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次回の「広報お知らせ版」は1月15日（金）発行予定です。
「広報美郷」1月号は12月28日（月）発行予定です。

年末年始【12月29日（火）から１月3日（日）までの】窓口業務について
～１月１日から現千畑庁舎へ各課が集約されることに伴い変更になります～

　12月29日（火）から１月３日（日）まで役場が閉庁になります。この期間の窓口業務について、次のとおりお知らせします。
12月29日（火）から31日（木）まで １月１日（金）から３日（日）まで

六郷庁舎で日直が対応します 現千畑庁舎で日直が対応します
午前８時30分～午後５時15分まで

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903
■各公民館・体育館について
　町内の公民館、学友館、交流センター、体育館は12月
28日（月）から１月４日（月）まで休館します。
　１月５日（火）から通常通りご利用できます。
Y町教育委員会社会教育課　10187（84）4915

取り扱いできません
◎閉庁期間中に町外から美郷町に転入したとき
　→１月４日（月）以降に住民生活課の窓口で手続きをしてください。
◎閉庁期間中に町外へ転出するとき
　→閉庁期間前または１月４日（月）以降に住民生活課の窓口で手続きをしてください。

印鑑の登録および各証明書の発行はできません。必要な方はお早めにご来庁くだ
さい。

戸籍の届出
（出生届、婚姻届、死亡届など）

住民異動の届出
（転入・転出など）

住民票・戸籍謄抄本・
印鑑証明等の証明書発行

年末年始のごみ収集について

・家庭ごみは、１２月３０日（水）から１月３日（日）までの間
は収集しませんので集積所にごみを出さないようにお
願いします。
・大仙美郷クリーンセンターごみ処理場は、12月31日
（木）から１月３日（日）まで休業しますので、ごみ処理
場への直接搬入はできません。
・古紙類（新聞紙・雑誌・ダンボール等）は１月から３月
までの間は収集しません。古紙類を出す場合は、千畑
交流センター西側、塚トイレパーク駐車場内、役場仙
南庁舎前（１月からは美郷町南行政センターに名称変更）に
ある「古紙収集専用ステーション」をご利用ください。
・年末年始はし尿のくみ取り業者が休みとなりますの
で、依頼をする場合は早めにお申し込みください。

Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903

公的個人認証サービスについて重要なお知らせ
　認証局の公的個人認証サービスシステムの機器更改に
伴い、12月25日（金）午後５時から１月４日（月）午前８時
30分までの間でシステムが停止されます。
　これに伴い、12月28日（月）は、電子証明書の発行・失
効を行うことができませんのでご注意ください（有効期間
満了に伴う更新手続きも行うことができません）。
詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイトのお知
らせ（http://www.jpki.go.jp/ca/check/schedule/p14.html）
をご覧ください。
　なお、１月４日（月）からは住民生活課窓口でのみ公的
個人認証サービスを取扱いますので、本サービスご利用
予定の方はご注意ください。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課　10187（84）4903

清水苑の一般入浴を休止します
　公共施設再編に伴う施設改修工事および年末年始のた
め、下記期間休止します。
　ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
休止期間●12月21日（月）～１月４日（月）
※１月５日（火）より通常通り再開します。
Y老人福祉センター清水苑　10187（84）2822

上記の時間帯以外で緊急を要する場合は、役場（10187-84-1111）に電話すると、宿直者
が電話に出ます。※職員玄関よりお入りください。
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不用になる公用車を売却します

売却物件●公用車２台
日産グロリア トヨタセプター

車　　　種 普通乗用車 普通乗用車
初年度登録 平成９年10月 平成５年４月
車検満了日 平成22年10月19日 平成22年５月22日

日　　時●12月22日（火）　午前９時
　　　　　※事前に総合サービス課（10187（84）4904）まで

　連絡ください。
場　　所●六郷庁舎裏駐車場
売却方法●せり売り
そ の 他●①売買契約締結後納付書を発行しますので、

指定日まで納入してください。
　　　　　②速やかに名義変更手続きを行っていただき、

車検証の写しを提出願います。
　　　　　③名義変更等に係る費用は、購入者に負担し

ていただきます。
引き渡し●代金納入確認後
Y役場（六郷庁舎）総合サービス課　10187（84）4904

南今泉・上石町線歩道整備に伴う下タ堰用水路
の断水について

　南今泉・上石町線の歩道整
備に伴い、下タ堰用水路に大
型フリュームを設置すること
となりました。つきまして
は、下記の日程において用水
路の断水及び水位が通常より
下がりますので、隣接の方々
にはご不便、ご迷惑をおかけ
いたしますがご協力をお願い
たします。
工事個所●美郷町金沢西根字南今泉　地内
工事延長●L=56m
工事期間●12月中旬～１月10日（断水期間）　
施工業者●株式会社　小田島工務店
Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班
　10187（84）4910

■仙南西小学校

L＝56m

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で割った数が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。
駐 車 場●月額500円（塚・後三年中央各１台まで。安楽寺は駐車場
　　　　　　　がありません。）

募集する住宅●

町営住宅の入居者を募集します

住宅名 構　造 建築年度 戸数 所在地 家　賃

塚 2階建／3ＤＫ／木造 Ｈ17年 1戸 畑屋字街道東219-1 24,800円から36,900円

後三年中央 1階建／3ＤＫ／木造 Ｈ 6 年 1戸 金沢西根字上四ツ谷117 20,200円から30,100円

安楽寺 2階建／3ＤＫ／木造 Ｓ56年 1戸 六郷字安楽寺336 11,500円から17,200円

（入居者全員の収
入により家賃が
異なります。）

敷　　金●家賃の3ヶ月分
申込方法●建設課または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・保
証人を予定しているかたに関する事項）を添付して建設課
（仙南庁舎）に提出してください。

入居時期●１月下旬
入居申込みの受付締切●12月25日（金）
Y役場（仙南庁舎）建設課　建設管理班　10187（84）4910

農業(畜産業)を営んでいる皆さんへ

【農業所得は「収支計算」で申告してください】
　農業所得は、実際の収入金額から必要経費を差し引いて
計算する「収支計算」により申告しなければいけません。
　「収支計算」では、収入金額や必要経費が分かる書類（出
荷伝票や領収書など）に基づいて所得金額を計算していた
だくことになりますので、書類の整理等と記帳をお願い
します。
【農業用の機械や装置等の耐用年数が変わります】
　これまで農業用の機械や装置等は、その種類ごとに耐
用年数が区分されていましたが、平成21年分の確定申告
からこれを「農業用設備」として一括りの区分に整理し、
耐用年数は「７年」となります。詳細は、税務課までお問
い合わせください。
　なお、町で行う申告相談の日程については、「広報１月
号」でお知らせします。
Y役場（千畑庁舎）税務課　課税班　10187（84）4902（内線2106）

住民税の「住宅ローン控除」について

　所得税の住宅借入金等特別控除（「住宅ローン控除」）を
受けた場合、その年の所得税から控除しきれなかった額
を翌年度の町県民税（所得割）から控除する制度が次のと
おり変更となりました。
対　象　者●平成11年～平成18年または平成21年～平成

25年の間に入居して、その年の所得税から
住宅借入金等特別控除を引ききれない方。

手続き方法●従来は、住宅借入金等特別税額控除申告書
の提出が必要でしたが、平成22年度から原
則不要になりました。年末調整や確定申告
のみで手続きが終了します。

（参考）住宅借入金等特別税額控除の期間

住居年（平成） 控除期間 所得税
住民税

（平成20年度以降）
11年～13年６月 15年間 該　当 該　当
13年７月～18年 10年間 該　当 該　当

19年～20年
10年間または

該　当 該当しません
15年間

21年～25年 10年間 該　当 該　当

※事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、
「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」等が
記入されていない場合、住民税の住宅ローン控除の対象
にはならない場合があります。ご注意ください。

Y役場（千畑庁舎）税務課　課税班　10187（84）4902（内線2106）
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12月～1月のスポーツ教室のお知らせ

日にち 曜日 内　　容 時　　間 場　　所 参加料

12月17日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

12月17日 木 エアロビクス教室 19：00～ 六郷公民館 300円

12月21日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

12月22日 火 水中運動教室 10：15～11：15 ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ千畑 600円

12月23日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

12月24日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

12月24日 木 エアロビクス教室 19：00～ 六郷公民館 300円

12月26日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

１月５日 火 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

１月６日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

１月７日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

１月７日 木 エアロビクス教室 19：00～ 六郷公民館 300円

１月９日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 リリオス 100円

１月11日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

１月12日 火 水中運動教室 10：15～11：15 ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ千畑 600円

１月13日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

１月14日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

１月14日 木 エアロビクス教室 19：00～ 六郷公民館 300円

１月16日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200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

高齢者宅の除雪に関するお知らせ

　一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、身体が不自
由なため除雪できない方等を対象に、シルバー人材セン
ターの会員が除雪作業を行います。
　ご利用を希望される方は、下記窓口に申請してください。
　申請には印鑑が必要です。（代理申請の場合は申請者の印鑑）
対 象 者●次の①から③までの条件を全て満たす方
　①65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯
　②心身の障がいや疾病等により軽度の生活援助が必要な方
　③町民税非課税世帯
除雪内容●玄関前や、玄関から道路までの雪かき
　　　　　（雪下ろしはしておりません）
利用料金●１時間100円（年間40時間まで利用可）
申請窓口●美郷町役場　千畑庁舎　福祉保健課
　　　　　六郷庁舎　総合サービス課　（12月中）
　　　　　仙南庁舎　総合サービス課　（12月中）
　　　　　美郷町シルバー人材センター（清水苑内）
Y役場（千畑庁舎）福祉保健課 地域包括支援班
　10187（84）4907（内線2166）
　　　　　　　
65歳以上の障害者控除対象者認定について

　所得税及び町県民税の障害者控除については、障害者
手帳をお持ちの方に加え、「障がい者に準ずる者」として
町長の認定を受けた方についても、対象とされておりま
す。この認定は、介護認定を受けた際の記録等をもとに
決定します。
　認定を希望される方は、下記窓口に申請してください。
※「障害者手帳」の交付を受けている方は、その手帳によ
り障害者控除が受けられますので、今回の申請手続き
は必要ありません。
申請・Y役場（千畑庁舎） 福祉保健課 地域包括支援班
　　　　　10187（84）4907（内線2166）　　

新春書き初め大会

日　　時●１月10日（日）　午前９時30分～
会　　場●総合体育館リリオス　
対　　象●町内の小・中学生、高校生・一般
日　　程●開会式 午前9時30分～　席書き 午前9時40分～
 ＊作品の提出は午前11時からできます。提出後は随時解散となります。

課　　題●小中学生は平成22年度全県新年書き初め展の
課題です。高校生・一般は課題・用紙とも自
由です。

表　　彰●小・中学生は審査の上、特選・金賞・銀賞を
決定し、賞状を贈呈します。（参加者全員に参
加賞があります。）

作品展示●１月15日（金）～22日（金）まで仙南公民館に展
示する予定です。（ただし１月18日は休館日と
なります。）

持参する物●書道用具一式（すずり、墨、下敷き、新聞紙等）
　　　　　練習用紙（68.5㎝、17.5㎝）
＊小・中学生分の清書用の用紙は主催者が用意します。
参 加 料●無料
申込期限●12月24日（木）
申込方法●社会教育課に電話でお申し込みください。
＊小中学生は、学校単位でとりまとめますので、学校を
　通じてお申し込みください。
申込・Y町教育委員会社会教育課　10187（84）4915　

新春　囲碁・将棋大会を開きます

日時・会場● 部　門 日　　時 会　　場
囲　碁 1月9日（土） 六郷公民館
将　棋 午前9時～午後4時頃 2階　和室

参 加 料●500円（昼食代を含む）
表　　彰●成績の上位に賞状と賞品を贈呈します。
　　　　　（全員に参加賞があります。）
申込方法●１月５日（火）まで六郷公民館にお申し込みく

ださい。
そ の 他●会場まで車で送迎します。ご利用の方は、お

申し込みの際にお知らせください。
　出発時間　千畑交流センター（8:40）→六郷公民館（8:50）

仙南公民館（8:40）→六郷公民館（8:50）
　　　＊帰りの時間は大会終了次第となります。
Y六郷公民館　10187（84）2311　
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中小企業事業資金の融資手続きについて

　町内中小企業を対象に、事業に必要な資金（運転資金・
設備資金）への融資に必要な「中小企業信用保険法の認定
書」の交付は、１２月２８日（月）までとなっていますので、
早めの手続きをお願いします。
Y役場（六郷庁舎）商工観光交流課　10187（84）4909

湯とぴあ雁の里温泉
「年末・年始の営業日のお知らせ」

　年末・年始は天然温泉湯とぴあ雁の里温泉でゆっくり
過ごしてみませんか。皆さまのお越しをお待ちしており
ます。
12月26日（土） 恒例ふろの日　利用料半額
28日（月） 休館日
29日（火） 午後５時まで営業
30日（水） 午後５時まで営業
31日（木） 休館日

１月１日（金） 元旦　初ぶろ　通常営業
２日（土） 通常営業
３日（日） 通常営業
４日（月） 休館日

営業時間●午前８時30分～午後９時まで
　　　　　大広間は無料でご利用いただけます。
Y湯とぴあ雁の里温泉　10187（83）3210

後三年スキー場からのお知らせ

　後三年スキー場では、下記の日程で営業を開始します。
　料金は無料ですので、皆さんどうぞご利用ください。
◆12月～１月中旬までの営業日及び時間

営業日 営業時間
12月26日～30日、2日、3日 午前9時～午後5時

1月4日～13日 午前9時～午後9時
　※原則として毎週月曜日と日曜日のナイターは休業と
させていただきます。

　　（月曜日が祝日の場合は翌日火曜日が休業日となります）
　※ゲレンデのコンディションや天候により休業する場
合があります。

Y雁の里管理休憩棟　10187（83）2707

～六郷東根小学校を卒業された皆さんへ～
在校生といっしょに校歌を歌いましょう

　来春の閉校を前に、卒業生と在校生の合唱による校歌
を録音し、六郷東根小学校の記録の一つとして残したい
と思います。たくさんの思い出を歌にのせるためにも、
幅広い年代の卒業生のご参加をお待ちしています。
日　時●12月23日（水）　午前10時～
場　所●六郷東根小学校体育館
　　　　※当日、直接会場にお越しください。
お願い●旧校舎等の写真をお持ちの方がいたら、当日、
　　　　持参してくださるようお願いします。
Y六郷東根小学校　10187（84）1282

美郷町商工会からのお知らせ

　厳しい経済環境におかれている地域企業への一掃の支
援強化をはかるため、下記のとおり実施します。

『窓口相談時間を延長します』
　千畑本所、六郷支所、仙南支所の窓口時間を延長しま
す。
期　間●12月25日（金）まで（土・日・祝日を除く）
時　間●午後７時まで

『年末休日緊急金融相談窓口を開設します』
期　間●12月23日（水）・26日（土）・27日（日）・29日（火）・
　　　　30日（水）
時　間●午前９時～午後４時
会　場●美郷町商工会千畑本所（0187（85）2501）
Y美郷町商工会　10187（85）2501

仙南東小学校イーストエンジェルス
クリスマスコンサート
日　時●12月25日（金）　午後４時30分～
会　場●仙南東小学校　音楽室
曲　目●クリスマスソング、愛唄、花など
　たくさんのご来場をお待ちしています。
Y仙南東小学校イーストエンジェルス　中村　
　10187（82）1521

１月3日まで年末年始特別警戒を実施中です

　年末・年始には金融機関等を狙った強盗事件等の発生
や高齢者等を狙った振込詐欺、暴力団による資金獲得の
ための違法・不当行為、飲酒運転や積雪等道路事情の悪
化による交通事故、初詣に伴う雑踏事故や事件の発生が
懸念されます。
　この期間における犯罪及び各種事故の未然防止を徹底
するため、県民生活の安全と平穏を確保することが目的
です。
Y大仙警察署　10187（63）3355

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●１月９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●1月16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●１月16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


