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秋田県交通指導隊連合会
感謝状伝達式 を
7
27
執り行いました
令和３年７月 27 日（火）
、
「秋田県交通指導隊連合会感謝状伝達
式」が十文字コミュニティセンター交流ホールで行われ、十文字交
通指導隊の小野寺一生隊員へ感謝状が贈られました。
小野寺隊員は、昭和 63 年に十文字町交通指導隊に委嘱されて以
来、十文字交通指導隊隊長、横手市交通指導員協議会会長、秋田県
交通指導隊連合会理事などを歴任、30 年以上の長きにわたり地域
の交通秩序の保持のためにご尽力され、現在もなお隊員としてご活
躍されております。
こうした長年の交通指導隊活動のご功績が認められ、この度秋田
県交通指導隊連合会から感謝状が贈られることとなりました。

十文字・三重公民館主催

こけ玉づくり教室

十文字小学校の児童が 6
28
花苗を植えました
６月 28 日、十文字小学校の５・６年生が十文字
道の駅の花壇に花の苗を植えました。暑い中でし
たが、用意され
たポットを手際
よく植え付け
し、 ８ 月 現 在、
きれいに咲き
誇った花々が訪
れるお客様に潤
いを与えていま
す。
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７月 10 日、十文字コミュニティセンターを会
場に、
「こけ玉づくり教室」を行いました。ミズ
ゴケの中心に植物を植え込み、丸い形に整え、
ほどよい大きさになったところでビーズやワイ
ヤーなどで表情をつけて完成させます。みなさ
ん手際よく作業を行い、か
わいらしいオリジナ
ルのこけ玉を完成
させていました。

十文字コミュニティセンターが
指定避難所に追加されました

（仮称）十文字西地区交流施設を建設中です

横手市十文字庁舎

睦合地区にある「農家高
齢者創作館」の機能をもつ
新しい施設を、５月 25 日
から西地区館の隣において
建設を開始しております。
工 期 は 10 月 15 日 ま で と
し、12 月１日にオープン
する予定です。
工事期間中は工事車両や
騒音等で西地区館ご利用の
皆様にはご迷惑をお掛けし
ますが、何卒ご理解ご協力
をお願いいたします。

十文字地域局

新施設が完成したことにより、昨年 11月から
西地区館に加え、十文字コミュニティセンターが
指定避難所となりました。避難所開設の際は広報
車や安心安全メール等でお知らせいたしますので
余裕を持った避難をお願いします。

十文字コミュニティセンター

指定避難所

災害時における避難情報の名称が変更になりました

完成予定図

木造平屋建 延床面積 218.97㎡
展示室・和室・陶芸活動室

令和３年５月から、
「避
難勧告」は廃止されまし
た。これからは、警戒レ
ベル４「避難指示」で危
険な場所から全員避難し
てください。

建築面積 226.43㎡

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できる
ものではない等の理由から、警戒レベル
５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイ
ミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必
要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、
避難の準備をしたり、危険を感じたら自
主的に避難するタイミングです。

横手市くらしの安心サポート推進事業

柱状改良工事

基礎型枠・鉄筋組立工事

建物を支えるため円柱状に地盤を固めます。

建物基礎のための型枠を組み立て、強度を
持たせるため鉄筋を組みます。

小型除雪機を貸し出します
貸出備品
●
●

小型除雪機
アルミブリッジ・燃料携行缶
貸出条件

お知らせ

十文字西地区館を改修します
西地区館につきまして、８月中旬より 12 月末までの
予定で、外壁・冷暖房施設等の改修工事を行います。工事
実施に伴い、西地区館のご使用についてもご不便をお掛けする
ことになりますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

横手市では、一人暮らし高齢者や障がい者宅など
の除排雪を行う団体に、小型除雪機を貸し出します。
除排雪が難しいご家庭の支援と、地域の支え合いの
促進を図るためにご活用ください。

貸出手続き
【貸出対象】自治会、町内会などの団体（個人への貸し出しは行いません）
【貸出期間・料金】作業に必要な最低限の期間（最長 14 日間）。
料金は無料です。
【対象作業】一人暮らし高齢者宅の除排雪、障がい者宅の除排雪
母子家庭宅の除排雪、地域の歩道や集落会館の除排雪など

除雪機を使用する場合は、市社会福祉協議会
※使用する日の７日前までに、下記申し込み先に備え付けの申請書に必要事項
のボランティア活動保険に加入していただき
を記入のうえ、提出してください。
ます。
※土日祝日も貸し出します。
● 燃料は、借用者でご負担いただきます。
● 機械の運搬車両は、
その他貸出物品
借用者でご用意ください。
●

「横手市くらしの安心サポート推進事業」では除雪機械の他にカラオケ
セットやテレビゲーム（wii）も貸し出しております。
お問合せ・お申し込みは

十文字市民サービス課

電話 42－5114

十文字の小学生・中学生たちの大会結果
スポーツの結果
◆ 令和３年度横手市中学校総合体育大会
● バスケットボール

〈令和３年６月19日～20日〉

【男 子】 第３位 十文字中
【女 子】 優 勝 十文字中
● 陸上競技
【男女総合】 第２位
【男 子】 陸上男子総合 優 勝
１年 100m
第３位 小川 章介
３年 100m
第 1 位 加藤 優雅
第２位 苫米地永登
共通 200m
第３位 山口 海翔
共通 400m
第１位 髙橋 幸喜
第２位 平塚 由樹
共通 800m
第３位 佐々木光惺
共通 110mH 第１位 髙橋 英佑
共通 走幅跳 第３位 佐々木琉翔
共通 棒高跳 第１位 高山 透弥
共通四種競技 第２位 近
陽葵
第３位 柴田 翔生
共通 400mR 第１位
【女 子】 ２年 100m
第３位 佐藤 舞優
共通 800m
第３位 竹本 日和
共通 110mH 第２位 武田 羅奈
共通 走幅跳 第１位 千葉 悠那
共通四種競技 第２位 佐藤 優那
● バレーボール
【男 子】 第２位 十文字中
●卓 球
【男 子】 第２位 十文字中
【女 子】 第３位 十文字中
● ソフトテニス
【男 子】 個人 第３位 皆川 稜太・菅原 崇椰
【女 子】 団体 第３位 十文字中
個人 第３位 阿部 心優・佐藤 茉那

令和３年度

概ね市内の大会は各競技３位まで、全県以上の
大会は６位までの入賞者をお知らせします

◆ 令和３年度全県中学校総合体育大会〈令和３年７月10～12日〉
● バレーボール〈CNAアリーナ〉

【男

子】 第３位

十文字中

【男

子】 陸上男子総合 第６位
共通 400m
第２位 髙橋 幸喜（東北大会出場）
第６位 平塚 由樹
共通四種競技 第４位 近
陽葵（東北大会出場）
第６位 柴田 翔生
共通 110mH 第５位 髙橋 英佑
共通 400mR 第３位 苫米地・髙橋幸・髙橋英・梶原（東北大会出場）
子】 共通 走幅跳 第２位 千葉 悠那（東北大会出場）

● 陸上競技〈県営陸上競技場〉

【女

◆ 全日本中学校通信陸上競技大会秋田県大会
【男

〈令和３年７月17～19日／大館市長根山運動公園陸上競技場〉
子】 共通 400m
第２位 髙橋 幸喜
共通四種競技 第２位 近
陽葵
共通 110mH 第４位 髙橋 英佑
共通 棒高跳 第４位 髙山 透弥
共通 400mR 第５位 苫米地・髙橋幸・髙橋英・梶原

◆ 第33回横手市ミニバスケットボール夏季大会
【男

子】 優

〈令和３年６月26日～27日・７月３日〉
十文字ミニバスケットボールスポーツ少年団

勝

その他の結果
◆ 全日本吹奏楽コンクール秋田県大会県南地区大会
【中学校の部】 金

賞

〈令和３年７月17日／湯沢文化会館〉
十文字中（全県大会出場）

◆ 第31回全県小中学生将棋王将戦〈令和３年６月６日／秋田将棋道場〉
【小学生の部】 優勝

髙橋

眞斗（十文字小６年）

市補助金制度について

お知らせ

地域づくり関係の補助金制度

町内会等補助制度

● 地域づくり活動補助金
市では、地域課題を解決する活動や地域の活性化を図る活
動に対し、その経費の一部を補助しています。
❶申請日程

● 町内会等活動補助金
町内会等が実施するさまざまな活動（事業）に必要な費用
を補助します。
環境美化活動、健康づくり・福祉活動、防災活
活用例
動、交流・親睦活動等
● 町内会等備品整備補助金
町内会等の活動に必要な備品の整備費用を補助します。
太鼓、みこし、テント、エアコン、座卓、パソ
活用例
コン、音響アンプ等
● 集会施設整備費補助金
地域における自治活動の拠点となる集会施設（町内会館）
等の整備に対して、その経費の一部を補助します。
主要構造部分の補修（壁、柱、床、屋根等）
、
障子・
活用例
襖の張替、屋根の塗装等

期別

申請期限

事業着手期間

プレゼンテーション審査

５期（最終）10月５日 11月１日～２月28日 10月14日（予定）

❷申請方法 所定の申請書類に必要事項を記入し、添付書類
とあわせて地域づくり支援課まで郵送または持参により提
出してください。
❸審査方法 補助金の交付決定は、書類審査及びプレゼン
テーション審査により実施します。
（プレゼンテーション審査対象は、申請額が10万円を超え
る新規事業などです。
）

各補助金の制度内容や申請方法等の詳細内容については、地域づくり支援課（35－2266）または十文字地域課地域協働係（42－2067）へお問合せいただくか、市ＨＰをご覧ください。

秋の全国交通安全運動
期間

９月21日火 ～９月30日木

秋は日暮れが早くなり、交通事故が起きやすくなります。
早めにライトを点灯し、事故防止に努めましょう。また、横
断歩道通過時の安全確認と歩行者優先を徹底しましょう。

秋田県 秋の火災予防運動
期間

11月７日日 ～11月13 日土

毎年11月の第一日曜日からの７日間は、秋田県の「秋の火
災予防運動」実施期間です。秋は空気が乾燥しており、火災が
発生しやすい時季です。火の元には十分気をつけましょう。
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