
　農業用免税軽油制度は法律上、令和3年3月31日㈬で終了
することになっていますが、制度が継続された場合に対応する
ため、令和3年度使用分の免税証交付申請書の集合（仮）受付
を行います。免税証の交付を希望する方は、必要書類をご用意
のうえ、次のとおり手続きをお願いします。
　なお、制度が継続されない場合は免税証を交付できません
のでご注意ください。
受 付 日●【千畑・六郷地区】12月10日㈭
　　　　　【六郷・仙南地区】12月11日㈮
受付時間●【午前】午前10時～午前11時30分
　　　　　【午後】午後1時～午後3時
会　 場●美郷町役場 3階 大会議室
そ の 他●・お住まいの地区以外の日程でも申請できます。
　　　　　・秋田県総合県税事務所仙北支所での（仮）受付
　　　　　 は令和3年2月1日㈪から行いますが、集合（仮）
　　　　　　受付分よりも交付が遅くなりますので、できる
　　　　　　限り上記日程での申請手続きをお願いします。
　　　　　・今年度は郵送による申請も受付しますので、秋
　　　　　　田県公式サイト「美の国あきたネット」で詳細を
　　　　　 ご覧ください（「秋田県 免税軽油 令和3年」で検
　　　　　　索できます）。また、同サイトで一部の様式をダ
　　　　　 ウンロードすることができます。
　必要書類や注意事項などの詳細については、11月13日発
行の広報美郷お知らせ版4ページに掲載していますので、そち
らをご確認ください。

　秋田県では、県外在住者等を対象とする就職イベント「Ａタ
ーンフェアin秋田」を開催します。当日は、県内企業がブース
出展し、個別面談を行うほか、Ａターン就職相談、移住相談等
をお受けします。ご家族やお知り合いでＡターンをお考えの方
がいらっしゃいましたら、ぜひＡターンフェアをお伝えください。
日　 時●12月30日㈬　午前11時～午後3時
会　 場●秋田ビューホテル 4階（秋田市中通）
対 象 者●秋田県内への就職を希望する方（学生も可）
そ の 他●・事前申し込みは不要です。
　　　　　・服装および入退場は自由です。
　　　　　・ご家族での来場も可能です。

　悩みがある外国出身者に向けた「外国人のための無料専
門相談会」を開催します。結婚・離婚、在留資格、遺産相続な
どの悩みを、弁護士や行政書士に外国語で相談できます。
 外国出身者のほか、その生活支援をしている日本人の方も
対象となりますので、参加を希望される場合は下記までお申
し込みください。
日　 時●12月19日㈯　午前10時～午後4時
会　 場●アトリオン1階
　　　　　秋田県国際交流協会（秋田市中通）
対応言語●日本語、英語、中国語、韓国語

大仙警察署
美 郷 交 番
美郷北駐在所
美郷南駐在所

☎0187（63）3355
☎0187（84）2004
☎0187（85）3110
☎0187（82）1100

問い合わせ

美美郷交番からの
お知らせお知らせ

美郷交番からの
お知らせ

自動通話録音警告機の
貸出しについて

年末年始における
犯罪や事故の防止

　特殊詐欺の犯人は、自分の声が録音されることを嫌
います。普段から留守番電話に設定しておいたり、防犯
機能付き電話を利用したりすると、被害防止に効果が
あります。
　大仙警察署では自動通話録音警告機を貸し出してい
ますので、設置したい方はご連絡ください。

　年末年始には、思いがけない凶悪事件や交通事故な
どが発生します。皆さんも「自分だけは大丈夫」と油断
することなく心を引き締め、被害に遭わないように気を
付けてください。

秋田県警の
就職説明会を開催します

　警察官・警察事務職員の仕事に興味がある方や、そ
のご家族を対象とした就職説明会を開催します。お気
軽に会場へお越しください。
　日　時●令和3年1月3日㈰　午前10時～午後4時
　会　場●秋田市にぎわい交流館ＡＵ4階（秋田市中通）
　その他●・事前申し込みは不要です。
　　　　 ・服装は自由です。

秋田県外国人相談センター（秋田県国際交流協会内）
☎018（884）7050

申・問

Ａターンプラザ秋田  ☎0120（122）255問

「Ａターンフェアin秋田」を開催します　

外国人のための無料専門相談会を開催します　

令和３年度分 軽油引取税免税証（農業用） 　　　　　
交付申請書の集合（仮）受付のお知らせ

秋田県総合県税事務所   課税第二課
☎018（860）3341

問

身のまわり 二重ロックで 締めくくり

新しい年を迎えるために
みがき粉など仏具の
お手入れ用品あります

新型コロナウイルス感染予防対策に
取り組んでおります。

お手入れ用品あります
新型コロナウイルス感染予防対策に

取り組んでおります。

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187（84）1579

セレモニーホールみさと
美郷町唯一の葬儀会館

ご遺体
安置室
完備!!

葬儀の
ことなら
まかせて
安心！
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■手作り正月飾りをつくろう
　日　 時●12月12日㈯
　　　　　　午後1時30分～午後3時30分
　会　 場●美郷町歴史民俗資料館（畑屋字高野）
持 ち 物●ハサミ・ペンチ・花など飾り付けに使いたいもの
　　　　　　※南天・ゆずり葉・松は主催者側で用意します。
定　　員●20名　　　　  参 加  料●500円
申込期限●12月10日㈭
■親子でオリジナルクリスマスリース作り
　日　 時●12月19日㈯
　　　　　　午前9時30分～午前11時30分
会　 場●美郷町住民活動センター（畑屋字街道東）
対 象 者●幼児・小学校低学年の児童
　　　　　　※参加する場合は保護者の同伴が必要です。
定　　員●親子5組　　 参 加 料●300円
申込期限●12月15日㈫

■初めての方のイラストレーター・フォトショップ講習
開 催 日●令和3年1月6日㈬、1月7日㈭の2日間
■ワード／エクセル初級講習
開 催 日●令和3年1月19日㈫、1月20日㈬の2日間
■共通事項
実施時間●午前9時～午後4時　　定　　員●10名
実施会場●大曲技術専門校（大仙市大曲川原町）
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です）

応募資格●中学校を卒業（見込みを含む）している17歳未満
　　　　　の男性
受付期限●令和3年1月6日㈬
試 験 日●【1次】令和3年1月23日㈯
　　　　 【2次】令和3年2月4日㈭～2月7日㈰
試験会場●受付時に受験者へお知らせします。

　国税局電話相談センターでは、国税に関する一般的なご
相談（制度や法令等の解釈・適用に関するご相談や手続案内
など）について、税務に精通した国税局の職員がお答えして
います。音声案内による電話相談センターへの接続の流れ
は次のとおりです。
①お近くの税務署へ電話を掛ける。
②最初の音声案内で「１」を選択する。
③その次の音声案内に従い、相談する内容の番号を選択する。
※通話料は、お掛けになった税務署までの料金となります。

　美郷町体育協会では、令和2年度にスポーツでご活躍され
た方に対して美郷町スポーツ賞を授与します。大学生と一般
の方で、次に該当される方はお問い合わせください。また、ご
家族の方からのお問い合わせも受け付けています。
　なお、児童および生徒の方々は、学校長またはスポーツ少
年団本部長の推薦となります。
候 補 者●美郷町在住者または美郷町出身者
選考基準●次の①から③のいずれかに該当する方
　①大会基準に定める全国大会において優勝した方
　②大会基準に定める東北大会において3位以内に入賞し
　　た方および全国大会において8位以内に入賞した方
　③大会基準に定める秋田県大会（個人競技は競技種目の
　　参加者が4人以上、団体競技は競技種目の参加チーム
　　が4チーム以上）において優勝した方
大会基準●
　【大学生】
　　令和2年4月から同年12月までに開催された県民体育
　大会、各地区ブロックおよび全日本大学選手権大会
　【一　般】
　　令和2年4月から同年12月までに開催された県民体育
　大会、日本スポーツ協会に加盟する競技団体が主催する
　大会
提出期限●令和3年1月6日㈬　※期限厳守
そ の 他●・お問い合わせいただいた方に推薦書等の提出
　　　　　　書類を送付しますので、お早めにお問い合わ
　　　　　　せください。
　　　　　・ご提出いただいた推薦書をもとに選考委員会
　　　　　　で授賞者を決定します。授与式の日時等につ
　　　　　　いては後日、授賞者にお知らせします。

秋田県仙北平野土地改良区では冬期間も通水しており、消
雪・流雪等の地域用水として利用されている水路もあります
が、今後の降雪に伴い、水路幅が分かりにくくなります。また、
積雪・凍結等により道路が滑りやすくなりますので、水路近く
を通行する際は十分注意し、危険箇所には近づかないように
しましょう。

　秋田県生活センターでは、下記のとおり出前による交通事
故相談会を開催します。県の交通事故相談員が出前で交通
事故の相談・アドバイスを行いますので、お気軽に会場へお
越しください。
日　 時●12月10日㈭　午前10時～午後3時
会　 場●秋田県平鹿地域振興局 1階 会議室
　　　　　（横手市旭川）
相 談 料●無料

みさぽーと講座のお知らせ　　
令和２年度美郷町スポーツ賞
授賞候補者の推薦を募集しています

出前による
「交通事故相談会in横手」を開催します　

大曲税務署から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「国税局電話相談センター」に関するご案内

令和3年1月開催予定の　　　　　　　　　　　　　　
在職者訓練についてお知らせします

大曲技術専門校  民間訓練支援室
☎0187（62）6321

問

秋田県仙北平野土地改良区  管理課
☎0187（62）0180

問

冬期間の水路にご注意ください

美郷町体育協会事務局（美郷町総合体育館リリオス内）
☎0187（84）4916 FAX0187（86）8033

申・問

大曲税務署  総務課
☎0187（62）2191※音声案内「2」を選択してください。問秋田県生活センター   南部消費生活相談室

☎0182（45）6103

申・問

自衛隊秋田地方協力本部  大仙地域事務所
☎0187（63）1313

問

自衛官採用試験を実施します

MISATO TOWN INFORMATION 

申・問 NPO法人みさぽーと  ☎0187（84）4922
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