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次回の「広報お知らせ版」は7月15日（水）発行予定です。
「広報美郷」7月号は7月1日（水）発行予定です。

町議会議員一般選挙に関するお知らせ

　任期満了による町議会議員一般選挙の日程が決まりま
した。
告示日●９月８日（火）
投票日●９月13日（日）
定　数●18人
Y町選挙管理委員会（役場六郷庁舎内）　10187（84）1111

’09べごっこまつりを開催します

日　時●７月４日（土）　午前９時～午後２時
場　所●大台野広場イベント棟（千畑ラベンダー園隣り）
タイムスケジュール●

美郷産牛肉販売 各種ゲーム その他

９:00～
牛肉購入予約券交付 うさぎ体重当てコ

（数に限りあり） ンテスト

９:30～ うさぎレース

10:30～
牛肉引換え

焼肉コーナー開始

10:45～ ロール転がしレース

11:30～ 共励会表彰式

※当日は、堆肥センター（美郷の大地)の堆肥を特別価格
にて販売します！

Y役場（仙南庁舎）農政課 　10187（84）4908

7月1日は平成21年経済センサスー基礎調査日
です

　７月１日、平成21年経済センサス－基礎調査が全国一
斉に行われます。この調査はすべての事業所及び企業が
調査の対象になります。調査員がお伺いし調査票を配布
しますので、調査票への記入をお願いします。（調査員は
調査員証を携行しています。）
　なお、調査票に記入いただいた内容を統計以外の目的
に使用することは一切ありません。

総務省統計局・秋田県・美郷町

Y役場（六郷庁舎）企画財政課　情報統計班
　10187（84）4901

農業者年金受給者の皆さんへ
～現況届の提出はお済みですか～

　農業者年金を受給している方は、引き続き年金を受け
るために６月30日までに「農業者年金受給権者現況届」を
農業委員会へ提出することになっています。現況届をま
だ出していない方は、町農業委員会（仙南庁舎）か千畑、
六郷庁舎の総合サービス課窓口に提出してください。「現
況届」は受給者宛に５月末日までに農業者年金基金より郵
送されています。
Y町農業委員会（仙南庁舎）　庶務班
　10187（84）4913（内線3243）

「あきた子育てふれあいカード」をお渡しします！

　県では、社会全体で子育て家庭を支
える取り組みの一環として「子育て家庭
優待事業」を７月からスタートします。
　この事業で使われる「あきた子育てふ
れあいカード」および協賛店情報を掲載
した「ガイドブック」を６月下旬から対
象世帯にお渡しします。
内　　容●協賛店でカードを提示すると、そのお店が設

定した優待サービスを受けられるものです。
対象世帯●中学生以下の子ども又は妊婦のいる世帯
配布方法●
　①小学校・保育園・幼稚園に在籍する児童がいる世帯
　　　小学校・保育園・幼稚園を通じて６月下旬に配布
　②中学生・未就園児のみの世帯・妊婦のいる世帯
　　　役場千畑庁舎福祉保健課又は六郷・仙南庁舎総合
　　　サービス課窓口で６月29日から配布　
　　　②の対象家庭の方はお手数ですが窓口までお越し

ください。
　③今後、妊娠届・出生届（第１子）をされる方
　　　届出の際窓口で交付します。

※このカードとガイドブックは世帯へ１枚ずつの配布です！
対象世帯に複数のカード等が配布された場合は、お手
数ですが役場千畑庁舎福祉保健課又は六郷・仙南庁舎
総合サービス課窓口にご返却ください。

Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班
　10187（84）4907（内線2165）
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栽培技術などをご相談ください
～美郷町ブランド品目栽培技術マイスター～

国民健康保険に加入している方へ
～所得の申告はお済みですか～

　国民健康保険に加入している方とその世帯主の方は、収
入がない場合でもその旨の申告が必要です。
　申告をしていないと所得額や町民税の課税状況がわからな
いため、次のような影響が生じてしまう場合があります。
◆同じ月内に支払った医療費が高額になった時
　未申告の方がいると、世帯の窓口での負担限度額の判定
ができず、所得の一番高い区分と判定され、払い戻され
る医療費の金額が少なくなってしまいます。
◆70～74歳の国民健康保険加入者がいる場合
　窓口での自己負担割合、ひと月の自己負担限度額の区分
の判定ができなくなってしまいます。
◆入院時の食事代、療養病棟に入院の場合の食事・居住費
の減額
　一食あたりの食費等の自己負担額の減額を受けられなく
なってしまいます。
◆国民健康保険税への影響
　世帯の所得総額がわからないため、適正な賦課ができな
くなってしまいます。
※勤務先より役場に給与支払報告書が提出されていて、そ
の内容に変更の無い方や老齢年金を受給していてその他
に収入の無い方は申告の必要はありません。
※現在未申告となっている方には、税務課より申告のご案
内を送付しますので、すみやかに申告してくださるよう
お願いします。　

Y役場（千畑庁舎)福祉保健課 医療保険班　10187（84）4907
　税務課　課税班　10187（84）4902

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 2階建（3ＤＫ） 2戸 美郷町六郷字 12,900円～
住　宅 ／S56年 安楽寺335 21,300円
熊　野 1・2階／3階（3DK）2戸 美郷町六郷字 17,000円～
住　宅 ／S62年 熊野110 25,300円

（※入居者の収入により家賃が異なります。）
駐　車　場●月額１台500円（安楽寺住宅には駐車場がありません。）
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158,000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●７月中旬
入居申込の受付締切●６月30日（火）
Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班 　10187（84）4910

地区 氏　　　名 行政区 対象作目 担当営農センター
佐々木光夫 土崎北部 ほうれん草

秋田おばこ農協杉澤　隆一 本堂中部 枝豆

千畑支店近美　　繁 土崎南部 トマト

 10187-85-4114深沢　　靖 中　　野 キュウリ
加藤　征輝 小　荒　川 花き
高橋　秀嗣 塚 椎茸
田口富二雄 細　　築 アスパラガス
田口　梅夫 雀　　柳 ほうれん草 秋田おばこ農協
高橋　信幸 上　新　町 トマト 六郷支店
田口　勝久 雀　　柳 キュウリ 10187-84-0440
谷屋　誠市 雀　　柳 花き
橋　義美 鶴　　水 アスパラガス
加賀谷清吉 下　タ　堰 ほうれん草 秋田おばこ農協
佐々木鉄雄 大　久　保 トマト 仙南支店
深沢　義一 四　ッ　谷 メロン 10187-82-1033
佐々木信一 下中野町 花き
後藤喜久雄 中　　関 トマト 秋田ふるさと農協
加藤堅之助 石　　神 ミニカリフラワー 金沢支店
渋谷　耕蔵 中　　関 スイカ 10182-37-2124

　町では、ブランド品目等の栽培に新規
に取り組む際に必要な技術指導や、栽培
していくうえで必要な知識等のノウハウ
指導する「美郷町ブランド品目栽培技術
マイスター」を右の方々に委嘱していま
す。新規栽培で不安のある方や、栽培技
術について相談したい園芸農家の方はお
気軽にご相談ください。
１．各ＪＡ営農センターか町農業振興セ
ンター（農政課内）に連絡するか、マ
イスターに直接ご相談ください。

２．指導・相談はすべて無料です。

Y町農業振興センター

　（役場農政課農業振興班内）

　10187（84）4908　5 0187（83）3105
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農政課の臨時職員を募集します

募集内容●農政課（役場仙南庁舎）事務補助員　１名
業務内容●パソコン入力業務他、事務補助全般
就業時間●週５日間（１日あたり８時間）
　　　　　（平日8:30～17:15、土日祝祭日は休み）
雇用期間●７月13日～９月11日まで
賃　　金●時給710円
資　格　等●パソコン操作のできる方
加入保険等●なし
申込期限●６月26日（金）必着
応募方法●申込みはすべてハローワークを通じて行って

ください。
申込・Yハローワーク大曲　10187（63）0335

美郷町学校給食協会臨時職員を募集します

募集内容●調理員１名
勤　務　地●美郷町北学校給食センター
就業時間●週５日、１日８時間（午前８時～午後５時）
雇用期間●７月１日～平成22年３月31日
資格要件●不問
賃　　金●時給760円
応募方法等●賃金・加入保険等の詳細や申込みについては

すべてハローワーク大曲を通じて行ってくだ
さい。

募集期限●６月22日（月）
申込・Yハローワーク大曲　10187（63）0335

プールパークせんなんの自動販売機設置業者
を募集します

　「プールパークせんなん」オープンに伴い、自動販売機
（清涼飲料水）設置業者を募集します。
設置期間●７月末～８月末の約１ケ月
設置台数●２台
設置負担額●町行政財産使用料徴収条例による額、および

設置・撤去料および電気料
設置資格●町内の小売店で営業期間中、故障・商品補充

に即対応できる方
申込方法●仙南公民館に備え付けの申込用紙に記入し、

６月30日（火）までお申し込みください。
　　　　　（応募者多数の場合は抽選）
申込・Y仙南公民館　10187（83）2280

「秋田県子ども会夢活動」事業実施子ども会を
募集します

　子どもの手による子どものための子ども会を実施するた
め、単位子ども会や近隣子ども会と合同で、子どもたちの
発想や夢が実現できるよう、子どもたちが自ら考え、提案
した事業に秋田県子ども会育成連合会が助成します。
　助成金額は子ども会の規模、事業内容等により次のと
おりとなります。（飲食代は助成の対象となりません。）
①10,000円　②20,000円　③30,000円　④50,000円
申込期限●７月３日（金）　詳しくはお問い合わせください。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2164）

ふるさと学習講座の参加者を募集します

　今年度最初の講座は、初代秋田藩主　佐竹義宣の父
で、六郷城に入城した佐竹義重公にゆかりのある地を訪
ねる移動学習を計画しています。新規受講者も募集して
います。興味がある方は、ぜひお申し込みください。
期　日●７月９日（木）
　　　　※出発時間は午前８時30分～９時の予定
　　　　（詳細は申込者にお知らせします。）
学習先●秋田市 信寺　ほか
参加費●一人200円　※昼食代は含みません。
定　員●60名
申込期限●６月30日（火）　
　　　　　※バスの乗車定員の関係で、定員になり次第

　締切ます。
申込み・Y町教育委員会社会教育課　10187（84）4915

6月～7月のスポーツ教室のお知らせ

日にち 曜日 教室名 料金

6月15日 月 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

6月17日 水 ストレッチ（六郷公民館19:00～21:00） 200円

6月18日 木 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

6月22日 月 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

6月23日 火 水中運動（サン・スポーツランド千畑10:15～11:15）600円

6月24日 水 ストレッチ（六郷公民館19:00～21:00） 200円

6月25日 木 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

6月27日 土 ニュースポーツ（トレセン9:30～11:30） 200円

6月29日 月 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

7月１日 水 ストレッチ（六郷公民館19:00～21:00） 200円

7月２日 木 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

7月４日 土 ニュースポーツ（六郷体育館9:30～11:30） 200円

7月６日 月 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

7月８日 水 ストレッチ（六郷公民館19:00～21:00） 200円

7月９日 木 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

7月13日 月 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

7月14日 火 水中運動（サン・スポーツランド千畑10:15～11:15）600円

7月15日 水 ストレッチ（六郷公民館19:00～21:00） 200円

7月16日 木 ストレッチ（トレセン9:30～11:30） 200円

7月18日 土 ニュースポーツ（千畑体育館9:30～11:30） 100円

※ニュースポーツは、ユニカール・ラージボール卓球・バドミントンなど

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
　または　町教育委員会社会教育課スポーツ振興班
　10187（84）4915

名水市場「湧太郎」からお知らせ

　渋谷和之さんのデザイン展『視線の解像度』展を開催し
ます。お気軽にお立ち寄りください。
開催場所●名水市場「湧太郎」國之譽ホール
開催期間●６月16日（火）～21日（日）
　　　　　午前９時～午後８時（最終日は午後７時45分

まで）
入　場　料●無料
Y名水市場「湧太郎」　10187（84）0020
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ミニ展示会開催します

　千畑交流センターでは、町芸文教千畑支部油絵講座の
ミニ展示会を開催します。お誘い合わせのうえご覧くだ
さい。
期　間●６月17日（水）～30日（火）まで
会　場●千畑交流センター
Y千畑交流センター　 10187（85）2593

自動車税の納期限は6月30日（火）です

　平成21年度の自動車税の納期は６月30日（火）です。
　最寄りの銀行・郵便局・信用金庫・労働金庫・農協・
コンビニエンスストアで忘れずに納付してください。
　また、便利な口座振替納税の制度もありますのでご利
用ください。（※口座振替は、申込の翌年度からとなりま
す。）
Y県平鹿地域振興局　県税部納税課　 10182（32）0595

家族介護者教室へ参加してみませんか

回 期　日 時　間 内　容

1 ７月25日 10:00～
（土） 　　11:30

2 ８月29日 10:00～
（土） 　　11:30

3 ９月26日 10:00～
（土） 　　11:30

対　象　者●町内在住で自宅で介護をしている方（介護する
予定のある方）

開催場所●ロートピア緑泉
参　加　費●無料
そ　の　他●受講されたい講座を電話でお申込みください。
　　　　　皆さんのご参加をお待ちしております。
申込・Y在宅介護支援センター緑泉　 10187（84）2284、3636

家族介護者交流事業開催のお知らせ

　介護者同士の親睦とリフレッシュを目的に交流会を開
催します。
期　　日●７月12日（日）
日　　程●仙南福祉センター出発（８:40）→役場六郷庁舎

出発（８:50）→六郷福祉センター出発（９:00）
→ふれあいセンター出発（９:10）→千畑福祉セ
ンター出発（９:20）→移動の車中にて研修等
（９:20～10:30）→小岩井農場、工場見学（10:30
～12:00）→昼食および交流会（12:00～14:50）→
小岩井農場出発（15:00頃）

対　象　者●在宅で要介護者（介護度4・5）の方を介護して
いる家族介護者。

参　加　費●無料、お気軽にご参加ください。
申込期限●７月８日（水）
申込方法●美郷町社会福祉協議会へ電話でお申込みくだ

さい。
申込・Y美郷町社会福祉協議会　 10187（85）2294

大曲仙北医師会の医療講座のお知らせ

日　時●７月４日（土）午後２時～３時30分
場　所●六郷保健センター
内　容●「地域医療を考える集い」
　　　　　総合司会:亀谷外科医院　亀谷武彦氏
　　　　「地域医療の現状と今後の動向について」
　　　　　　仙南診療所　照井　哲氏
　　　　「地域医療を考える＝勤務医の立場から」
　　　　　　仙北組合総合病院　佐々木順孝氏
　　　　「休祭日救急医療」
　　　　　　大曲仙北医師会会長　山下医院　山下榮敏氏
参加費●無料
　お誘い合わせのうえご参加ください。
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課 健康対策班　 10187（84）4907

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●７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●７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
○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

ハーモニーフェスタ2009～内陸縦貫鉄道に
乗って、ワークライフバランスについて考えて
みませんか？

期　日●６月27日（土）
時　間●午後12時20分～２時20分
場　所●内陸縦貫鉄道内（鷹巣駅～阿仁合駅、無料乗車）、

北秋田市阿仁公民館
内　容●秋田県男女共同参画社会づくり表彰、男女共同

参画「ミニ演劇善ババ劇場」、パネル展等。当日
は、黄色い旗に大切な人への「ありがとう」メッ
セージを書いてもらう企画などもあります。ぜ
ひご参加ください。

申込・Y県男女共同参画課　1018（860）1558

第５回美郷町民相撲大会参加者募集

日　　時●７月12日（日）　午前９時～
会　　場●仙南中央相撲場（仙南総合運動公園内）
種　　目●①個人選手権　中学生以上であること。（町外

の方も可）
　　　　　②小学校団体戦　１小学校５名で申込んでく

ださい。
　　　　　③小学校個人戦　小学生であること。
試合方法●団体はリーグ戦、個人はトーナメント戦とする。
参　加　料●無料
申込期限●期限はありません。開催当日まで申込を受付

けます。
申込・Y町相撲連盟事務局　梅川茂男　1090（7072）1986

ロートピア緑泉見学と介護保
険サービス種類について
腰痛予防体操と電動ベッドの
正しい使用方法について
正しい使用方法で経済的な
オムツ交換について


