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次回の「広報お知らせ版」は５月14日（金）発行予定です。
「広報美郷」５月号は４月30日（金）発行予定です。

「子ども手当」は次代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です
平成22年６月から「子ども手当」が支給されます

申請手続きが必要な方 手続きに必要なもの
・平成22年３月まで児童手当を受給していた方で、新たに「子ども
手当」の対象になる子ども（中学２年生と中学３年生）がいる方

・『子ども手当額改定認定請求書』
・印鑑

・他に児童手当の対象児童がいない方で、新たに「子ども手当」の
対象になる子ども（中学２年生と中学３年生）がいる方

・『子ども手当新規認定請求書』
・印鑑
・申請者の健康保険証の写し
・申請者の振込先金融機関が分かる
　もの（通帳の写しなど）

・所得制限のため児童手当の支給を受けていない方

※『子ども手当額改定（新規）認定請求書』は申請窓口に備え付けてあります。

申請・Y町福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線1504）

固定資産税に関する帳簿の縦覧を行っています
　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。
ご自分が所有している固定資産の内容などを確認す
ることができます。
期　間●５月31日（月）まで（土日、祝日を除く）
時　間●午前８時30分～午後５時15分
場　所●町役場税務課窓口
手数料●無料
その他●本人確認ができるもの（運転免許証、健康保

険証など）をご持参ください。
※固定資産税の納税義務者以外の方が縦覧する場合
には委任状が必要です。
※土地・家屋価格等縦覧帳簿には所有者名や住所は
記載されていません。

Y町税務課　課税班　10187（84）4902

美郷で買って美郷を元気に！みんなで地販地消を推進しよう！
ご利用ください「にぎわい広場」
　美郷町六郷字米町に「にぎわい広場」ができました。
商店街でのお買い物や観光時の駐車場として、また
災害時の緊急避難場所としてもご利用ください。
場　　所●美郷町六郷字米町62番地
駐車料金●無料
　広場を占有する場合は利用料がかかります。
駐車台数●10台
Y町商工観光交流課
10187（84）4909

平成22年４月から新たに「子ども手当」の対象になる方

　次に該当する方は「子ども手当」の申請手続きが必要です。対象者には４月下旬に個別に通知します。

平成22年３月まで児童手当を受給していた方は平成22年４月から引き続き「子ども手当」
の支給対象者になりますので新たな申請手続きは必要ありません。

対 象 者●中学校を卒業するまでの子どもを養育して
いる方で美郷町に住所がある方（所得制限
はありません）

　　　　　※公務員の方には勤務先から支払われます
　ので、詳しくは勤務先にお尋ねください。

手当金額●中学校を卒業するまでの子ども一人につき
月額１万３千円

支 給 月●６月、10月、２月
支給方法●支給月の前の月までの手当を申請者の口座

に振込
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病児・病後児保育施設を利用する保護者の方へ
　病気療養中または病気回復期のため集団保育が困
難な乳幼児を一時的に預かる病児・病後児保育施設
を利用した保護者の方に保育利用料の２分の１の額
（10円未満切り捨て）を助成します。対象になる方は
お申し込みください。
■次の要件を満たす場合に助成を受けることが
　できます
・生後２カ月を経過し、保育園に入園中であること
・病気療養中または病気の回復期で入院治療は必要
ないが安静の確保に配慮が必要なため集団保育が
困難であること
・保護者や家族が働いているため家庭での保育を受
けることが困難であること
申込・Yなかよし園（千畑幼稚園・保育園）
　　　　10187（85）3115
　　　　わくわく園（六郷幼稚園・保育園）
　　　　10187（84）0023
　　　　すこやか園（仙南幼稚園・保育園）
　　　　10187（83）2100
Y町教育委員会幼児教育課　10187（84）1112

“倒産・解雇などによる離職”や“雇い止めなどによる離職”をされた方へ
離職理由で平成22年４月から国民健康保険税が軽減されます

■今後、加入する予定の方
　『雇用保険受給資格者証』が発行されたら届け出手
続きをしてください。

■現在、国民健康保険に加入している方
　『雇用保険受給資格者証』と印鑑をお持ちのうえ、
届け出手続きをしてください。
※『雇用保険受給資格者証』を紛失した場合はハロー
ワークで再発行を受けることができます。

国民健康保険税は前年の所得などで算定されま
す。前年の給与所得を本来の所得額の30/100とみ
なして軽減を行います。離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なり
ます。
※軽減期間の途中で就職しても国民健康保険に加
入している方は引き続き対象になりますが、勤
務先の健康保険に加入した場合などで国民健康
保険から脱退すると終了します。

軽減期間は？

平成21年３月31日以降に離職した方は平成22年度
分に限って国民健康保険税が軽減されます。
※平成21年度分の保険税は対象になりません。

届出先・Y町福祉保健課　医療保険班　10187（84）4907

減税額は？

制度が始まる前の失業は対象外ですか？

軽減の対象になる方
現在、国民健康保険に加入している方または今後加入する方で次の全てを満たす方
・平成21年３月31日以降に会社の倒産や解雇など非自発的な理由で失業された方
・失業時点で満65歳未満の方
・『雇用保険受給資格者証』（第１面）の「離職年月日　理由」欄の理由コードが次に該当する方

11、12、21、22、31、32（特定受給資格者）または23、33、34（特定理由離職者）

大曲技術専門校「スキルアップセミナー」
　現在お勤めをしている方を対象に講習会を行います。

講　習　名 期　　間 定員

ゼロから学ぶInDesign講習 ５月20日（木）
～21日（金） 10名

ワイヤカット放電加工技術
基礎講習（新人対象）

５月26日（水）
～27日（木） 10名

Excelの書類作成に役立つ
関数活用講習

５月27日（木）
～28日（金） 10名

第二種電気工事士
技能試験準備講習

７月６日（火）
～９日（金） 20名

開催時間●午前９時～午後５時
開催場所●秋田県立大曲技術専門校
受 講 料●無料（テキスト代は自己負担です）
※第二種電気工事士講習は材料費等も自己負担
申込・Y秋田県立大曲技術専門校　民間訓練支援室
　　　　10187（62）6321

　職を失った方が在職中と同程度の負担で医療保険
に加入できるように平成22年４月から離職理由によ
る国民健康保険税の軽減制度がはじまりました。

　軽減を受けるには届け出が必要です。該当する場
合は届け出の手続きをしてください。
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エアロビクス教室の参加者を募集します
　軽い運動から行うので初心者の方でも安心です。
ご家族やご近所の方とお誘い合わせうえご参加くだ
さい。
期　　間●５月13日から７月15日までの毎週木曜日
　　　　　（全10回）
時　　間●午後７時～午後８時
会　　場●トレーニングセンターみさと
参加資格●美郷町にお住まいの方または美郷町内の事

業所にお勤めの方で原則としてすべてに参
加できる方

参 加 料●１回200円（当日受付でいただきます）
申込方法●電話またはＦＡＸでお申し込みください。
　　　　　期間の途中からでもご参加いただけます。
申込期限●５月11日（火）
申込・Yトレーニングセンターみさと
　　　　10187（84）0033　50187（84）1315

臨時休館日のお知らせ
　機械設備点検のため下記の日程で臨時休館します。
ご了承ください。
■サンアール、生産物直売所
　　４月21日（水）～22日（木）
■プール
　　４月20日（火）～４月23日（金）
Y千畑ヘルス観光（株）　10187（84）4428

「認知症なんでも相談所」にご相談ください
　「認知症なんでも相談所」では認知症の高齢者を自
宅で介護している方の悩みや問題の解決をお手伝い
しています。認知症介護の研修を受けた職員が相談
に応じますので困った時や悩んだ時は一人で抱え込
まずにお近くの相談所にご相談ください。

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●５月１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●５月８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●５月15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

日にち 曜日 内　　容 時　　間 場　　所 参加料

4月17日 土 スポーツ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

4月19日 月 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

4月21日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 トレセン 300円

4月22日 木 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 中央ふれあい館 300円

4月22日 木 エアロビクス教室 19:00～20:00 中央ふれあい館 300円

4月26日 月 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

4月27日 火 水中運動教室 10:15～11:15 サンスポーツランド千畑 400円

4月28日 水 屋外ウォーキング 8:45 ～15:00 仙北市角館町内 1,200円

4月28日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 トレセン 300円

4月29日 木 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

4月29日 木 エアロビクス教室 19:00～20:00 トレセン 300円

5月 5日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 トレセン 300円

5月 6日 木 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

5月 6日 木 エアロビクス教室 19:00～20:00 トレセン 300円

5月 7日 金 ミニテニス教室 9:30 ～11:30 中央体育館（旧六郷体育館） 100円

5月 8日 土 スポーツ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

5月10日 月 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

5月11日 火 水中運動教室 10:15～11:15 サンスポーツランド千畑 400円

5月12日 水 ストレッチ教室 19:00～21:00 トレセン 300円

5月13日 木 ストレッチ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

5月15日 土 スポーツ教室 9:30 ～11:30 トレセン 300円

サービス
種類

事業者名
住　　所 電話番号
受付時間 相談方法

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

グループホームやすらぎの家
美郷町畑屋字狐塚47 0187-84-2887
月～日　9：00～18：00 電話・来所
グループホーム美郷
美郷町六郷字本道町57-6 0187-84-2223
月～金　9：00～18：00 電話・来所
グループホームきらら千畑
美郷町本堂城回字新谷尻214-7 0187-87-6630
月～日　9：30～16：00 電話・来所
グループホームあじさい仙南
美郷町野荒町字街道ノ上235-3 0182-56-6789
月～金　8：30～18：00 電話・来所
グループホームサンピア
美郷町六郷字熊野118-1 0187-84-3589
月～金　9：00～17：00 電話・来所・訪問
グループホームみずほ
美郷町土崎字厨川67-2 0187-87-6540
月～金　9：30～17：00 電話・来所・訪問

小 規 模
多機能型
居宅介護

つばき苑
美郷町六郷字馬町3 0187-84-7130
月～金　9：00～17：00 電話・来所・訪問
さくらケアセンター
美郷町本堂城回字若林122-2 0187-87-6215
月～日　9：00～17：00 電話・来所

特定施設
すみれ荘
美郷町本堂城回字若林122-2 0187-87-6215
月～日　9：00～17：00 電話・来所

スポーツ教室等日程表

＊水中運動教室は別途、入館料が必要です
＊表示されている参加料は非会員の参加費です。
　会員の方は会員料金でご利用になれます。
＊美郷町総合型スポーツクラブでは出張教室（有料）
も行っています。近所の会館や集会所でストレッ
チ等の運動をしてみたいという方はぜひ一度お問
い合わせください。

Y美郷町総合型スポーツクラブ事務局　または
　町教育委員会社会教育課　スポーツ振興班

10187（84）4916
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美郷町学友館の常設展示を休止します
　学友館常設展示を休止していますが、特別展の開
催準備のため４月１日以降も引き続き休止させてい
ただきます。常設展示の再開は広報紙でお知らせし
ます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いし
ます。
Y学友館　10187（84）4040

サークル交流会で「春の院展」と
県立博物館を見にいきませんか
　生涯学習活動に参加している方々の交流会を開催
します。「春の院展」と県立博物館を見学しながら他
のサークル会員の方々と交流してみませんか。

美郷町役場
（旧千畑庁舎） 学　友　館 美郷町公民館

（旧仙南公民館）

８時45分出発 → ８時55分到着 ９時00分出発 → ９時10分到着

９時40分到着 ← ９時30分出発 ９時25分到着 ← ９時15分出発

10時40分出発 → 10時50分到着 10時55分出発 → 11時05分到着

11時50分到着 ← 11時40分出発 11時25分到着 ← 11時15分出発

11時55分出発 → 12時05分到着 12時10分出発 → 12時20分到着

13時45分到着 ← 13時35分出発 13時30分到着 ← 13時20分出発

13時55分出発 → 14時05分到着 14時20分出発 → 14時30分到着

15時00分到着 ← 14時50分出発 14時45分到着 ← 14時35分出発

15時40分出発 → 15時50分到着 15時55分出発 → 16時05分到着

16時35分到着 ← 16時25分出発 16時20分到着 ← 16時10分出発

ふれあいシャトル便の発車到着時刻が変わります
　美郷町役場と学友館、公民館間を運行している「美
郷町ふれあいシャトル便」の時刻が変わります。
改正月日●４月19日（月）から

日　　程●午前８時30分　リリオス前出発
　　　　　午前８時45分　美郷町保健センター前出発
　　　　　午前９時　　　美郷町役場前出発
　　　　　午前11時　　　県立博物館見学
　　　　　午後０時30分　「春の院展」見学
費　　用●入場料1,000円程度（昼食は自己負担です）
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。
　　　　　定員になり次第締め切ります。
申込・Y町教育委員会社会教育課
　　　　生涯学習班　10187（84）4915

開催日 ４月28日（水） ４月30日（金）
定　員 28 名 40 名

Y町総務課　まちづくり班　10187（84）1111

「青い鳥郵便葉書」を無料で配布しています
　身体障害者手帳１級または２級をお持ちの方と療
育手帳Ａの方へ「青い鳥郵便葉書」を無料で配布し
ています。希望する方は下記までお申し込みくださ
い。
■「青い鳥郵便葉書」とは
　青い鳥がデザインされたオリジナル封筒に通常郵
便葉書（無地・インクジェット紙・くぼみ※入り）を入
れたものです。
※目の不自由な方が使いやすいようにくぼみを入れ、
上下・表裏が分かるようにしています。
配布枚数●お１人につき20枚
申込締切●５月31日（月）
申込・Y郵便事業株式会社大曲支店
　　　　10187（62）1165　
Y町福祉保健課　福祉班　10187（84）4907

ドイツスポーツ少年団員と交流してみませんか
　８月５日（木）から10日（火）の日程で来町するドイ
ツスポーツ少年団（来町予定団員数10名）の“ホームス
テイ受入家庭”と“交流会に参加する高校生”を募集し
ます。

■ホームステイ受入家庭
　ホームステイ期間中の団員の朝食と夕食は各受
入家庭で準備してください。受入世帯には謝金を
お渡しします。
受入期間●３泊４日（予定）
募集世帯数●10世帯（同世代の方がいない世帯でも可）
受入依頼人数●１世帯に１名または２名

■交流会に参加する高校生
　スポーツ交流やディスカッションを行います。
交流会では通訳の方を通して会話ができます。
募集人数●10名

申込方法●電話またはＦＡＸでお申し込みください。
募集締切●５月７日（金）
申込・Y町教育委員会社会教育課　スポーツ振興班
　　　　10187（84）4916　50187（84）1315

一般幹部候補生・一般曹候補生を募集しています
■一般幹部候補生
受験資格●20歳以上26歳未満の方
　　　　　（22歳未満の者は大卒（見込含む））
受付締切●５月10日（月）
試験期日●５月15日（土）
■一般曹候補生
受験資格●18歳以上27歳未満の方（高校生除く）
受付締切●５月10日（月）
試験期日●５月22日（土）
Y自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所
10187（63）1313




