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４月は「秋田県はしか排除推進月間」です！
予防接種を受けましょう！
　はしかは、特効薬がなく、かかった人のおよそ千人に
１人が亡くなる病気です。しかし、ワクチンを２回接種
すると、ほぼ全員が、はしかにかからずに済みます。
　１歳児、５～６歳児、中１、高３年齢相当者は接種費
用が無料です。
  該当者の方には４月中に依頼書（予診票）等を配布しま
すので、内容を確認のうえ接種手続きをおとりくださ
い。なお、21年度対象者で未接種の方は、３月31日まで
に接種してください。 よいくらし二重丸

Y美郷町保健センター　10187（84）4900

新型インフルエンザのワクチン接種はお済み
ですか！
　新型インフルエンザのワクチン接種については、昨年
11月から開始されていますが、陽気とともに大分減少傾
向となってきました。まだお済みでない方は、早めの接
種をお奨めします。
　町では、優先接種対象者に対し１回目接種に限り2,000
円を助成しています。なお、町民税非課税世帯について
は、国の方針に従い接種費用の全額を助成しています。
　今後、随時新情報を皆さんにお知らせしていきます。

よいくらし二重丸

Y美郷町保健センター　10187（84）4900

次回の「広報お知らせ版」は4月15日（木）発行予定です。
「広報美郷」4月号は4月1日（木）発行予定です。

臨時職員を募集します

募集人員●一般事務補助員１名
業務内容●固定資産税事務補助
就業場所●美郷町役場　税務課
雇用期間●５月１日～８月31日
勤務形態●１日７時間45分、週５日勤務、祝日休み
賃　　金●時給710円（月末締め、翌月15日払い）
申込方法●ハローワークを通じて行なってください
申込期間●３月25日～４月９日

募集人員●調査事務補助員12名
業務内容●固定資産調査事務補助
就業場所●美郷町管内現場
雇用期間●５月１日～８月31日
勤務形態●１日７時間45分、週５日勤務、祝日休み
資　　格●普通自動車運転免許（取得予定者可）
賃　　金●時給810円（月末締め、翌月15日払い）
申込方法●ハローワークを通じて行なってください
申込期間●３月25日～４月９日
Yハローワーク大曲　10187（63）0335

住宅の建築、購入または増改築、リフォームする
方へ
　県では住宅を建築または購入する方や、増改築、リ
フォーム工事をする方に助成を行っています。
【県住まいづくり応援事業】
　平成22年度受付中
　助成内容●住宅ローン融資額の当初５年分の利子相当

額の１／２（上限80万円）を助成
【県住宅リフォーム緊急支援事業】
　支援内容●住宅の増改築・リフォーム工事（50万円以

上）の工事費の10%（上限20万円）を助成
【共通事項】対象者および対象住宅など、詳しくは、下記
または各地域振興局建築課までお問い合わせください。
県のホームページでもご確認いただけます。
Y秋田県建築住宅課
　1018（860）2561　5018（860）3819

不要物品の販売日を3／18→3／28に延期し、
3／20、21にも展示します
　より多くの町民の方々に販売するため、展示日および
販売日を変更します。
展 示 日●３月20日（土）、21日（日）
　　　　　両日とも、午前９時～午後１時
販 売 日●３月28日（日）　午前10時
会　　場●旧三和化成工場
　　　　　（本堂城回字若林118-2）
販売方法●競り売り（購入希望価格の一番高かった方に販

売します）ほか。
　　　　　なお、競り落とした物品は、現金引き渡しの

うえ、持ち帰りください。
販 売 品●机、椅子、テレビ、ビデオデッキ、応接セッ

ト、キャビネット、ロッカー、ポット、ス
トーブ、折りたたみテーブル、ソファーセッ
ト、パイプ椅子　

　　　　　ほか多数
Y総務課　管財班　10187（84）1111
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●大曲仙北地区自家用自動車協会
　大仙市大曲若葉町1番20号　
　10187（62）2371または
　10120（2371）39
●軽自動車検査協会　秋田事務所
　秋田市寺内字三千刈463番地3
　1018（862）3270
●秋田県軽自動車協会
　秋田市寺内字三千刈463番地5
　1018（896）6811
●秋田運輸支局
　秋田市泉登木74番地3
　1050（5540）2012

●美郷町役場（旧千畑庁舎）税務課　
　※六郷出張所（学友館内）・仙南出張所（美郷
町公民館内）では手続きができませんので
ご注意ください。

協会けんぽ秋田支部から
保険料率改定のお知らせ

　協会けんぽは、中小企業を中心として、従業員・家族
約36万人（秋田支部）が加入する健康保険です。協会けん
ぽの財政は、景気の悪化に伴い、賃金低下と加入者の減
少により保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増
えたことで大幅な赤字となりました。
　そのため、平成22年３月分（４月納付分）から、次のと
おり保険料率が引き上げられます。

現　行 改定後
健康保険料率 8.21％ 9.37％
介護保険料率 1.19％ 1.50％

※任意継続被保険者の方は、４月分から新しい保険料率
が適用されます。

Y協会けんぽ（全国健康保険協会）秋田支部
　1018（883）1841

大仙美郷クリーンセンター「事業系ごみ」の
処理場使用料が変わります
　４月から事業系ごみの処理場使用料が次のとおり変わ
ります。

●事業系ごみ 処理場使用料（消費税込み）
　　１０㎏につき１１０円 　（現行90円）

※10㎏未満のごみは10㎏として計算されます。
※家庭系ごみの使用料はこれまでどおり10㎏につき65円
です。

Y大仙美郷クリーンセンターごみ処理場　10187（62）1749

予備自衛官補を募集します
　希望者を試験により予備自衛官補として採用し、所定
の教育訓練終了後、予備自衛官として任用します。（自
衛官未経験者が対象です。）
　※予備自衛官とは
　　普段は社会人や学生であっても、いざという時には
自衛官として、社会のために貢献できる制度です。

受付期限●４月9日（金）
試験期日●４月17日（土）、４月18日（日）、４月19日（月）

のいずれか１日
受験資格●18歳以上34歳未満の者
試験種目●筆記試験、口述試験、身体検査等      　
Y自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
　10187（63）1313

平成22年度国税専門官採用試験のお知らせ
受験資格●・昭和56年４月２日～平成元年４月１日生ま

れの者
　　　　　・平成元年４月２日以降生まれの者で次に掲

げる者
　　　　　　①大学を卒業した者および平成23年３月ま

でに大学を卒業する見込みの者
　　　　　　②人事院が①に掲げる者と同等の資格があ

ると認める者
受付期間●４月１日（木）～４月14日（水）まで
受験申込書の請求●最寄りの税務署、仙台国税局人
　　　　　　　　　事第二課または人事院東北事務局
Y仙台国税局人事第二課　試験研修係
　1022（263）1111（内線3236）

軽自動車の登録抹消や名義変更などの手続きをお忘れなく！

▼新規登録・登録変更・廃車・転出などの手続きについては、車種
によって下記のとおりに分かれていますので、ご注意ください。

車　　種 手続き先

s軽四輪
s軽二輪
　　（125cc超
　　　250cc以下）

s小型二輪
　　（250cc超）

s原動機付自転車
　　（125cc以下）
s小型特殊自動車
sミニカー

　軽自動車税は、毎年４月１日現在に原動機
付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動
車・四輪の軽自動車・二輪の小型自動車など
を所有している方に課税されます。
　廃車や譲渡により所有者でなくなった方
や、転出された方が登録抹消や名義変更・住
所変更などの手続きをしないまま４月１日を
経過すると、平成22年度分の軽自動車税が課
税されてしまいます。廃車・名義変更・住所
変更など所定の手続きがまだ済んでいない方
は、３月中に行うようにしてください。
　４月２日以降に所有者でなくなった場合
は、平成22年度分の税金が全額課税されます
のでご注意ください。逆に、４月２日以降に
車両を取得した場合には平成22年度分の税金
は課税されません。

３月末は大変混雑しますので、早めに手続
きされますようご協力をお願いします。

Y税務課　課税班　10187（84）4902
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3月～4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

3月17日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 300円

3月18日 木
ストレッチ教室 9:30～11:30 トレセン 300円

エアロビクス教室 19:00～20:00 六郷公民館 300円

3月20日 土 健康運動教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

3月22日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

3月24日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 300円

3月25日 木 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

3月27日 土 健康運動教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

3月29日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 ふれあいセンター 300円

3月31日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 六郷公民館 300円

4月1日 木
ストレッチ教室 13:30～15:30 トレセン 300円

エアロビクス教室 19:00～20:00 トレセン 300円

4月3日 土 健康運動教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

4月5日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

4月7日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 トレセン 300円

4月8日 木
ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

エアロビクス教室 19:00～20:00 トレセン 300円

4月12日 月 ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

4月13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 400円

4月14日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 トレセン 300円

4月15日 木
ストレッチ教室 ９:30～11:30 トレセン 300円

エアロビクス教室 19:00～20:00 トレセン 300円

＊水中運動教室は、別途入館料が必要です。
＊健康運動教室では主にニュースポーツを行います。
＊表示されている参加料は一般の方（非会員）の参加費とな
ります。会員の方は会員料金でご利用になれます！
＊４月から会場が変更になった教室がありますのでご注意
ください。

Y美郷町総合型スポーツクラブ事務局
　10187（84）4916

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●４月３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●４月10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●４月17日（土）　午後２時～３時
会　　場●南ふれあい館（旧仙南交流センター）
　　　　　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
　美 郷 町 公 民 館　10187（83）2280

4月から町内の蔵書検索・予約ができます

　４月１日から図書館のコンピュータシステムが新しく
なり、町内の蔵書検索、貸出の予約ができるようになり
ます。
　詳しくは、新システム稼働後、学友館、公民館図書室
職員へおたずねください。
地　　区 検索端末設置場所 新しくできること

六　郷 学友館

千　畑 ふれあいセンター

仙　南 美郷町公民館

※予約を承り次第、貸出可能な時期等をご連絡します。
※予約を入れる際は、学友館または公民館図書室のカー
ドが必要となります。カードをお持ちでない方は最初
に学友館か美郷町公民館で作成していただきます。

Y学友館　　　　10187（84）4040
　美郷町公民館　10187（83）2280

学友館（図書館）・美郷町公民館図書室臨時休館
のお知らせ
　図書館のコンピュータシステム改修のため、次の期
間、学友館の図書館部分と美郷町公民館図書室は休館と
なりますのでご協力をお願いします。
　その間の図書の返却はそれぞれの施設の窓口までお願
いします。
　　　休館期間　３月30日（火）・31日（水）
　※図書室以外の公民館の各部屋は両日とも使用できま
す。また、学友館や公民館に併設されている役場出
張所も平常どおりご利用いただけます。

　なお、３月29日（月）は、役場出張所も含む全館が休館
となります。
Y学友館　　　　10187（84）4040
　美郷町公民館　10187（83）2280

わくわくおはなし「夢ふうせん」が春休み読み
聞かせ会を開きます
●日　時　３月28日（日）午前10時～11時
●会　場　学友館
　※参加料や事前の申込は不要です
Y学友館　10187（84）4040

学友館・美郷町公民
館・千畑交流センター
にあるすべての本の検
索、貸出の予約を利用
者が自分で行うことが
できます。

全県素人うたとおどりの美郷フェスティバル
2010を開きます
　県内のカラオケ・新舞踊・民謡を愛好する皆さんが一
堂に会し、「後三年の役」の古戦場である雁の里で、自慢
の唄と踊りの合戦絵巻を繰り広げます。
日時・会場●４月11日（日） 午前10時～　仙南体育館
入　場　料●前売券1,000円　当日券1,200円
　　　　　　※収益金の一部は(社)美郷町社会福祉協議

会へ寄付します。
　前売券の発売場所など、詳しくはお問い合わせください。
Yうたとおどりの美郷フェスティバル2010実行委員会
　大会事務局（道の駅雁の里せんなん内）
　10182（37）3000
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技能検定（国家試験）のお知らせ
　職業能力開発促進法に基づき、平成22年度前期技能検
定を実施します。
実施職種等●１級および２級：31職種51作業
　　　　　　単一等級：１職種２作業
　　　　　　３級：７職種12作業
受検申請書の受付場所●秋田県職業能力開発協会または

県内各地域の技能センター
受付期間●４月５日（月）～16日（金）（土日除く）
実技試験問題公表●６月１日（火）※公表しない職種もあ

ります。
実技試験実施日●６月７日（月）～９月12日（日）までの間

で秋田県職業能力開発協会が指定する
日。

学科試験実施日●７月25日（日）、８月22日（日）、８月29
日（日）、９月５日（日）※等級、職種に
よって異なります。

合格発表●８月27日（金）　※金属熱処理を除く３級の合格発表日
　　　　　10月１日（金）
　詳しくは、下記までお問い合わせくださるか、美の国
秋田ネットをご覧ください。
Y秋田県雇用労働政策課　　1018（860）2323
　秋田県職業能力開発協会　1018（862）3510

牛トレーサビリティ制度が一部改正されました
　平成22年４月１日以降に死亡した牛については、死亡
の届け出の際に、引き渡し先（処分先）の名称、住所およ
び連絡先をコード番号による届け出が必要になります。
Y東北農政局秋田農政事務所　10187（63）3220

まちづくりアンケートにご協力お願いします
　大曲青年会議所では、今後のまちづくりの展開のため
アンケート調査を実施しています。これまで大仙市、仙
北市、美郷町各所で該当アンケートを行ったほか、当会
議所のホームページでもWEBアンケートを行っています。
地域の方々の多くの意見を頂戴したいと考えていますの
で、ぜひご協力くださるようお願いします。
　 URL 　http://omagarijc.jp/
Y（社）大曲青年会議所　1/50187（62）0883
　 e-mail 　jc@obako.or.jp

平成22年度電気通信サービスモニターを募集
します
　総務省では、電気通信サービスへの意見や要望をして
いただくモニターを募集しています。
応募資格●東北６県にお住まいの、電話・インターネッ

ト等の電気通信サービスに関心がある満20歳
以上の方。

委嘱期間●６月１日～平成23年３月31日までの10ヶ月間
募集人員●東北管内で120名
募集期間●４月２日（金）まで（当日の消印有効）
そ の 他●応募の際にいただいた個人情報は、電気通信

サービスモニターの目的にのみ使用し、その
後、廃棄します。

　応募方法など、詳しくはお問い合わせください。
Y総務省 東北総合通信局 電気通信事業課
　1022（221）0628　5022（221）0613

仙北組合総合病院　土曜日を休診します
　医師や医療従事者の労働環境改善のため、平成22年４
月から毎週土曜日の外来診療を休診させていただきま
す。なお、救急につきましては、従来どおり24時間体制
で診療します。
Y仙北組合総合病院　10187（63）2111

大曲技術専門校のスキルアップセミナー
【マシニングセンタプログラミング講習】（定員10名）
　４月14日（水）～16日（金）
【ゼロから学ぶIllustrator講習】（定員10名）
　４月15日（木）・16日（金）
【自信がつくビジネスマナー講習（新人対象）】（定員10名）
　４月20日（火）・21日（水）
【１級電気工事施工管理技士学科試験準備講習】（定員20名）
　４月20日（火）～23日（金）
【第二種電気工事士技能試験準備講習】（定員20名）
　４月26日（月）・27日（火）
時　　間●午前９時～午後５時
会　　場●大曲技術専門校
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　民間訓練支援室
　　　　10187（62）6321

在宅介護支援センター仙南からのお知らせ
　興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。
■転倒予防教室
日　時●３月22日（月）　午前10時～11時30分
会　場●ロートピア仙南
内　容●薬にかくれたリスクについて
　　　　～転倒を起こしやすい薬・骨粗鬆症の薬～
講　師●薬局すばる　薬剤師　川田智広氏
参加料●無料

■介護者教室
日　時●３月27日（土）　午前10時～11時30分
会　場●ロートピア仙南
内　容●もし介護が必要になったら？
　　　　～介護保険の仕組みを理解しよう～
講　師●在宅介護支援センター仙南　在宅相談員
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

Ｉターン・Ｕターン者の輪を広げる集い
朗読の世界と日本酒と蕎麦を楽しむ会
　どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みく
ださい。
日　時●３月24日（木）　午後６時～
会　場●六郷公民館　和室
内　容●安倍真壽美さん（秋田市:声のグループ「ひいらぎ

の会」）による朗読（藤沢周平の作品より）とお
話、地酒と地元食材のつまみ、手打ち蕎麦をお
楽しみください。

参加費●2,500円
定　員●先着30名
申込締切●３月21日（日）（定員になり次第締め切ります）
Y○（円・縁）長会　宮川　1080（1255）3875


