令和3年分の確定申告と納税はお早めに！
■大曲税務署から申告書作成会場のご案内
申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には
「入
場整理券」
が必要です。
「入場整理券」
は、会場で当日配布しま
すが、LINEを通じたオンラインによる事前発行も可能です。な
お、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする
こともあります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
会
場●大曲税務署２階会議室
（大仙市大曲上栄町）
期
間●3月15日㈫まで
（土・日曜日、祝日を除く）
開設時間●午前９時〜午後５時
※ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
※駐車可能台数に限りがありますので、来場される場合には、
公共交通機関などをご利用ください。
■令和3年分確定申告期限と納期限について
・申告所得税及び復興特別所得税、贈与税
3月15日㈫
・消費税及び地方消費税
（個人事業者）
3月31日㈭
■令和3年分確定申告に係る口座振替日について
・申告所得税及び復興特別所得税
4月21日㈭
・消費税及び地方消費税
（個人事業者）
4月26日㈫

問 大曲税務署 総務課 ☎0187
2191
（62）

国税専門官採用試験
（大学卒業程度）
を実施します
受験資格●次のいずれかを満たしていること
・平成4年4月2日から平成13年4月1日までの間に生まれ
た方
・平成13年4月2日以降に生まれた方で次の①または②に
該当する方
①大学を卒業または令和5年3月までに大学を卒業する
見込みの方
②人事院が①と同等の資格があると認める方
申込方法●国家公務員試験採用情報NAVI(https://www.
jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html)からお申し込みく
ださい。
受付期間●3月18日㈮〜4月4日㈪
第1次試験日●6月5日㈰

問

1111
仙台国税局 人事第二課 ☎022
（263）
2022
人事院東北事務局 ☎022
（221）

協会けんぽの保険料率が
3月分(4月納付分)から変わります
協会けんぽは、
主に中小企業の従業員とそのご家族の皆さ
まが加入する健康保険です。
秋田支部の健康保険料率は、
令
和4年4月納付分から10.27％
（現行10.16％）
へ引き上げら
れます。
また、
40歳から64歳までの方に対する介護保険料率
は全国一律1.64％
（現行1.80％）
へ引き下げられます。
皆さんの医療費に基づいて算出される保険料率は、
皆さん
の健康への取り組みによって抑えることができます。
まずは、
病気の予防や健康保持のために年1回の健診を必ず受診して
ください。

問

全国健康保険協会
（協会けんぽ）
秋田支部
☎018
（883）1841

美郷交番からの
お知らせ
クロスボウの所持が
禁止されます
クロスボウ
（通称：ボウガン）
が使用された凶悪事件が
相次いで発生したことを受け、令和４年３月１５日から原則
所持が禁止され、許可制となります。クロスボウの所持許
可は標的射撃や動物麻酔などの用途に限定されており、
例えば鑑賞、収蔵の目的で所持許可を得ることはできま
せん。
現在所持しているクロスボウについては、警察に処分
依頼をしていただければ無償でお引き取りしますので、ご
相談ください。

雪解け時の交通事故防止
〜路面凍結！日陰や橋の上は要注意〜
１．
スピードを抑えた運転を
この時期は雪解けが進み、ついスピードを出してしまい
がちです。路面にはまだ雪が残っていたり、凍結していたり
することがありますので、
スピードを抑えて運転しましょう。
２．
路面凍結に注意
朝夕などの気温が下がる時間帯はもちろん、日中でもト
ンネルや橋の上など日陰になっているところは凍結しやす
いので、十分気を付けましょう。
３．
思いやり運転を
雪解けとともに、歩行者や自転車の動きが活発になりま
す。秋田の道路は
「歩行者ファースト」
です。お互いに思いや
りの気持ちを持って安全に通行しましょう。

問い合わせ

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

美郷町唯一の葬儀会館

セレモニーホールみさと
彼 岸 セ ー ル 開 催！
3/17㈭〜3/24㈭まで！午前8時〜午後5時
(
と伝えてください)
店内商品15%引き 「広報美郷を見た」
※生花
生花・花環
生花
花環・ギ
ギフト・書籍はセ
書
書籍はセール除外品です。
籍は ール除
籍はセ
ル除外品
ル除
除外品
外品です。
す

会員募集中！今なら事前入会の方
入会金を6，
000円に割引中！

㈲花宝堂 六郷葬儀社 ☎0187
（84）1579
2022.3

広報
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MISATO TOWN INFORMATION
令和3年度美郷町民バドミントン大会を開催します
NPO法人みさぽーとの臨時職員を
募集しています

問 NPO法人みさぽーと ☎0187
（84）4922

一緒に薬用シャクヤクを作ってみませんか
薬草生産組合では、
漢方の原料となる薬用シャクヤクの生
産者を募集しています。
興味のある方は下記へ電話でお問い
合わせください。
■こんな方におすすめ
・山間の遊閑地を放っておくより何か植えたい方
・冬期の手が空いた期間に何か作業をしたい方
・日本の伝統的な薬草生産に携わりたい方 など

問 薬草生産組合
5151
（佐藤） ☎080
（1824）

AIA国際活動助成金募集のお知らせ

（公財）
秋田県国際交流協会
（AIA）
5499
☎018
（893）

フルハーネス型墜落制止用器具の
特別教育講習会を開催します

大曲地域職業訓練センター
☎0187
（62）1726
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美郷町体育協会では、令和3年度にスポーツで活躍された
方に対し、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。ご家族の
方からの問い合わせも受け付けています。
候 補 者●美郷町在住または出身の方
選考基準●
次の①から③のいずれかに該当する方
（新人大会は除く）
①大会基準に定める全国大会において優勝または第１位と
なった方
②大会基準に定める東北大会において第3位以内に入賞し
た方および全国大会において第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）
において優勝または第1位となった方
大会基準●
大学生：令和4年1月から同年3月までに開催された、県民体
育大会・東北総合体育大会・国民体育大会・各地区
ブロックおよび全日本大学選手権大会
一 般：令和4年1月から同年3月までに開催された、県民体育
大会・東北総合体育大会・国民体育大会・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●3月31日㈭
※障害者スポーツ大会も同様となります。
※お問い合わせいただいた方には表彰規程とご提出いただ
く推薦書などの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。

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

県営住宅の入居者を募集しています
募集住宅●県営船場町住宅（大仙市大曲船場町）
募集戸数●鉄筋コンクリート造3階建て 3DK 1戸
（平成5年度建設）
家
賃●22,800円〜
募集期間●3月1日㈫〜3月10日㈭
入居可能日●4月1日㈮
入居条件●単身不可、住宅困窮状況、所得 など
※詳細は秋田県ホームページをご覧いただくか下記へお問
い合わせください。

問

申・問

日
時●4月20日㈬ 午前９時〜午後４時
受 講 料●１０，
０００円 ※テキスト代も含みます。
申込期限●3月23日
（水）
定
員●40名
申込方法●下記窓口または電話でお申し込みください。受講
を希望する方には、後日申込書と受講案内を送付
します。
※美郷町の補助金制度の対象講習となっています。

美郷町バドミントン協会事務局
（高橋）
☎090
（2025）8159 FAX0187
（84）2339

令和3年度美郷町スポーツ賞
（後期）
授賞候補者の推薦を募集しています

問

申・問

秋田県内での国際交流や国際協力・国際理解などの多文
化共生を推進する活動を行う民間の団体を対象に、
その事業
資金の一部を助成します。
助成金額●助成対象経費の総額
（上限8万円）
助成回数●同一年度につき、
同一団体は1回
同一団体の同事業に対する助成は3回
募集期間●・第1期募集 3月1日㈫〜3月31日㈭
・第2期募集 7月1日㈮〜7月31日㈰
実施期間●・第1期募集 4月1日㈮〜令和5年3月15日㈬
・第2期募集 8月1日㈪〜令和5年3月15日㈬
※申請書は協会ホームページ
（http://www.aiahome.or.
jp）
からダウンロードできるほか、
協会窓口でも配布してい
ます。
※対象者、
対象事業、
対象経費等詳細のお問い合わせ、
お申し
込みは下記へお願いします。

申・問

募集職種●施設管理人
（若干名）
勤務場所●美郷町歴史民俗資料館・美郷町屋内スポーツ館
勤務時間●午前8時〜午後4時
【遅番】
午後2時15分〜午後10時15分
※勤務時間は勤務場所、
シフトにより異なります。
時
給●830円
（通勤距離が2km以上の方に通勤手当あり）
応募方法●ハローワーク大曲
（0187-63-0335）
を通じてご
応募ください。
応募期限●3月11日㈮ 午後5時
※その他詳細はハローワークでご確認ください。

日
時●3月27日㈰ 午前8時30分
会
場●美郷町総合体育館リリオス
参加資格●美郷町在住の方または美郷町に勤務している方、
協会の関係者
試合方法●小学生・中学生・高校生・一般男女・一般経験者
の各部シングルス
（トーナメント方式）
申込方法●電話またはFAXで下記へお申し込みください。
申込期限●3月11日㈮
参 加 料●無料

秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課
☎0187
（63）3113

