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｢住民と議会との懇談会｣を開催します
　　町内９会場で皆さんをお待ちしています

　　　　『テーマ　これからのまちづくりについて』

　町議会では、各地区に直接出向き、町民の皆さんに議
会活動の状況をご報告・ご説明し、議会や町政に対する
提言等をお聴きする機会として｢住民と議会との懇談会｣
を開催いたします。
　今回は、『これからのまちづくりについて』を町民の皆
様からたくさんの意見をお聴きしたいと思います。
　多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
期　日 時　間 地　区 会　　場

１月25日
黒沢会館

（月）
千畑地区 千屋中部会館

上畑屋コミュニティセンター

１月26日
金沢コミュニティセンター

（火）
仙南地区 飯詰コミュニティセンター

金沢西根コミュニティセンター

１月27日
六郷交流センター

（水）
六郷地区 六郷公民館

もとだて児童館
Y町議会事務局　10187（84）4912

米の生産調整に伴う各種助成金の交付状況について

　米の生産調整に伴う次の助成金の交付については、既
に農家や集落営農等の口座に振込済みですので、ご確認
ください。
①平成21年12月22日（火）振込
・新規需要米支援事業補助金･･･米粉や飼料用米の作付に
対する町からの補助金
②平成21年12月25日（金）振込
・産地確立交付金等･･･転作作物の作付に対する国からの
交付金
・水田等有効活用促進交付金･･･21年度に新たに拡大した
転作作物の作付に対する国からの交付金（米粉・飼料
用米、大豆、麦、飼料作物）
・需要即応型水田農業確立推進交付金･･･需要に応じた生
産・流通の取組に対する国からの交付金（米粉・飼料
用米、大豆、麦、飼料作物、野菜、加工用米等）
・水田フル活用型経営サポート事業補助金･･･米粉や飼料
用米、ホールクロップ用稲の作付に対する県からの補
助金

Y農政課　10187（84）4908

　六郷地区と仙南地区に役場の出張所を設置しました。
美郷町役場　六郷出張所 名　称 美郷町役場　仙南出張所
美郷町学友館内 場　所 美郷町公民館内

　　　0187-84-4904
電話番号

　　　0187-84-4915
または0187-84-4040 または0187-83-2280
午前９時～午後７時 業務時間 午前９時～午後７時
学友館の休館日と同じ 休業日 美郷町公民館の休館日と同じ

※出張所で行う主な事務については、広報１月号10ページをご覧ください。

Y総務課　10187（84）1111

１月１日から役場の体制が変わりました

　美郷町公共施設再編計画に基づき、１月１日から、旧千畑庁舎を「美郷町役場」とし、役場機能を集約しました。
旧名称 新名称 備　　考

美郷町役場　千畑庁舎 美郷町役場 ３庁舎を集約し、本庁舎としました
美郷町千畑保健センター 美郷町役場　第二庁舎 建設課および農政課を配置しています
美郷町六郷保健センター 美郷町保健センター 福祉保健課健康対策班を配置しています
美郷町仙南公民館 美郷町公民館 社会教育課生涯学習班を配置しています
美郷町役場　六郷庁舎 美郷町中央行政センター 平成22年度から公的団体に貸し付けます
美郷町役場　仙南庁舎

美郷町南行政センター美郷町仙南保健センター

　休日窓口について　
　休日の戸籍の届出や緊急時の連絡など
については、旧千畑庁舎で日直が対応し
ます。　
●戸籍の届出
●斎場の予約状況に関する問い合わせ
●その他緊急時の通報など
※休日の死亡の届出、斎場の予約等につ
いては、六郷出張所、仙南出張所でも
手続きができます（休館日を除く）。

※中央行政センターでは、「みさぽーと」が引き続き業
務を続け、１月18日から美郷町シルバー人材セン
ターが業務を開始します
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平成22年度放課後児童クラブの利用申込みを受付けます

　平成22年４月から放課後児童クラブを利用したい方の申込みを受付けます。

申込期限●２月10日（水）
申込方法●保護者の就労証明書を添えて、各地区の幼稚園・保育園に申込書を提出してください。申込書は各園

にあります。
利用対象者●小学校の１年生から３年生までの児童
利用時間●月曜日　～　金曜日 学校終業時 ～　午後６時30分
　　　　　　土曜日、長期休業日 午前７時30分 ～　午後６時30分
休　業　日●日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～１月３日）
利　用　料●月　額　３,０００円（おやつ代、児童クラブ共済掛金含む）

クラブ名称及び場所 利用申込及び問合先
　千畑地区　　めだか児童クラブ（千屋小学校そば） なかよし園（千畑幼稚園・保育園）　10187－85－3115
　六郷地区　　わくわく児童クラブ（六郷小学校そば） わくわく園（六郷幼稚園・保育園）　10187－84－0023
　仙南地区　　仙南っ子児童クラブ（金沢西根コミュニティセンター内） すこやか園（仙南幼稚園・保育園）　10187－83－2100

※自営業（商店、農業等）は、子どもの帰る時間帯に大人が在宅できると考えられますので、原則として利用できません。
※申込み後、ご家庭の状況によってはご利用をお断りしなければならない場合もあります。

Y最寄りの各幼稚園・保育園または幼児教育課　10187（84）1112
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放課後や学校の長期休業日に、父母及び祖
父母等が仕事をしているなどの理由で日中
家庭に大人がいない小学校低学年児童へ、
適切な遊び及び生活の場を提供し健全育成
を図ることを目的に設置しています。

平成22年度小規模修繕契約希望者を募集します

　小規模事業者の受注機会の確保と町内経済の活性化を図るため、町が発注する小規模な修繕の契約を希望する方
の登録を行います。
　小規模な修繕とは　
　その内容が軽易で、かつ、履行が容易なものであると認められるものであって、金額が原則として50万円未満の
ものです。
登録業種●①大工職　②ガラス工事、アルミ建材　③畳　④建具、家具修理・再生　⑤装飾業、敷物
　　　　　⑥塗装（建築）　⑦左官業　⑧建築板金業　⑨電気設備工事　⑩給排水衛生設備工事
登録できる事業者●町内に主たる事業所又は住所を有する方
　　　　　　　　　※建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問いません。
登録できない事業者●・町内に主たる事業所又は住所を有しない方
　　　　　　　　　　・希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
　　　　　　　　　　・町の入札参加資格者（指名願）名簿へ登録されている方
　　　　　　　　　　・町税を滞納している方
提出書類● ①小規模修繕契約希望者登録申請書

（法人の方）
②商業登記簿謄本（３ヶ月以内）
③町税の納税証明書（直前１年分）法人町民税等
④希望する業種を履行するために必要な資格、許可等の写し
①小規模修繕契約希望者登録申請書

（個人の方）
②住民票（３ヶ月以内）
③町税の納税証明書（21年度分）町民税等
④希望する業種を履行するために必要な資格、許可等の写し

受付期間●２月10日（水）～３月10日（水）まで（平日のみ）
　　　　　午前８時30分～午後５時15分まで
受付場所●役場１階　総務課管財班
登録の有効期間●４月１日～平成23年３月31日まで
　　　　　　　　※有効期間は１年です。21年度登録されている方も22年度の登録申請が必要です。
そ の 他●登録申請書用紙、提出要項は総務課に備え付けています。また、町ホームページにも掲載しています。

Y総務課　管財班　10187（84）1111
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1月～2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

1月18日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

1月20日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

1月21日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

1月21日 木 エアロビクス教室 19：00～20：00 六郷公民館 300円

1月23日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

1月25日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

1月26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27日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

1月28日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

1月28日 木 エアロビクス教室 19：00～20：00 六郷公民館 300円

1月30日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月１日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月３日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

2月４日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月４日 木 エアロビクス教室 19：00～ 六郷公民館 300円

2月６日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月６日 土 キッズ水泳教室 10：00～ ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ千畑 1,000円

2月８日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月９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

2月10日 水 ストレッチ教室 19：00～21：00 六郷公民館 200円

2月11日 木 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月11日 木 エアロビクス教室 19：00～ 六郷公民館 300円

2月13日 土 ニュースポーツ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

2月15日 月 ストレッチ教室 ９：30～11：30 トレセン 200円

※ニュースポーツ教室は、ユニカール・ラージボール卓球・バドミントンなど

●ユメリアで「水中ウォーキング教室」を２月３日（水）に
　開催します！
　午前８時30分トレーニングセンターろくごう集合（ユメ
リアまではバスで移動します）。
　参加料は無料で、温泉に入浴もできます。定員があり
ますので、１月25日（月）までお申し込みください。
申込・Y町教育委員会社会教育課スポーツ振興班　
　　　　10187（84）4916

2月１日に「2010年世界農林業センサス」を
実施します
　農林業センサスは、日本の農林業や農山村地域の実態
を明らかにすることを目的とし、全国の農林業を営むす
べての農家、林家及び法人等を対象に５年ごとに行う調
査です。
　調査の対象となるお宅や法人には、統計調査員がお伺
いしますので、調査へのご協力をお願いします。なお、
調査票等に記入された内容は、統計法に基づき統計資料
を作成するためだけに使用します。その他目的に使用す
ることは一切ありません。

農林水産省・秋田県・美郷町
Y企画財政課　情報統計班　10187（84）4901

農業経営発展講座「農業所得申告研修会・相談会」
を開きます
日　　時●２月４日（木）　午後２時～
会　　場●美郷町公民館（旧仙南公民館）
対 象 者●認定農業者・集落営農組織
研修事項●「簿記記帳の決算仕訳と税務申告の留意点」
　　　　　・減価償却制度の見直しと決算処理について
　　　　　・農業経営基盤強化準備金の概要と活用について
　　　　　・税務申告の準備について
定　　員●20名（定員になり次第締め切ります）
申込期限●１月27日（水）
申込・Y農政課　10187（84）4908

地上デジタル放送受信のための支援の受付を
2月26日まで継続します
　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送がまだ
受信ができない方に対して簡易なチューナーの無償給付
などの支援を行います。
対象者●支援を受けられるのは、以下のいずれかに該当
し、ＮＨＫの放送受信料が全額免除となっている世帯です。
　①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
　②障がい者がいる世帯で､かつ世帯全員が市町村民税非
課税の措置を受けている世帯

　③社会福祉事業施設に入所されていて、自らテレビを
持ち込んでいる世帯

支援の内容●
　・簡易なチューナーを無償で給付します。（テレビは給
付しません。）

　・アンテナ工事などが必要な場合はその支援を行います。
　・支援は現物給付です。ご自身で購入したチュー
ナー、アンテナなどの精算はできません。

　・支援を受けるにはＮＨＫと放送受信契約を結び、受
信料の全額免除を受けることが必要です。

申込受付期間●【平成21年度分】　２月26日（金）（消印有効）
　※支援が平成２２年度となる場合があることをあらかじ
めご了承ください。

Y総務省　地デジチューナー支援実施センター
　 URL  http://www.chidejishien.jp
　ナビダイヤル：0570-033840 5044-966-8719
　上記番号でご利用できない場合 1044-969-5425
　【受付時間】平日　午前9時から午後9時
　　　　　　　　　（土日･祝日は午前9時～午後6時）
　福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線1503）

県展第７回仙北地域展を開催します
　第51回県展（秋田県美術展覧会）の入賞、入選作品の
内、美郷町・大仙市・仙北市の出品者の作品約100点を展
示します。
　地元の制作者の絵画、書道、写真、工芸、彫刻、デザ
インの作品が一堂に会し、美術への熱意を多彩なジャン
ルから感じていただける展覧会です。　
　県展本展を見逃してしまった方に再度ご覧いただける
機会であるとともに、身近な方の作品を探す楽しみもあ
るかもしれません。この機会にぜひご来館ください。
期　　間●１月23日（土）～３月14日（日）
休 館 日●毎週月曜日
開館時間●午前９時～午後７時（入館は午後６時30分まで）
会　　場●学友館　常設展示室および特別展示室
入 館 料●一般 300円　高校生以下無料
Y学友館　10187（84）4040
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「六郷東根小学校閉校記念式典」のご案内
　六郷東根小学校は、六郷小学校との統合により、今年
度をもって130年の歴史に幕を閉じることになりました。
　つきましては、「六郷東根小学校閉校記念式典」並びに
「六郷東根小学校思い出を語る会」を下記により開催しま
す。お誘い合わせのうえ、ご出席くださるようご案内申
し上げます。ご出席の方は１月22日まで六郷東根小学校
に電話でお申し込みください。
・閉校記念式典
　日時　２月28日（日）　午前10時30分～11時30分
　会場　六郷東根小学校
・思い出を語る会　
　日時　２月28日（日）　正午～午後２時
　会場　六郷交流センター
　会費　3,500円
主　　催●六郷東根小学校閉校記念事業実行委員会
※お車でお越しの方は、六郷球場駐車場をご利用くださ
い。バスで学校まで送迎します。
申込・Y六郷東根小学校　10187（84）1282

秋田県地方分権推進フォーラム
「秋田で元気に！～分権時代の地域づくり～」
日　　時●２月７日（日）　午後12時30分～
会　　場●秋田ビューホテル　４階　飛翔の間
内　　容●宮崎県知事 東国原英夫氏を講師に講演を行う

ほか、「地方分権で秋田を変える～暮らしの
現場から考える」と題したパネルディスカッ
ションを行います。

参 加 費●無料
定　　員●先着500名
申込期限●２月１日（月）まで
申込方法●電話、FAX等でお申し込みください。
そ の 他●講師及び演題等は都合により変更になる場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。
Y秋田県分権改革推進室　1018（860）1085
　　　　　　　　　　　　5018（860）1056

家族介護者教室を開きます
日　時●１月16日（土）　午前10時～11時
会　場●ロートピア仙南
内　容●手荒いから始める感染予防、あなたの手洗いは大

丈夫？感染予防の手荒いのコツを伝授しま～す！
参加料●無料
Y在宅介護支援センター仙南　小西・佐藤
　10187（87）8011

寺子屋風道塾　東根学　歴史講座その２
「鎧ヶ崎城跡」ロマンを語り学ぶ
　関心のある方なら、どなたでも大歓迎です。
日　時●１月30日（土）　午後６時30分～
会　場●六郷交流センター（六郷東根小学校そば）
内　容●第１部　勉強会
　　　　テーマ「鎧ヶ崎城跡」ロマンを語り学ぶ」
　　　　　　　～「鎧ヶ崎城跡」は、平安時代中期から
　　　　　　　　室町時代後期までの山城であった～
　　　　　　　講師　六郷史談会副会長　岩屋朝徳氏
　　　　第２部　交流会
参加費●交流会参加者のみ　男性1,000円　女性500円
Y六郷東根地域を考える会　宮川　1080（1255）3875

美郷町シルバー人材センター　事務所を移転します
　１月18日（月）から新事務所で業務を開始します
移転先●美郷町役場　中央行政センター（旧六郷庁舎）１階
　　　　電話番号、FAX番号はそのままです。
Y美郷町シルバー人材センター
　10187（84）0307　50187（84）0407

第3回美郷町芸術文化賞授与式が行われます
　長年にわたり地域の芸術文化の向上に貢献された方や
団体を表彰します。
日　時●１月24日（日）　午前10時～
会　場●美郷町公民館（旧仙南公民館）　ホール
Y町教育委員会社会教育課生涯学習班　10187（84）4915

ふるさと学習講座（発掘報告会）を開催します
　８月から10月にかけて発掘調査を行った一丈木遺跡を
中心に発掘報告会を開催します。
日　時●１月27日（水）　午後２時～
会　場●六郷公民館　大ホール
申込み・Y町教育委員会社会教育課生涯学習班　10187（84）4915

青少年育成美郷町民会議研修会を開催します
　元ＡＢＳアナウンサーの依本悟さんをお招きして、研
修会を開催します。どなたでも参加できますので、お気
軽にお集まりください。
日　時●１月30日（土）　午後６時開演
会　場●美郷町公民館（旧仙南公民館）　ホール
内　容●講演「メディアの特性を知りメディアと上手に付き合う」
　　　　講師　依本　悟氏（秋田市・市民のメディア研究会代表）
Y町教育委員会社会教育課生涯学習班　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●２月６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●２月13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●２月20日（土）　午後２時～３時
会　　場●仙南交流センター２階第２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
　美 郷 町 公 民 館　10187（83）2280

六郷小学校音楽部グリーンスプリングス
「第13回ありがとうコンサート」
　この一年間で取り組んできた曲の中から演奏する予定
です。幅広いジャンルの曲の数々をお楽しみください。
景品つきのお楽しみコーナーも企画しています。どうぞ
お気軽にお越しください。
日　　時●１月17日（日）　午後１時30分～３時30分
　　　　　　　　　　　　（開場 午後１時）
会　　場●美郷町公民館（旧仙南公民館）ホール
Y六郷小学校　10187（84）1009


