスを終了させていただきます。
なお、
「インターネット
（携帯電話サイトを含む）
」
の

