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商店街の町並み（大森地域）
昭和30年代

上の写真は、昭和中期の大森神社祭典の
行列の様子を写したもので、撮影場所は大
森地域の商店街から北都銀行大森支店へ向
かう通りです。右手前に見える㈴今野商店
や中央の吉寅呉服店などが、今も当時の面
影を残しています。
綿々と引き継がれる大森神社祭典は、毎
年５月１日に開催
されており、現在
では地域の子ども
たちが弓などを持
ちながら、大森神
社の神霊が宿る神
輿とともに町内を
近年の大森神社祭典の様子
巡ります。
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自まんこコンクールに集まった農産品

携帯電話等で左のＱＲコードを読み
取ると、市のホームページサイトを
ご覧いただけます。

11月12日の
鳥海山

見るたびに白さ
が増す鳥海山。も
うすぐ本格的な冬
ですね。これから
の季節はやっぱり
鍋！地元の新鮮な
野菜がギュッと詰
まった鍋が食べた
いと思い表紙にし
ました。(食べちゃうのがかわいそうなも
のもありますが…）ユニークな形や規格
外の大きさの農産品を実際に目にして、
お店で売られているようなものを作るこ
とがどれだけ大変なことかと思いました｡
もっといっぱい食べるぞ～！ (Ｓ.Ｔ)

表紙の写真は、11月６日にＪＡ秋田ふるさと金沢支
店で行われた『自まんこコンクール』に出品された農産
品の数々です。今年が18回目となるコンクールにはＪ
Ａ女性部員が丹精込めて栽培した珍品・大物・良品が
計219点出品され、会場を訪れた人や生産者の目を楽し
ませました。

●特別会計
会

計

名

予

算

額

収入済額

収入率

支出済額

執行率

国民健康保険特別会計

123億

850万円

121億3,772万円

98.6％

116億1,285万円

94.3％

介護保険特別会計

111億6,761万円

111億7,695万円

100.1％

110億3,961万円

98.9％

介護老人保健施設特別会計

5億2,611万円

5億1,554万円

98.0％

指定通所介護事業特別会計

8,411万円

9,585万円

114.0％

4億2,588万円

4億4,655万円

104.9％

浄化槽市町村整備推進事業特別会計

5,228万円

8,558万円

163.7％

特別養護老人ホーム特別会計

7億2,642万円

7億2,082万円

99.2％

7億

667万円

97.3％

市営温泉施設特別会計

7億

263万円

6億9,191万円

98.5％

6億6,749万円

95.0％

後期高齢者医療特別会計

9億3,165万円

9億3,236万円

100.1％

9億3,050万円

99.9％

介護サービス事業特別会計

3,287万円

6,336万円

192.8％

3,034万円

92.3％

財産区特別会計※９財産区の合計

1,984万円

2,259万円

113.9％

1,470万円

74.1％

269億7,790万円

268億8,923万円

99.7％

260億4,915万円

96.6％

集落排水事業特別会計

合

計

5億

663万円

96.3％

8,020万円

95.4％

4億

941万円

96.1％

5,075万円

97.1％

※９財産区:横手町四町･横手地域･前郷･金沢中野･西成瀬･醍醐･里見･福地･舘合

◎特別会計とは…
特定の歳入歳出を普通会計と区別して処理するための会計です。特別会計の設置は、法令や市の条例により定められています。

●各指数等の推移
実質収支比率

●市民一人あたりに換算
すると約いくら？
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財政運営の健全性を判断す
る指数で、標準財政規模のお
おむね３～５％が望ましいと
されています。

経常収支比率

財政力の強弱を判断する指
数で、指数が１に近いほど財
政力が強いとされています。
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市がどれだけ自由にお金を
使えるかを判断する指標で、
80％を超えると市債の返済や
人件費など、必ず払わなけれ
ばならない経費が多いため財
政の自由度が少ないと判断さ
れます。
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市総合政策部財政課☎35-2167

平成26年度

公債費（借金返済）負担の
度合いを測る指標です。18％
を超えると地方債協議団体か
ら地方債許可団体に移行し、
25％を超えると単独事業の起
債が一部認められなくなり、
起債制限団体となります。

横手市の決算より

家計に収入と支出があるように、市にも歳入（収入）と歳出（支出）があります。
横手市の決算状況はどうなっているか、見てみましょう。

●平成26年度決算額（普通会計および特別会計）
会

計

名

歳入決算額

歳出決算額

普

通

会

計

574億3,181万円

554億9,635万円

特

別

会

計

268億8,923万円

260億4,915万円

計

843億2,104万円

815億4,550万円

合

●収入および支出の概況（普通会計）
人件費

84億6,083万円 【14.7％】

93億3,433万円 【16.8％】

使用料・手数料等

扶助費

9億7,071万円 【1.7％】

84億9,138万円 【15.3％】

自主財源

【16.4％】

地方交付税

歳入

223億4,379万円 【38.9％】

義務的経費

公債費

【44.1％】

66億3,193万円 【12.0％】

収入済額

574億3,181万円

58

依存財源

【83.6％】

万円

実質公債費比率

100

60

市に収めていただいた税金(市税)
……………………………………… 9万円
国や県から入ったお金(地方交付税､国･県支出金など)
………………………………………34万円
借金(市債)
……………………………………… 9万円
その他
……………………………………… 8万円

支出

～横手市の財政状況をお知らせします～

市税

万円

0.356

6.1
6

横手市の
おサイフ事情

横手市の財政は
大丈夫かニャ？
ボクたちネコ奉行たちが
しっかりとチェック
してみるニャ～

児童や高齢者などの福祉に使うお金(民生費)
………………………………………16万円
借金の返済に使うお金(公債費)
……………………………………… 7万円
道路や公園などの建設､修繕に使うお金(土木費)
……………………………………… 6万円
学校教育や生涯学習などに使うお金(教育費)
……………………………………… 7万円
ごみ､し尿処理や保健事業などに使うお金(衛生費)
……………………………………… 6万円
その他
………………………………………16万円

支出済額

【19.8％】

554億9,635万円

国庫支出金

70億7,164万円 【12.3％】

建設事業費等

109億9,384万円 【19.8％】

その他経費
【36.1％】

物件費

68億2,354万円 【12.3％】

県支出金

補助費等

36億3,690万円 【6.3％】

38億4,840万円 【6.9％】

市債

84億3,094万円 【14.7％】

その他（交付金等）

65億1,700万円 【11.4％】
市民一人あたりの金額は…
その年度の各総額 ÷
その年度末の市の人口
で算出してるんだニャ

投資的経費

歳出

維持補修費

13億7,367万円 【2.5％】

その他（繰出金等）

ＺＺｚ…

79億9,926万円 【14.4％】

◎普通会計とは…
個々の地方公共団体で各会計の範囲が異なることから、自治体間の財政比較ができるようにするため、地方財政統
計上で共通して用いられる会計区分で、横手市では一般会計・土地区画整理事業特別会計・障害者支援施設特別会計
の３つの会計を合わせたものを普通会計としています。
市報よこて
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平成27年度上半期

予算の執行状況

●収入および支出の概況（普通会計）
612億 846万円

予算額

19億3,056万円

41億6,895万円

財産収入
7,015万円

8億6,527万円

公債費

市税

総務費

31億7,917万円

28億1,300万円

教育費

県支出金

10億4,045万円

10億4,447万円

歳入

国庫支出金

歳出

24億7,274万円

商工費

農林水産業費

725万円

12億9,587万円

●市税収入および負担状況

2015.12.1

市報よこて

●財政課長がお答えします。
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将来のための財政運営へ

05

Ｑ

これからの横手市の

毎年6月と12月に「財政報告書」を公表しています。

横手市『財政報告書』の作成および公表に関する条例の規定により、毎年6月と12月に
『財政報告書』を公表しています。内容は、市のホームページ（HP番号000007719、
000007720）にも掲載しています。

になったニャ～
勉強

「市建設計画」に基づく一定の

計

32

年度で合併特例債は活用で

合

税も年々減少していきますので、

※９財産区の合計

今までの予算に対する考えから脱

財産区特別会計

却していかなければなりません。

◎企業会計とは…
市などが行う水道・病院・ガス・電気など地方公営企業法の
適用を受ける公営企業のうち、横手市では病院事業（横手病院
と大森病院）、水道事業、下水道事業の３事業を公営企業会計と
しています｡

介護サービス事業特別会計

Ｑ

具体的にはどのような考え方に

5億1,120万円 40.9％ 8億8,530万円 50.0％

なりますか？

資本的

来年度から新総合計画がスター

収益的 13億1,273万円 73.5％ 7億7,124万円 43.5％

後期高齢者医療特別会計

トします。また、この計画の施策ご

8,000万円 11.8％ 8億5,556万円 58.0％

とに予算を組み立てる予算編成手

資本的

法によって、計画と成果を重視し

収益的 10億5,524万円 51.5％ 10億4,216万円 47.1％

市営温泉施設特別会計

た予算のあり方にあらためます。

1億5,000万円 40.7％ 4億4,834万円 49.5％

これ以外にも将来に責任ある自立

資本的

横手市総合政策部財政課
課 長 佐 藤
勉

横手市の予算は、主に何に使用

収益的 37億3,190万円 46.6％ 36億8,640万円 45.2％

特別養護老人ホーム
特別会計

Ｑ

予算は大丈夫でしょうか？

執行率

されていますか？

支出執行額

した財政運営ができるように最大

下水道事業

収入率

限の工夫と努力をしていきます。

水道事業

収入執行額

歳出の割合で大きいのは、道路

病院事業

名

事業に要する経費または一定の基

計

や学校などの社会資本を整備する

会

金の積み立てに要する経費につい

浄化槽市町村整備推進事業
特別会計

●企業会計

建設事業費等や、職員などの人件

集落排水事業特別会計

て、合併特例債という地方債を財

指定通所介護事業特別会計

費、児童・高齢者・障がい者・生

!

じいぃっ!

源にしていましたが、国の制度上、

41億6,895万円

計

26

活困窮者などへの支援に要する扶

合

介護老人保健施設特別会計

平成

2万円

助費、市の借金返済などの公債費

その他

介護保険特別会計

※平成27年9月30日
住民基本台帳人口 94,796人

きなくなります。また、特例期間の

3,438万円

年度末の普通会計の合計

入湯税

4万3,978円

Ｑ

で、あわせると全体の約６割をし

2億4,319万円

国民健康保険特別会計

平成28年度から
普通交付税が毎年
減っていくんだ。
大変だニャ～

予
済
済

終了や人口減少により、普通交付

軽自動車税

市民一人あたり

入
出

めます。

3億4,400万円

算 額
額
収入率
額
執行率
136億8,430万円
54億5,224万円
39.8％
56億4,385万円
41.2％
115億
14万円
47億3,851万円
41.2％
47億1,238万円
41.0％
5億3,139万円
1億6,278万円
30.6％
2億3,512万円
44.2％
8,871万円
3,828万円
43.2％
3,864万円
43.6％
4億2,790万円
7,867万円
18.4％
1億8,194万円
42.5％
5,430万円
5,152万円
94.9％
1,089万円
20.0％
7億5,012万円
1億8,765万円
25.0％
3億3,888万円
45.2％
7億6,639万円
2億7,978万円
36.5％
3億 806万円
40.2％
9億1,720万円
2億6,906万円
29.3％
2億5,848万円
28.2％
2,380万円
4,378万円
183.9％
1,217万円
51.1％
2,216万円
914万円
41.3％
260万円
11.7％
287億6,641万円
113億1,141万円
39.3％
117億4,301万円
40.8％
収
支

借金は、どのくらいあるの

市たばこ税

名

ですか？

20億9,372万円

計

平成

固定資産税

会

平成26年度の普通交付税の交付額は、20,285,342千円となっていて、普通会計の歳
入に占める割合は、35.3％になっています。市町村合併が行われた場合、さまざまな
経費の節約が可能になるので、一般的には、交付税額も減少すると考えられます。し
かし、合併による経費の節減は直ちにできるものばかりではないので、合併後５カ年
度間は別々の市町村が存在するものとみなして、合併により交付税上不利益を被るこ
とのないようにされています。これを「合併算定替特例」と呼んでいます。最初の10
カ年度は合併関係市町村がなお存続するものとして計算し、合算した額を下回らない
額を保障し、11年度目以降はその額を縮減させていくことにされています。

で約６５６億２千万円になります。

14億5,364万円

労働費 19億9,995万円
1億2,536万円

●特別会計

収入済額
市民税

衛生費

11億4,384万円

地方交付税

152億

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

執行率 32.9％

土木費

2億4,915万円

1本(通常)算定による普通交付税額
平成33年度から1本算定となる

民生費

244万円

201億4,211万円

収入率 43.8％

分担金･負担金

52億

支出済額

収入済額

268億1,694万円

19億9,388万円

激変緩和措置期間
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1

合併算定替特例による増加額
（臨時財政対策債振替前 約36億円）

約２０４億円

その他

20億9,705万円

5,950万円

繰越金

※平成27年度普通交付税額をベースとした試算

※前年度からの繰越を含む

その他

市債

平成27年9月30日現在

●横手市の普通交付税合併算定替特例と今後の推移

2015.12.1
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消防本部警防課

子育て支援課

新たに高規格救急自動車と消防ポンプ自動車が配備されました
【高規格救急自動車配備(大森)】
市では、大森大雄分署の高規格救急自動車を更
新配備しました。新型救急自動車は最新の救命処
置資機材を搭載し、患者室も広くなりました。
複雑多様化する
救急現場に､ 迅速、
確実に対応し、市
民が安心して暮ら
すことができるよ
う、救急をはじめ
各種災害に備えて
いきます。

◆問合せ

【救助資機材搭載型消防ポンプ自動車配備(大森)】
市では、総務省消防庁からの無償貸付により、
救助資機材搭載型消防ポンプ自動車を大森消防団
第１分団に配備しました。この車両は消火資機材
のほか、エンジン
カッター、チェーン
ソー等の救助資機
材を搭載しており､
地域防災力の中核
を担う消防団の災
害対応力の向上が
期待されます｡

市消防本部警防課（条里北庁舎内）☎32-1246

●職種・採用予定人数／
◎医療情報技師１名程度 ◎臨床検査技師１名程度
◎作業療法士１名程度
●応募要件／
【共通事項】◎通勤に支障のない範囲に居住できる方
◎それぞれの職種に必要な免許を有する方または、
平成28年３月までに実施される同国家試験等により
免許取得見込の方
【医療情報技師・作業療法士】
◎昭和60年４月２日以降に生まれた方

HPページ番号000019253

【臨床検査技師】
◎昭和55年４月２日以降に生まれた方
●受付期間／12月２日(水)～25日(金)
●試験日／平成28年１月上旬
●試験場所／大森病院(健診センター２階)
※詳細は大森病院ホームページでご確認ください。
（http://www.oomorihp.jp）
●申込み・問合せ／〒013-0525
横手市大森町字菅生田245-205
市立大森病院総務課☎26- 2141

税金の滞納には厳しく対処します！

滞納が発生すると、納期限内に納付されている方
との公平性が保てないだけでなく、滞納処分のため
に貴重な税金から本来必要のない経費を支出しなけ
ればなりません。市では、滞納への取り組みを強化
し、早期の滞納解消と収納率向上に努めています。
◆市が行っている滞納解消への取り組み
①口座振替の推進
税金等の納付が普通徴収(納付書により納付)の方
には、口座振替依頼書を同封しております。納め
忘れがない口座振替をぜひご利用ください。
②督促状の送付
納期限が過ぎても納付が確認できない場合は、督
促状を送付します。この場合、本税以外に督促手
数料が加算されます。
③催告状の送付
未納の税金等がある場合、その一覧を記載した催
告状を送付します。未納の税金等には延滞金が加
算されますので、大至急納付してください。
④差押え
法律上、督促状を送付した日から10日を過ぎても
納付が確認できない場合は、『財産を差押えなけ
ればならない』と規定されております。この場合､

2015.12.1

◆対

象

◆受付期間

保護者が仕事や病気などで、日常児童
を保育できない家庭の、小学校入学前
の乳幼児

滞納者の同意を得ることなく勤務先、取引先、自動
車、不動産などの財産を調査し、把握した財産を差
押え、取立て・換価します。場合によっては、居宅
等を捜索する場合もあります。（鍵開け費用や自動
車をけん引し、保管する費用などの実費については､
滞納者の負担となります）
⑤秋田県地方税滞納整理機構
税金等の滞納処分を専門に行うため秋田県および県
内市町村で設立した組織です。悪質な滞納者につい
ては、機構への引継ぎを行い、滞納処分（差押え等）
を実施します。
◆平成26年差押えの実施状況／891件・72,693,141円
※今後も引き続き、滞納処分を実施し、納税の公平
性の確保に努めていきます。
※納期限までに納めることがで
きない特別な事情がある場合
はご相談ください。
◆問合せ
市市民生活部収納課(本庁舎内)
☎32-2518
各地域局市民サービス課

〝納税相談は滞納解消への第一歩〟

◆申 込 み

12月１日(火)～12月18日(金)

◆申込受付開始施設一覧

横 手

利用の申込み窓口は、原則として下記
のとおりです。指定の申込み先に提出
できない場合は、他の地域局に提出で
きます。また、申込書類は、市のホー
ムページからもダウンロードできます｡

横 手 幼 児 園
横手マリア園
増 田

ますだ保育園

平 鹿

浅舞感恩講保育園

白 梅 保 育 園
相 愛 保 育 園
和 光 保 育 園
常 盤 保 育 園
ときわベビーハウス

（２歳児まで）

むつみ保育園

（２歳児から）

むつみ乳児保育園

（１歳児まで）

旭

保

育

下鍋倉保育所

みいりの保育園
上宮第一幼稚園
☆（保育認定部分・２歳児

樽見内保育園

申込み

子育て支援課、各施
設、横手保健センタ
ー、横手市児童セン
ターに備え付けの申
込書類に記入し、第
一希望施設へお申し
込みください。

園

金 沢 保 育 園

収 納 課

市報よこて

～利用予定の方は忘れずにお申し込みください～ ＨＰページ番号／000011504

明 照 保 育 園

市立大森病院の職員を募集します（平成28年４月1日採用予定）

＜納税は国民の義務です＞

平成28年度 保育所等の新規利用受付を12月から開始します

アソカ保育園

大森病院
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※市ホームページ(http://www.city.yokote.lg.jp)の検索欄に９桁のページ番号を入力すると関連情報がご覧いただけます

吉 田 保 育 所
醍 醐 保 育 園
雄物川

大 森

十文字

子育て支援課（本庁
舎４階）☎35-2133

睦 合 保 育 所
認定こども園
こ ひ つ じ

から）

土 屋 幼 稚 園
☆（保育認定部分・２歳児
から）

あたごキッズ

（満３歳まで）

十文字保育所

植 田 保 育 所

上宮第二幼稚園
☆（保育認定部分・２歳児

増田地域局
増田市民サービス課
☎45-5514

平鹿地域局
平鹿市民サービス課
☎24-1114
(仮)雄物川保育園☆
雄物川地域局
大 森 保 育 園 雄物川市民サービス課
☎22-2156

三 重 保 育 所

から）

各地域局備え付けの申
込書類に記入し、各地
域市民サービス課へお
申し込みください。

沼 館 保 育 園

川 西 保 育 所

問合せ

申込み・問合せ

（保育認定部分・8か月から）

山 内

さんない保育園

大 雄

たいゆう保育園

大森地域局
大森市民サービス課
☎26-2115
十文字地域局
十文字市民サービス課
☎42-5114
山内地域局
山内市民サービス課
☎53-2933
大雄地域局
大雄市民サービス課
☎52-3905

※12月31日現在、上記施設を利用していて、来年４
月以降も引き続き同じ施設の利用を希望する方に
ついては、後日、現在利用している施設を通じて
申込書類を配布します。
(☆印の施設は除く※新規利用申込みが必要です)

月からの利用を希望する場合は、事務が集中し、
審査等に日数を要するため、支給認定証の交付は
来年２月中になります。また、交付された支給認
定証は、利用する施設から提示を求められる場合
がありますので、大切に保管してください。

※施設の利用を希望する場合は、支給認定を受けて
いただく必要があります。認定を受けた方には、
市から『支給認定証』が交付されますが、来年４

※いずれの施設も､ 市で行う面接を経て入所決定 (ま
たは内定）となります。詳細については対象者へ
お知らせします。

◆子ども・子育て支援新制度、幼稚園、保育所等に関する問い合わせ
市健康福祉部子育て支援課（本庁舎内）☎35-2133

市報よこて
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不要になったスキー用品、スキーウェア等がありまし
たら、有効活用のためにもご協力をお願いします。
【不要リサイクル品受付】
●日時／12月12日(土)午前10時～午後２時、13日(日)午
前10時～正午 ●対象品／スキー用品全般※スキー板は
160㌢以下のものをお願いします
【リサイクル品譲渡】
●日時／12月13日(日)午後１時～２時30分※譲渡の際に
は、１点につき数百円の経費をいただきます。また、当
日午前10時から午後０時30分までに来場した方には整理
券を配布します
≪共通事項≫●場所／横手武道館※消防署(条里北庁舎)隣
【問合せ】ＮＰＯ法人ゆめ希望（加藤）☎090-2974-8537
お知
らせ

横手市プレミアム付き商品券の有効
期限迫る！12月31日（木）まで

有効期限の過ぎた商品券
は使用できませんのでご注
意ください。また、アンケ
ート調査を実施中です。ア
ンケート用紙が送付されて
いる方は、できるだけお早
めに返信用封筒に入れて投
函してください。
【問合せ】横手市プレミアム
付き商品券実行委員会事務
局（横手商工会議所内）☎32-1170
お知
らせ

不法投棄は犯罪です！
～未然防止パトロールを行っています～

横手地域不法投棄防止対
策協議会では、不法投棄未
然防止啓発活動を行ってい
ます。住みよいきれいなま
ちづくりのためにも、不法
投棄は絶対にやめましょう｡
不法投棄を行った者は、
５年以下の懲役と1,000万円以下の罰金が併せて科せられ
ることがあります。投棄行為を見かけた、不法投棄され
た物が発見された場合は、市にご連絡をお願いします｡
【問合せ】市市民生活部生活環境課☎35-2184
お知
らせ

冬期の踏切事故防止のご協力と
踏切通行止めのお知らせ

冬期は雪や路面凍結により自動車のタイヤがスリップ
し、踏切上で停止または脱輪してしまうことが考えられ
ます。踏切前では一旦停止し、左右の安全を確認してか
ら横断してください。また、12月中に下記の踏切が通行
止めになりますので、ご注意ください。
●通行止め期間／平成28年３月末まで※雪解けの状況に
より解除が早まる場合があります ●場所／◎奥羽本線
(羽場踏切、第二梨の木踏切、篭田踏切、久保の目踏切)
◎北上線（第一田代踏切、第７
平和街道踏切、平石踏切、皿木
踏切、本郷踏切）
【問合せ】ＪＲ東日本秋田支社横
手保線技術センター☎32-5050
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お知
らせ

マイナちゃ
12月１日(火)は『世界エイズデー』です

世界エイズデーにあわせてエイズ検査と相談を行いま
す。事前に予約(匿名可)が必要です。
●日時／12月８日(火) ①午前10時～11時30分 ②午後１
時30分～４時 ③午後５時30分～７時 ●場所／横手保健
所 ●内容／エイズ検査・相談※無料
【問合せ】横手保健所健康・予防課☎32-4006
お知
らせ

不要となった防護柵（木柱）を無償で
提供します

横手川の防護柵の更新工事で不要となった木柵(柱)を
提供します。腐敗処理加工をしていますが、一部に腐食
劣化等がある木柵(柱)です。※まきには使用できません
●日時／12月４日(金)午前10時～正午 ●場所／横手市
二葉町河川敷(横手川右岸)※車横付け禁止 ●木柵寸法
／太さ約９～16㌢、長さ約80～170㌢※約500本
【問合せ】県平鹿地域振興局建設部工務課☎45-6161
お知
らせ

12 月 10 日（木）～ 16 日（水）は『北朝鮮
人権侵害問題啓発週間』

拉致問題をはじめとする、北朝鮮による人権侵害問題
への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされ
ています。北朝鮮による拉致容疑事案はこれまで13件19
人に上っており、拉致に関与した北朝鮮工作員など11人
について、警察では逮捕状の発付を得て国際手配を行っ
ているほか、これら以外にも拉致の可能性を排除できな
い事案があるとの認識で､徹底した捜査を進めています｡
また、拉致やその可能性が排除できない事案について
は、家族の同意を得て概要などを秋田県警察のウェブサ
イトに掲載していますので、拉致容疑事案などについて
情報をお持ちの方は、警察署までご連絡ください。
【問合せ】横手警察署☎32-2250 または、お近くの交番か
駐在所
お知
らせ

平成27年度

年末の交通安全運動

年末の交通安全運動が実施されます。交通ルールの遵
守と冬道の特性に応じた運転を心がけ、子供と高齢者を
交通事故から守りましょう。
●期間／12月11日(金)から20日(日)までの10日間 ●運
動の重点／①冬道の安全運転の励行 ②飲酒運転の根絶
③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底 【問合せ】横手警察署☎32-2250
お知
らせ

政治家の寄附禁止のルールを守ろう

年末年始は何かと贈り物の多
いシーズンですが、政治家が選
挙区内の人にお金や物を贈るこ
とは公職選挙法で禁止されてい
ます。また、有権者が政治家に
寄附を求めることも禁止されて
います｡
【問合せ】市選挙管理委員会事務局☎35-2161
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No.

◎事業者のみなさまへ
マイナンバー制度について、マイナちゃんが質問にお答えします！
Ｑ 法人番号って何？どうやって知るの？
Ａ 法人番号は、株式会社などの法人等に指定される
13桁の番号で、個人番号（マイナンバー）と異な
り、原則として公表され、どなたでも自由に利用
できます。
● 法人番号の対象／株式会社などの設立登記法人の
ほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や
団体に対して、国税庁長官が１法人１つの法人番
号を指定します。※法人の支店・事業所等や個人
事業者の方には指定されません。
● 法人番号の通知／10月下旬から11月下旬にかけて
法人の皆さまに、法人番号などを記載した通知書
が、登記上の所在地へ送付されています。
● 法人番号の公表／法人番号は、名称・所在地と共
にインターネット上の「国税庁法人番号公表サイ
ト」で公表され、データダウンロードも可能です｡

〉

Ｑ 法人番号は何のために導入されるの？
Ａ 導入のメリットとして、以下のように、行政の効
率化、公平性・公正性の向上、企業等の事務負担
軽減、新たな価値の創出が期待されます。
● 法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる／
法人番号をキーに法人の名称・所在地情報が容易
に確認可能となり、企業等が保有する取引先情報
の登録・更新業務が効率化します。
● 法人番号を軸に企業等法人がつながる／複数部署
またはグループ各社において、異なるコードで管
理している取引先情報に法人番号を追加すること
で、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化します｡
● 法人番号を活用した新たなサービスがひろがる／
行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図
られ、届出・申請等手続のワンストップ化が実現
すれば、企業等の負担が軽減されます。

社会保障・税番号制度

国税庁

法人番号公表サイト

検索方法について調べたい場合は、次の『ご利用
方法について』をタップしてください。
●
^ ご利用方法について

法人番号で

法人の商号及び所在地などを調べる

法人番号

13桁

半角数字

1234567890123

法人番号について詳しくは

⬇

国税庁ホームページの

検索

０桁
複数の法人番号をまとめて検索したい場合
は、次の『法人番号をまとめて検索する』
をタップしてください。

●
^ 法人番号をまとめて検索する

【法人番号公表サイトのイメージ】国税庁ＨＰより

をご覧ください。

Ｑ マイナンバーの導入準備がまだこれからで…、どう進めたらいい？
Ａ 従業員数の少ない事業者では、以下の導入の流れに沿って準備を進めてください。
《６つの導入チェックリスト》✓
□
□１ マイナンバーを扱う担当者を決めましょう（給料や社会保険料を扱っている担当者など)。
□２ マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的（源泉徴収票作成､雇用保険届出など）を伝え、
本人確認（番号が間違っていないかの確認と身元の確認）をしましょう。
□３ マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管しましょう。
□４ パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなど
セキュリティ対策を行いましょう。
□５ 従業員の退職などでマイナンバーが不要になったら、マイナンバーの書いてある書類を細かく裁断
するなどして廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
□６ 従業員にマイナンバーの通知や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
➡準備についての解説動画や事業者向けパンフレットはこちら 政府広報オンライン マイナンバー

【マイナンバー制度に関する問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎ 0120 - 95 - 0178（無料）
平日9：30～22：00 土日祝日9：30～17：30
(年末年始を除く)

検索

【横手市の問合せ先】
横手市マイナンバーコールセンター☎32 - 9936
(平日8：30～17：15)
または、市総合政策部情報政策課(条里北庁舎
内)☎35 - 2166
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●日時／①12月14日(月) ②平成28年１月26日(火) ③２
月22日(月) ④３月８日(火)･９日(水) ⑤３月15日(火)
午後６時～７時30分 ●場所／横手就業改善センター※
参加無料 ●対象者／市内の農家で販路拡大をはかりた
い方 ●定員／各先着15人 ●内容／①販路拡大に必要
なこと(基礎編) ②売れる商品のつくり方 ③新しいネッ
トワークが新たなマーケットを生む ④視察研修※一部
費用負担あり ⑤販路拡大に必要なこと(実践編）
【問合せ】市商工観光部横手の魅力営業課☎32-2117

女性センター主催『フラワーアレンジ
スクール～お正月アレンジ～』

講座

●日時／12月25日(金)午後６時30分～８時30分 ●参加
費／3,000円(材料代) ●定員／16人※多数の場合抽選
●託児／あり※要申込み ●申込期限／12月10日(木）
【場所・申込み・問合せ】市女性センター☎33-3995

心温まる絵手紙の世界に触れませんか？
朝倉公民館主催『絵手紙教室』(全２回）

講座

●日時／①平成28年１月７日(木)午前９時30分～正午
②２月４日(木)午前10時～正午 ●場所／あさくら館
●内容／①はんこ作り体験 ②絵手紙体験 ●参加費／
1,000円 ●定員／先着10人 ●申込期間／12月２日(水)
～16日(水）【申込み】朝倉公民館☎35-2138

『スキー教室』＆『ジュニアスキー教室』
参加者募集！

講座

◎スキー教室（全７回）
●日時／平成28年１月７日(木)～２月25日(木)※毎週木
曜日の午前10時～正午 ●対象／一般男女※初心者除く
●参加費／1,500円(スポーツクラブ入会金)、300円（教
室１回につき） ●申込期限／１月５日(火）
◎ジュニアスキー教室
●日時／平成28年１月９日(土)、10日(日)午前９時30分
～正午 ●対象／小学生※定員40人 ●参加費／１日500円
※保険料含む ●申込期限／１月６日(水）
《共通事項》
●場所／横手公園スキー場
【申込み】ＮＰＯ法人よこてスポーツクラブ☎33-2102

『放送大学』平成28年度第1学期
(4月入学）の学生募集

募集

放送大学はテレビ等の放送やインターネットを利用し
て授業を行う通信制の大学です。働きながら学びたい、
大学を卒業したいなど､さまざまな目的であらゆる世代､
職業の方が学んでいます。
●出願期間／平成28年３月20日(日)まで
【問合せ】放送大学秋田学習センター☎018-831-1997
相談

秋田県司法書士会主催
『司法書士無料相談会』

登記や多重債務、成年後見などの相談に応じます。
●日時／12月９日(水)午後１時30分～３時30分 ●場所
／横手商工会館 ●定員／先着４人※要予約
【申込み】秋田県司法書士会☎018-824-0055
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催し

第５回増田山岳会写真展
『山に魅せられて』

●日時／12月15日(火)～20日(日)午前９時～午後５時
※20日(日)のみ４時まで ●場所／増田ふれあいプラザ
２階中研修室※入場無料
【問合せ】増田ふれあいプラザ☎45-5556、または増田地
域課☎45-5510
催し

横手市スポーツ交流大会
『スマイルボウリング』

●日時／12月19日(土)午後２時～５時 ●場所／大森体
育館 ●申込期限／12月11日(金)
【問合せ】市まちづくり推進部スポーツ振興課☎35-2173
催し

ビンゴゲームなどイベント盛りだくさん！
『国際交流クリスマスパーティー』

世界のクリスマス伝統菓子を味わいながら、いろいろ
な国の友達を作ってみませんか？子どもから大人まで、
どなたでもご参加いただけます。
●日時／12月19日(土)午後２時～４時 ●場所／アキタ
スクエア(秋田市) ●参加料／500円 ●定員／先着50人
【問合せ】(公財) 秋田県国際交流協会☎018-893-5499
催し

平成 27 年度後三年合戦シンポジウム

●日時／12月19日(土)午後１時50分～４時30分､20日(日)
午前９時20分～午後０時40分 ●場所／条里南庁舎※入
場無料 ●内容／（19日)発掘担当者の報告と､弘前城跡､
小田原城跡の担当者の講演 （20日)中央大学文学部白根
教授の特別講演。白根教授と、国際教養大学根岸助教、
平泉町八重樫氏でシンポジウムを行います
【問合せ】市教育総務部文化財保護課☎32-2403

講座

はじめの一歩セミナー（NPO向け会計
およびマイナンバー管理ソフト）

ＮＰＯ会計とマイナンバー管理ができるパソコンソフ
トの導入について学びます。導入方法を知って、実際の
ソフトを体験してみませんか。
●日時／12月４日(金)午前10時～正午 ●場所／秋田県
南部男女共同参画センター※参加無料 ●定員／15人
【申込み】南部市民活動サポートセンター☎33-7002
講座

自殺予防公開講座のお知らせ

●日時／12月11日(金)午後１時30分～３時 ●場所／増
田ふれあいプラザ※参加無料 ●内容／講演『大切な人
を自死で喪うということ』(講師：涌井真弓氏）
【申込み】横手保健所健康・予防課☎32-4005
講座

初心者の方大歓迎
『第２回地域インターネット体験研修会』

●日時／12月12日(土)午前９時30分～11時30分 ●場所
／県立横手養護学校※参加無料 ●定員／20人程度 ●
内容／インターネット検索の方法や年賀状づくりなど
※ＵＳＢメモリを持参してください
【場所・問合せ】県立横手養護学校（大川）☎33-4166

お知
らせ

教育委員会短信（11月）

■11月定例教育委員会の審議内容（11月16日）
①横手市立小中学校管理規則の一部を改正する規則につ
いて ⇒議決
②横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正する訓令に
ついて ⇒議決
③平成27年度横手市一般会計補正予算(第７号)に関する
意見の申出 ⇒内容決定
④横手市教育委員会委員長職務代理者の指定について
⇒議決
【問合せ】市教育総務部教育総務課☎32-2402
催し

県内初！
イングレス

FS(ファーストサタデー）

『イングレス』とは、スマートフォンの位置情報を利用
して実際に街を歩きながら行う全世界的な陣取りゲーム
で、幅広い年代に楽しまれています。
ＦＳは、初心者講習とレベルアップを目的に行われる
イングレス公式イベントです。アプリのインストールか
らゲームの始め方を解説しますので、これを機にイング
レスの世界に飛び込んでみませんか。詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。(市ＨＰページ番号000020621)
●日時／12月５日(土）午前10時～午後４時15分(予定）
●場所／秋田ふるさと村 ●参加費／500円
●申込方法／右のＱＲコードを読み取り、
参加フォームからお申し込みください
【問合せ】市商工観光部観光おもてなし課
☎32-2118
催し

大森太鼓定期演奏会

１年間の集大成を発表する場として、皆さんに感謝の
気持ちを込めて演奏します。ぜひ会場で、力強いパフォ
ーマンスをお楽しみください。
●日時／12月13日(日)午後１時30分～※開場１時 ●場
所／大森コミュニティセンター ●入場料／無料
【問合せ】大森太鼓愛好会☎26-3922
催し

踊りの輪が紡ぐ10周年 更なる伝承へ
『第10回秋田盆おどりサミットｉｎ増田』

西馬音内盆踊りなど、県内の盆踊
りが披露されるほか、福島県相馬市
の『相馬盆踊り』がゲスト出演します｡
また、相馬民謡同好会が震災から
の復興について講演を行います。
●日時／12月13日(日)午後１時～
●場所／増田ふれあいプラザ
●入場料／500円（入場チケットは、
蔵の駅で販売しています）
【問合せ】増田盆踊り保存会(魚谷)☎090-5352-1244
催し

インフォメーション

インフォメーション

よこて『もうかる農業』実現ゼミ開催

講座

りんごの香りに包まれて、心も体も
リフレッシュ！ゆっぷる『りんご風呂』

毎年好評です。ご家族おそろいでお越しください。
●期間／12月から１月までの日曜､祝日および正月三が日
●入浴料／大人400円、子ども200円(３時間未満利用時)
【問合せ】ゆっぷる☎25-3801

お知
らせ

後三年合戦ＤＶＤ発売開始！

後三年合戦の全容を絵巻と
映像を使って解説したＤＶＤ
が発売されました。後三年合
戦金沢資料館で上映し､『雁行
の乱れ』などの数々のエピソー
ドも盛り込まれた、わかりや
すいと好評の解説映像です。
後三年合戦金沢資料館、か
まくら館でお求めください。
●価格／540円（税込）
【問合せ】（一社）横手市観光協会☎33-7111
お知
らせ

雪下ろし作業時等の労働災害防止に
ついて

例年、雪に関連する労働災害が多く発生しています。
高さ２㍍以上の屋根の雪下ろし作業において、墜落防
止措置等を怠り、労働者が墜落し被災する等の労働災害
が発生した場合、被災した労働者を雇用する事業主の責
任は重大です。作業開始前に以下について確認し、作業
の手順を考え、準備してから作業を行いましょう。
●確認事項／①積雪状態、屋根の形状 ②落雪防止金具
の有無、位置 ③昇降設備の場所と固定方法 ④親綱の
設置場所、使用する道具※作業時には、安全帯とヘルメ
ットの使用が原則です
【問合せ】横手労働基準監督署☎32-3111
お知
らせ

国民年金基金からダイレクトメールが
送付されます

国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金として給
付を行う公的な年金制度です。基本型は65歳受給開始で
すが、２口目以降に60歳から支給のタイプもあります。
１月上旬に加入対象者あてにダイレクトメールが送付さ
れます。この機会に詳しい資料をご覧になってみません
か。【問合せ】秋田県国民年金基金☎0120-65-4192

催し

よこてイーストイベント情報

◎灯りまつり
●点灯式・イベント日時／
12月５日(土)正午～午後５時30分
●イルミネーション点灯期間／
12月５日(土)～平成28年２月16日(火)午後４時～11時
◎もったりまげだり展
創作展示会ＹＡＭＩＮＡＢＥ ＦｅｓⅢを開催します｡
●日時／12月12日(土)午前10時～午後７時
12月13日(日)午前10時～午後５時
◎12月の『よこいち。』
フリーマーケット、音楽ライブを開催します。
●日時／12月20日(日)午前10時～午後４時
◎気まぐれ弾き語りコンサート
●日時／12月26日(土)午前10時～午後７時
《共通事項》
●場所／Ｙ2ぷらざ
【問合せ】よこてイースト管理事務所☎38-8851
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子どもの命と心を守るために

11月７日・８日、道の駅十文字で収穫祭が行われま
した。三陸と遠野の道の駅物産販売や新そば試食会な
どのほか、新米試食会では、『あきたこまち』と新品種
米『つぶぞろい』の食べ比べに行列ができるなど、子ど
もから大人まで多くの来場者でにぎわいました。
10月31日、十文字西公民館で、地域の小
学生と高齢者が班になって鍋物を調理し、
その出来栄えを競う料理の鉄人なべ対決!!
が行われました。子どもたちは慣れない手
つきで調理し、おいしく出来上がった鍋料
理をみんなで堪能しました。

伸 びやかな歌声が響き渡る
第22回横手平鹿合唱祭
11月８日、浅舞公民館を会場に
横手平鹿合唱祭が開催されました｡
横手平鹿合唱連盟に加盟する９団
体が、ピアノ伴奏に合わせて、息
の合った美しい歌声を披露。日頃
の取り組みの成果を存分に発揮し
ていました。
また、最後には全団体が参加す
る合同演奏が行われ､総勢約200人
による壮大なハーモニーが会場に
響き渡り、観客を魅了しました。

11月３日、市と国際ソロプチミスト横手､
横手城南高校の生徒たちによる、子ども虐
待防止と女性に対する暴力をなくすための
啓発活動が、市内大型店舗前で行われまし
た。この活動は、11月の児童虐待・ＤＶ防
止月間に併せ、毎年実施されています。

支えることの大切さを学ぶ

横手市議会の新体制決まる

■第26回市民と集う看護フォーラム

具体例を挙げて話し合う
パネルディスカッション

17

■山内にんじんフェアi n道の駅さんない

26

おいしいお米になったよ

■農業体験交流学習『育てたお米を食べよう！』

17

22
12
13

惠悦 氏
（十文字）

11月10日、
『釣りキチ三平の里』体験学習館で、農業
体験交流学習が行われました。
『ひと粒の種から、ごはんになるまでを』テーマに、
４月から増田小学校５年生と増田高校農業科学科の生
徒が、地元婦人会などの皆さんと米作りを通じて交流
を深めてきたこの事業。最終回となったこの日は、育
ててきたお米を増田高校生が考案した献立で味わいま
した｡交流会では､小学生のクイズや高校生の紙芝居を
楽しみながら『食』と『農』の大切さを学んでいました。

市報よこて

【副 議 長】

山内にんじんは太くて長く、パリッとした食感と強
い甘みが特徴。そのおいしさをより多くの方に知って
もらおうと、11月15日、道の駅さんないを会場にＰＲ
活動が行われました。山内にんじんを使った料理が振
る舞われると、来場者から、さまざまな料理に活用で
きるなど、好評
な意見が寄せ
られました。

【議 長】

秋田の伝統野菜を召し上がれ

菅原

2015.12.1

11月12日に開催された市議会11月臨時会本会議
で、正副議長選挙が行われました。２年交代の申
し合わせによる正副議長の辞職に伴うものです。
新しい議長、副議長をご紹介します。

忠久 氏
（大森）

南スーダン派遣施設隊へ配属になった、
陸上自衛隊の吉田聖美さん(雄物川町出身)
が､11月16日に本庁舎を訪れました。髙橋市
長は､｢体調に留意され､無事のご活躍を祈っ
ています｣と激励しました｡吉田さんは､イン
フラ整備の後方支援を担当する予定です。

■議長に佐藤氏、副議長に菅原氏を選出

佐藤

安心して暮らし続けることのできる地域
を目指し、11月15日、かまくら館で地域支
え合いネットワーク市民集会が開催されま
した。参加者は、講演などを通じて、少子
高齢化社会を元気に過ごすために、共にサ
ポートし合うことを再確認していました。

『人と人とのつながりが人を育む』をテーマに11月８
日、かまくら館で市民と集う看護フォーラムが開催さ
れました。新人看護職31人によるキャンドルセレモニ
ーや、秋田大学男鹿なまはげ分校長･茂木優氏の講演が
行われ、参加者は支えることの大切さを学びました。

昭和 年 月 日生まれ。
旧十文字町議会議員を４期。
平成 年に市議会議員に当選
し、総務常任委員会委員長な
どを歴任。

国際平和と安全のために
市報よこて

■十文字秋の収穫祭

昭和 年３月６日生まれ。
旧大森町議会議員を３期。平
成 年に市議会議員に当選し、
議会運営委員会委員長などを
歴任。

共に支え合う地域づくりを

13

ニュース＆トピックス

食欲の秋到来『なべ対決

ニュース＆トピックス

!!

おいしい秋を満喫！

2015.12.1
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氏 （
平鹿 ）

横手市選挙管理委員会委員長

大森 ）
（

横 手 市明るい選挙推進協議会委員

柴田 幹男

国民参政125周年･普通選挙90周年･
婦人参政70周年記念表彰 総務大臣感謝状

11月10日に横手セントラルホテルで、横手市技能功労者・優良技能者表彰式典が開催されました。優れ
た技能を持ち、後進の指導育成などに貢献
している方や各種大会に入賞している方な
どを毎年表彰しているものです。
今年度、受賞された方をご紹介します｡

現代の名工(卓越した技能者）
工業技術などの優れた技
能を持つ技術者として、厚
生労働省が表彰する『現代
の名工』に、木製建具製造
工の小松俊悦氏が選ばれま
した。幅広い知識と技能を
有し､伝統工芸である『組子
細工』の技術継承にも力を
注いでいます。

小松 俊悦 氏
(大雄・㈲小松木工)

第44回マーチングバンド・バトントワーリング東北大会

◆横手市技能功労者
○石田 敏彦氏（製材工・横手）
○黒沢 正治郎氏（建築大工・横手）
○伊藤 孝助氏（板金工・横手）
○髙
勝見氏（石工・横手）
○藤井 正人氏（板金工・十文字）
○太田 育雄氏（左官工・大森）
◆横手市優良技能者
○照井 秀樹氏（日本料理人・大雄）

ニュース ＆トピックス

平成27年度横手市技能功労者・優良技能者表彰式典

～各分野で活躍された皆さんをご紹介します～

今川 源一 氏

ニュース ＆トピックス

受賞をたたえて

（写真提供：アート写真館）

平成27年度中学生の『税についての作文』表彰

【バトントワーリング 小学校の部】優秀賞(全国大会へ)
十文字第一小学校バトン部
【マーチングバンド部門 中学校の部】銀賞

【マーチングバンド部門 小学生の部】
優秀賞 YSSB吉田小学校スクールバンド
平鹿中学校吹奏楽部

第34回全日本小学生バンドフェスティバル東北大会
第64回秋田県発明展

銀賞 朝倉小学校スクールバンド部

第27回ＮＨＫ杯全県選抜
小学校水泳競技大会

【児童・生徒の部】

秋田県知事賞 高橋 寿珠花さん(横手南小）
齋藤憲三･山﨑貞一奨励賞 佐々木 彩海さん(十文字第一小）

齋藤憲三・山﨑貞一賞
【小学校の部】小原

市報よこて
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広嶋 小春さん

（山内中１年）

【男子】 50㍍自由形 第１位

勝田 涼介さん(横手南小)

【男子】 50㍍背泳ぎ 第１位
100㍍背泳ぎ 第１位

小原 拓夢さん(朝倉小)

【男子】100㍍自由形 第３位

勝田 涼介さん(横手南小）

【女子】50㍍自由形 第２位・50㍍背泳ぎ 第２位

西井 彩華さん(朝倉小）

第15回東日本学校吹奏楽大会
【高等学校部門】 銀賞
雄物川高等学校吹奏楽部･平成高等学校吹奏楽部
準優勝

横手ハンドボールスポーツ少年団

全国小・中学校作文コンクールの県審査が終了し、横手
南中の阿部萌香さんが、中学校の部で最優秀賞を受賞しま
した。阿部さんの作文は、亡き祖父への感謝の思いを綴っ
たもので『祖父の分も前向きに一生懸命生きていく』と、
自分の気持ちを素直に表現して
◆最優秀賞(中学校の部)
います。県審査を経て、中学校
【題名】
部門で優れた作品として、中央
素直な気持ちを言葉に
審査に進んでいます。
ほか入賞された方をご紹介します。
◆優秀賞(小学校低学年の部)
佐藤 明紗子さん(浅舞小１年)
◆優秀賞(中学校の部)
佐藤 里名さん(横手南中１年)
大坂 知優さん(横手南中３年)
◆佳作(中学校の部)
村木 郁麗聖さん(横手南中１年)
沢辺 悠衣さん(横手南中１年)

（横手南中３年）

命の大切さ学習教室
作文コンクール
命の大切さ学習教室作文コンクールで
山内中の高橋樹矢さんが最優秀賞を受賞
しました。11月21日、秋田県庁で行われ
た犯罪被害者週間『県民のつどい』で表彰
と作文発表があり、『ありふれた日常を
大切にしたい』と述べた高橋さん。受賞
作文は、全国審査に推薦されています。

阿部 萌香さん
（横手南中３年）

◆最優秀賞（中学校の部）
【題名】
当たり前の日常

15

高橋 悠宇さん

樹矢 さん
（山内中３年）

横手市交通指導隊

第17回秋田県小学生ハンドボール大会

秋田県納税貯蓄組合
連合会会長賞
【題名】税で支えあう

高橋

秋田県優良市町村交通指導隊表彰

仙台国税局長賞
【題名】
みんなのための税金

第65回全国小・中学校
作文コンクール県審査

第50回秋田県児童･生徒理科研究発表大会
拓夢さん(朝倉小） 佐藤 渓さん(増田小）
【中学校の部】横手南中学校 科学部
横手明峰中学校 科学部
十文字中学校 科学部

国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が、中学生を
対象に、税についての作文コンクールを行いまし
た。横手税務署管内では、８校､494作品の応募が
あり、11月12日に表彰式が行われ、12人が表彰さ
れました。表彰後、仙台国税局長賞を受賞した高
橋さんと県納税貯蓄組合連合会会長賞を受賞した
広嶋さんが受賞作文を発表しました。
高橋さんの作文は『みんなのための税金』と題
し、自分が今、元気に生活できているのは税金の
おかげであることを知り、『納税は自分の幸せの
ためでもあるし、みんなの幸せのためでもある。
とても大事なしくみだと思う』と、税金の必要性
について述べました。税について理解を深めた二
人の発表に出席者から拍手が送られました。

ほか入賞された方をご紹介します。
◆優秀賞(中学校の部)
©アート写真館
佐藤 明日香さん(横手南中２年)
市報よこて
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こひつ

じ幼稚

）年長児

横手
むつみ保育園（

害にあいました。特にりんごは傷ついたり落ちたり

た い き ょく か ん

食と農からのまちづくり

して、りんご農家にとってかなりの痛手となりまし
た。市としても農家の負担を軽くするよう、11月の

第３回

横手市長◆髙橋

大

ずいぶん寒くなってまいりました。これからイン

11月１日に横手公園に模擬天守の展望台が開館し
て50年を迎えました。明治元年(1868年)８月11日に

わずかとなりました。体調には十分に気を付けて師

現在の横手公園にあった横手城で起きた横手城籠城

走をお過ごしください。

戦 ※ で、庄内藩を中心とした旧幕府軍に最後まで籠
城により抵抗しましたが、横手城は落城しました。

組

ねぎ
横手市産のねぎは、寒暖の差が大きいため、太くて
甘みが強く、外はシャキシャキ、中はトロッとした食
感が特徴です。ねぎは、食欲を増進し身体を温め、発
汗を促す健康野菜。鍋料理はもちろん、ねぎしゃぶな
どもおすすめです。横手のねぎをぜひご賞味ください｡

さん（部会長）

・奥山和栄
）

昭男さん（役員

（左から）木村

9月13日に十文字地域で行われた避難訓練--

字）ゆり

【今月の紹介者】 ＪＡ秋田ふるさとねぎ部会
部会長・奥山 和栄さん（大雄）

臨時議会で緊急対策を講じたところです。
フルエンザも流行する時期になります。今年もあと

園（十文

歴史の波にもまれながら、多くの市民の協力によっ
てつくられた展望台には、これからも横手市のシン

ねぎたっぷり豚しゃぶ

ボルとして見守っていただきたいと思っています。
また、10月上旬の暴風雨により横手市も多くの被
※横手城籠城戦

食事バランスガイド

50周年を祝うのぼり旗と横手公園展望台

主食

王政復古の大号令によって成立した新政権（西郷隆盛、大久保利通など）が、旧徳川幕府勢力や諸藩軍を平定した戊
辰戦争の時に起きた戦いです。若干19歳の戸村大学(義得)は、横手城代として最終的に新政府軍につき、約280人で籠
城戦を決行。3000人を超える旧幕府軍に責められ、最後まで抵抗しましたが、家臣らに説得され城から落ち延び、横手
城は落城しました。後に戸村大学は、平鹿郡長や横手町長となり、横手の発展に尽くしました。

副菜

防災ラジオ試験放送日

毎月第２水曜日11：45～正午
の間に、緊急放送の試験放送
を実施しています。
【次回の放送は12月９日(水)です】
組

手）かなりや
白梅保育園（横

市報よこて
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1 21 2

果物

【１人分の栄養量】
○エネルギー 226kcal
○たんぱく質 16.4g
○脂質 11.0g
○食塩相当量 1.5g

市から市民生活に密着した行政情報やイベント情報などを『よこてタウンメッセージ』の
コーナーでお知らせしています。市防災ラジオもぜひご利用ください。

17

12345

牛乳・乳製品

～日々の新しい情報は『横手かまくらエフエム』から～

よこてタウンメッセージ放送時間

1 2 3 4 5 6

主菜

横手かまくらＦＭでは、一日３回、行政情報を放送しています！

【月曜～金曜】①８：00～８：15の間 ②12：30～
12：45の間 ③17：45～18：00の間
【土曜・日曜】①９：15～９：30の間 ②11：05～
11：20の間 ③12：45～13：00の間

1 2 3 4 5 6 7

栄養士さんからひとこと

ねぎ特有の刺激臭は、
『硫化アリル』という成
分です。消化吸収を助け
血行を良くし、
殺菌作用もあり
ます。

▼材料（４人分）

○長ねぎ…１本 ○豚肉(しゃぶしゃぶ用)…240g
○にんじん…80g ○水菜…300g ○生姜(薄切り)
…１かけ ○酒…大さじ２ ○ごま油…大さじ２
【たれ】○にんにく(みじん切り)…２かけ ○細ね
ぎ(みじん切り)…大さじ２と１/２ ○生姜(みじ
ん切り)…大さじ１ ○七味唐辛子…小さじ１/２
○砂糖…大さじ１と１/２ ○しょうゆ…大さじ２
○白ごま…大さじ１/２ ○黒ごま…大さじ１/２

▼作り方

【レシピ紹介者】
佐藤幸子さん（雄物川)

横手市食生活改善推進協議会
（雄物川支部）

熱したごま油の香ばしさ
で食欲が増し、豚肉をさっ
ぱりと食べることができま
す。白髪ねぎのシャキッと
した食感も楽しめますよ！

①ねぎの白い部分で白髪ねぎをつくる。に
んじんは皮むき器で薄切りにし、水菜は
４～５㎝の長さに切る。
②鍋に水、生姜、ねぎの青い部分、酒を入
れて沸騰させ、豚肉を１枚ずつ入れて火
を通し、ざるに上げて水気をきる。にん
じん・水菜も同様に火を通す。
③器に肉とにんじんを盛り、白髪ねぎの半
分量を周りに盛り付ける。耐熱ボウルに
残りの白髪ねぎを入れ、熱したごま油を
かけ、肉にのせる。最後に混ぜ合わせた
【たれ】少々を全体に回しかけて完成。

むつみ

保育園（

横手）年

市報よこて
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Q.10月１日号をご覧いただ
いてのご感想は？

ては、「良かった｣とのご意

Q.市報タイトルの変更に
ついては？

悪かった １％

した方がよい
14％

普通

また、市報タイトルにつ
いては、思いのこもった案
がたくさん寄せられました

大変良かった
43％

48％

どちらでも
よい 13％
しない方がよい
73％

更を「しない方がよい」と
のご意見でした。この結果
を踏まえ協議した結果、現
在の名称を継続することに
しました。

・表紙の写真がすごく良くなった。
・イベントカレンダーは壁に貼って利用している。
・おくやみ欄がなくて残念。
・グルメスポットや子供の遊べる場所を紹介してほしい。
・少し文字が小さいと思うので大きくしてほしい。
・市報発行は月1回でよい。
・絵はがきの折り込みはとても感激した。
・スポーツ立市よこて宣言の割にはスポーツ欄が少ない。
・写真が多くなって読むのが楽しかった。
・若い人が読みたいと思う記事をもっと掲載してほしい。
・乳幼児向けの情報コーナーを充実してほしい。

広告
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■所在地
■創 業
■社 長
■従業員
■電話番号

㈱宮腰デジタル
システムズ

横手市大雄字高津野111
昭和48年
宮腰 巖
約210人(平成27年11月現在)
0182-52-3854

工場長

雇用は100％地元採用です。
都会で働くのもいいですが、

職場の様子

我々とここで一緒に、世界に
挑戦してみませんか！

地元出身で、小さい頃から
この会社に魅力を感じていま
した。現在、設計を担当して
いて、自分の考えた物が製品
になる喜びを実感中｡!(^^)!
若い方たちへ➡自分が何をや
りたいのかを一番に考えて、
道を切り開いていきましょう｡
佐々木 智崇 さん 地元もいいですよ｡(^_-)!
（平成25年入社）

取締役工場長兼
ミヤコシグループ生産本部長

宇野 建彦 さん

12

今回は、上記の㈱宮腰デジタルシス
テムズの生産管理課にお勤めの俊夫さ
んにインタビューしました。

全国的におくやみ掲載によるト
ラブルや、個人情報を利用した事
件などが発生し、掲載を取りやめ
る自治体が増えています。個人情
報の取扱いの観点から、市報よこ
て９月15日号を最後におくやみ掲
載を終了しました。ご理解の程よ
ろしくお願いいたします。

主なご意見（抜粋）

10

㈱宮腰デジタルシステムズは、個別対応が必要な
印刷物に適した、デジタルオンデマンド印刷機を主
に製造しています。「ユーザーのニーズにあったも
のを積極的に取り入れ、水と空気以外の全てのもの
に印刷できる技術をもっています」と自信をもって
話す宇野工場長。製品の印刷速度は世界最速で、７
割以上が海外に輸出されています。また、開発スピ
ードも速く、常に新規開発に取り組んでいます。
優れた技術を武器に、世界を相手に
開発を続ける一方、市の消防団協力
事業所などにも認定され、地元
に根付いている企業です。

岩手県沿岸部の最北端に位置す
る洋野町出身の俊夫さんは、大学
進学を契機に秋田県に移り住み、
卒業後の平成 年から㈱宮腰デジ
タルシステムズに勤めています。
入社してからの７年間は、県の
強化指定チームである同社の軟式
野球部に所属し、全国大会でベス
ト４まで登りつめました。部を引
退した今でも地元の草野球チーム
に所属しており、日々のトレーニ
ングを欠かしません。
「仕事も野球も体が資本です。ラ
ンニングなどを通して抵抗力を高
め、健康的に過ごしています」と
スポーツマンらしいさわやかな笑
顔で話してくれました。
◆中・高校生へのメッセージ
人生は『急がば回れ』。たくさん
の失敗が未来の糧になります。失
敗を恐れずに、何事にもチャレン
ジしてみましょう。

市民の皆さまへ

市報よこて 月１日号で実施した『市報よこてへ
のアンケート』に、たくさんのご協力をいただきまし
てありがとうございました。貴重なご意見を今後の
市報づくりに役立てていきたいと思います。

が、７割の方がタイトル変

8％

良かった

見を多くいただきました｡

若者情報部

アンケート結果

市報リニューアルについ

たくさんのご意見
ありがとうございました

アンケートに答えていただいた方の
中から抽選で８名の方に賞品が当選
しました。当選者は賞品の発送をも
って発表にかえさせていただきます｡

月１日号 市報よこてへのアンケート

10

あんどう

と し お

安藤 俊夫さん
（38歳･横手）

広告
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最寄りの図書館で全ての館の
蔵書を借りることができます。
◆問合せ／お近くの図書館または図書館課へ ☎22 -2300

読者同士の交流や情報交換に、
いろいろな声をお寄せください。
。城南書道部
華やかですね
、
部
道
書
の
覚えてま
今どき
だったように
活
部
な
味
地
ＯＢですが、
フォーマンス
てました。パ
い
書
、
ら
す
事です。
す。ひた
さがあり、見
細
繊
に
中
の
の作品、迫力
たいです。
紙に書いてみ
ん・横手）
あんな大きな
（ネコママさ

先日、真人公園でりんご祭りが行われました
。しかし、毎年行こうと思っているのですが、
農繁期で忘れて何十年も行っていません。日程
をもっと余裕のある時期に設定してもらえない
でしょうか。
（アップルババアさん・十文字）

●元気なまち、にぎわうまち、全国すべてが同じよう
なまちづくりを目指している感じがします。元気がな
くて、少し疲れていても安心して、安全に穏やかに暮
らせるまちを目指してみては…。

大人向け

裁判官の書架
大竹たかし 著
白水社

元東京高裁裁判長が約40年の裁
判官生活を振り返りながら、特に
印象に残った本を紹介しています｡
法律の専門家ならではの解釈や読
み込みの深さを感じることができ､
既読の本でも新たな一面に気付か
されます。

今年も残すと
ころ２カ月と
なりました。
いよやってく
いよ
る冬将軍。春
ま
で
体に気を付け
頑張っていか
て
なくては…。
体力がおとろ
るので、あま
え
て
い
り大雪になら
ないようにと
日この頃です
願う今
。

新着図書の紹介

今月の

読者プレゼント
県立近代美術館

2015.12.1

・芸術がわからなくても
美術館がすごく楽しくなる本 ／藤田令伊
・図解 よくわかる測り方の事典／星田直彦
・ものづくり2.0 メイカーズムーブメントの
日本的展開／宇野常寛
・九転び十起き！広岡浅子の生涯／産経新聞出版
・壁 ベルリン ひきさかれた家族
／トム･クロージー・コール 作・絵 渋谷弘子 訳
・なんで？／トレーシー・コーデュロイ 作
ティム・ワーンズ 絵 三辺律子 訳
・田んぼの発電所／福永博建築研究所
・ゴリラが胸をたたくわけ／山極寿一 文 阿部知暁 絵

特別展

峯田敏郎彫刻展

記念撮影－存在と気配そして空気－

ご招待券
おたよりをお寄せいただいた方の中から抽選で
ペア10組20名様にプレゼント!
◎提供･問合せ
秋田県立近代美術館
33-8855
◆開催期間：平成28年２月７日まで

◎しめきり
12月25日（当日消印有効）

データベースをご活用ください

◎賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

〒013‐8601 横手市中央町８番２号 横手市役所
秘書広報課 広報係あて
３5‐2221

※紙面の都合上、
お寄せいた
だいた内容は割愛する場合
がありますのでご了承くだ
さい。
※ご記入いただいた個人情報は
記載内容の確認および賞品の
発送の目的に使用し、この目
的以外には使用しません。

広告
市報よこて

みんなでつくる１本の辞書
飯田朝子 文
福音館書店

寄藤文平 絵

電車も『１本』、柔道の技も『１本』
と数えるのはどうしてなんだろう。
助数詞の『本』に注目し、どんな物を
１本と数えるのか、大学教授の著者
が詳しくわかりやすく調べた本です｡
目からウロコの、日本語の豊かさを
感じてみては。

ん・十文字）

（市報に掲載する際にペンネームかイニシャルを希望する方は、氏名の後に記入）

21

こども向け

（岩ちゃんさ

市へのご意見や市報の感想など、200文字以内で、はがきや封書、ファクスで下記
のあて先までお送りください。必ず住所、氏名、年齢、連絡先をご記入ください。
おたよりの
あて先

今月のおすすめ図書

先日、遠方にいるいとこに市報よこて10月１
日号に付いていた絵葉書で便りを送ったら、大
変喜ばれました。ところが、私の息子×２は、
あの女性（壇蜜さん）に夢中。たのむから、早
く嫁さんもらって母さんを安心させて…。
（ため息母さん・増田）

※10/16～11/15到着分掲載

●「一年中花が咲くさるすべりの木を植えます」と当
時の町長の言葉を思い出します。３4２号線（稲川方面
）ですが未だ咲かないので、素人考えですが栄養が足
りないのではと思いますが、どうしたら咲いてくれる
のか、枯れた所もあり寂しい限りです。ピンクの花を
つけたら、蔵の町に来てくれた人にも、花を添える事
になるだろうと思うし、一石二鳥だと思います。
（グリーンさん・増田
）

蔵書検索

図書館（山内、大雄を除く）では、下記のデータベー
スがご利用できます。詳しくは、各図書館でお尋ねくだ
さい。
・さきがけデータベース／秋田魁新報社
平成16年８月４日以降に掲載された記事を収録。
・ルーラル電子図書館／一般社団法人農山漁村文化協会
『食と農』をテーマとする情報が満載です。

12 月のおはなし会
時間：30～60分程度

・12月12日(土)午前10時30分～／十文字
・12月13日(日)午前10時30分～／横手
・12月19日(土)午後２時30分～／平鹿
・12月20日(日)午前10時30分～／増田､雄物川､大森

［休館日］
横手図書館 ……………… 12月１･２･９･16日
増田図書館 ……………… 12月１･７･14日
平鹿図書館 ……………… 12月１･８･15日
雄物川図書館 …………… 12月１･２･９･16日
大森図書館 ……………… 12月１･８･15日
十文字図書館 …………… 12月１･２･９･16日
山内図書室 ……………… 12月５･６･12･13･19･20日
大雄図書室 ……………… 12月20日

広告
市報よこて
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▼

17

18

12月20日(日)

42-0421

市立横手病院(小山医師)

32-5001

雄物川クリニック(雄物川)

22-5511

平鹿総合病院(西成医師・高橋医師※1)

32-5124

小田嶋まさる内科(横手)

38-8951

▼
▼

▼

▼

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

電話番号

平鹿総合病院(岡田医師)

32-5124

平鹿総合病院(伊藤医師)

32-5124

平鹿総合病院(佐藤医師)

診療日

休館日

えがおの丘………12月７･14日
大森健康温泉……12月７･14日
ゆとりおん大雄…12月３･17日
健康の駅トレーニングセンター
東部……………12月２･９･14～16日
西部……………12月５･６･12･13日
南部……………12月２･５･６･12･13日
子どもと老人のふれあいセンター
…………………12月７･14日
南部シルバーエリア…12月７･14日
※図書館･図書室の休館日は20ページをご確認ください。

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
12月２･９･16日／14：00～15：30
大沢診療所（内科）
12月14日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
12月１･８･15日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
12月３･10･17日
吉 谷 地／13：00～15：00
山内武道／15：10～17：00

27

26

◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です

◎税務相談（9：30～12：00 問合せ／横手福祉センター☎33-8668）

◎行政相談

12月２日(水)／市役所本庁舎 ☎33-8668(社会福祉協議会)
12月７日(月)／平鹿福祉センター ☎24-3283(社会福祉協議会)
12月16日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
☎35-4099(市くらしの相談係)
12月18日(金)／大森コミュニティセンター
☎26-3274(社会福祉協議会)

12月８日(火)／増田地区多目的センター(9：30～12：00)
12月10日(木)／大森コミュニティセンター(9：30～12：00）
12月11日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
12月15日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）
12月９日(水)／条里南庁舎
◎心配ごと相談（9：30～12：00 問合せ／各地域社協･福祉センター）
12月３日(木)／市役所本庁舎
12月４日(金)／十文字町幸福会館
12月８日(火)／増田地区多目的研修センター
12月10日(木)／大森コミュニティセンター
12月15日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
12月15日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
12月16日(水)／雄物川コミュニティセンター
12月16日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）

32-5124

広告
2015.12.1
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▼

高橋医院(十文字)

★雄物川・平鹿地域のイルミネーションの点灯期間について
おものがわイルミネーション 場所／雄物川地域局前
期間／12月12日(土)～1月11日(月･祝)、
17：00～23：00
※12月24日(木)･31日(木)は翌午前2時まで点灯
問合せ／市雄物川地域課☎22-2111
第28回槻の木光のファンタジー 場所／平鹿地域局そば
期間／12月19日(土)～1月17日(日)、
17：00～0：00
※12月24日(木)･31日(木)は翌午前2時まで点灯
問合せ／市平鹿地域課☎24-1118

天皇誕生日

※１…整形外科の医師も診察します

市報よこて
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金沢小学校閉校式典
14：00～､金沢小学校体育館
後三年合戦シンポジウム
後三年合戦シンポジウム
9：20～､条里南庁舎、
詳細は11ページ
13：50～､条里南庁舎、詳細は11ページ よこいち。
第28回槻の木光のファンタジー点灯式 10：00～､Ｙ2ぷらざ
17：00～､平鹿地域局前
スポーツ交流大会『スマイルボウリング』
14：00～､詳細は11ページ

▼
32-5124

石坂洋次郎文学記念館
………………年末まで休館予定なし
雄物川郷土資料館
………………年末まで休館予定なし
後三年合戦金沢資料館
………………年末まで休館予定なし
横手市民会館…12月１･８･15日
釣りキチ三平の里体験学習館
………………12月７･14日
ゆっぷる………12月16日
ゆとり館………12月１･８･15日

13

黒川小学校閉校式典
秋田盆おどりサミット in 増田
14：00～､黒川小学校体育館
12：00開場､詳細は10ページ
おものがわイルミネーション点灯式 大森太鼓定期演奏会
16：30～､雄物川地域局
13：00開場､詳細は10ページ

献血

12月13日(日)

電話番号

平鹿総合病院(塚本医師)

23

相談

救急医療

12月6日(日)

休日救急当番医(9:00～12:00)

12

▼

11

▼

22

21

月 日

増田山岳会写真展『山に魅せられて』
～20日、9：00～､詳細は11ページ

16

6

横手市民ステージ祭・交流美術展
講演会『横手ゆかりの文人たち』
～6日､10：00～、
横手市民会館
14：00～､ 雄物川コミュニティセ
灯りまつり
ンター
12：00～､詳細は9ページ
境町小学校閉校式典
13：30～､境町小学校体育館
おおもりケヤキ並木イルミネーショ
ン点灯式 17：00～､大森地域局前

▼

10

▼

◎Ｙ2ぷらざ臨時休館のお知らせ
14日(月)から16日(水)にかけて
全館休館します。施設の予約・問
合せについては、午前9時から午
後4時まで電話で受け付けします｡
☎32-2418

15

5

日

▼

▼

▼

◎人権・困りごと相談所を開設します
12月1日(火)から12月9日(水)にかけて、
各地域で無料の特設相談所を
開設します。詳細は市報よこて11月15日号をご確認ください。

9

土

▼

4

◎防災ラジオ試験放送日
毎月第二水曜、11:45頃から防
災ラジオの試験放送を行います｡
問合せ／市危機管理課☎35-2195

14

23

3

金

▼

健康の駅よこて10周年『健康の駅ま
つり』 10：00～､Ｙ2ぷらざ4階

木

▼

2

8

7

水

▼

大雄イルミネーション
～25日、17：00～、ゆとりおん大雄前
峯田敏郎彫刻展 ～2月7日、
9：30～、秋田県立近代美術館

1

▼

2015.Dec

30

11/

火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

12/ 1
▶▶▶20

月

12月10日(木)／Y2ぷらざ３階相談室
◎社会保険年金相談（9：30～12：00／13：00～15：30）
毎週月曜～木曜／本庁舎１階相談窓口 ☎32-2111(内線8528)

月 日
12月4日(金)
横手
12月8日(火)
平鹿

場 所
日発精密工業㈱横手工場
秋田渥美工業㈱

受付時間
10:00～11:15
12:15～13:00

介護老人保健施設やすらぎの苑 14:45～16:00
ＪＡ秋田ふるさと平鹿支店 10:00～11:30
横手市役所平鹿庁舎

13:00～14:00

みちのくコカ･コーラボトリング㈱横手･湯沢営業所 15:00～16:00

12月13日(日) イオンリテール㈱イオン横手店
10:00～16:00
横手
（原則400ml献血のみ受付）
12月15日(火) 秋田広域農業共済組合平鹿支所 10:00～11:15
横手
東日本高速道路㈱東北支社横手管理事務所 15:30～16:15
9:45～11:15
横手市役所大森庁舎
12月16日(水) ㈱ヌイテックコーポレーション 12:15～12:45
大森
大森町高齢者等保健福祉センター 14:30～16:00

広告
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