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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。

『みでたんしぇ』は、市民の活動やイベント情報を掲載
するコーナーです。掲載を希望する場合は、市ホームペ
ージ(ＨＰ番号000020440)のてびきをご確認の上、発行日
(毎月15日)の『１か月前まで』に内容がわかるものを秘書
広報課にお寄せください。※スペースの都合により全て
掲載できない場合がありますのでご了承ください。

ね・ま～れ『イベント案内』
【月見月と仲間達主催『和服から洋
服へリメイク＆小物展示』】　12月
19日(土)まで、午前10時～午後４時
【佐藤朋子の『日本画と小さな作品
展』】　12月20日(日)～１月16日(土)
午前10時～午後４時 ※初日は正午
から、最終日は午後２時まで 
【十文字地域づくり協議会主催『健
康サロンコーナー』】
　保健師ＯＢによる健康相談など
を行います。
　12月23日(水)午前10時30分～午
後３時
〈共通事項〉　無料　　　ね・ま～
れ(十文字)※火曜休館 ☎42‒5320

南部シルバーエリア
『イベント案内』
【料理教室～お正月料理～】
　12月19日(土)午前10時～
　1,000円　講師：鈴木陽子氏
　エプロン、三角巾、筆記用具
【陶芸教室～お雛様(立ち雛)～】
　12月20日(日)午前10時～
　600円　　エプロン
〈共通事項〉　南部シルバーエリア
☎26‒3880

気功愛好会
『みんなの無料気功教室』
　12月19日･ 26日･１月９日･ 16日
(土)、午後２時～４時　　
　浅舞公民館　　
　柿崎さん ☎090-8460-5859

秋田ふるさと村『イベント案内』
【洋ランクリスマスギフトセール】
　シンビジウム、カトレア、胡蝶
蘭など約1,000鉢の洋ランの販売
会や栽培講習会を行います。
　12月20日(日)午前９時30分～午
後３時　　ふるさと広場ほか　
【中山人形のはなし展～人形と
　　  そのエピソードの企画展～】
　12月26日(土)～２月14日(日)、
午前９時30分～午後５時 ※１月12
日(火)～21日(木)は全館休業
　１階工芸展示館前　　無料
〈共通事項〉　秋田ふるさと村
☎33-8800

日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』
　12月27日(日)午前10時～　　女
性センター　　一般1,000円、学生
700円(昼食、５位まで賞品、参加
賞付)　　中田さん ☎32-2479

『春の高校バレー』応援バスで雄物
川高校男子バレーボール部を応援
に行こう！!
　１月５日(火)～10日(日)のうち
２日間　行程：雄物川高校⇔(車中
泊)⇔東京体育館　　10,000円(入
場料込)　　雄物川高校事務室 
☎22-2103

よこて農家塾１月例会
　１月９日(土)午前10時～午後２
時　　グリンポート杉沢　　500円
(昼食代)　 『横手盆地で農を継ぐ』
講演：鈴木利良氏(第２回ふるさと
秋田文学賞最優秀賞受賞)
　小田嶋さん ☎33-0897

煉瓦屋『イベント案内』
【歌の好きな人集まれ!!
　　　  ～思いっきり歌声喫茶～】
　１月７日(木)午後７時～
　1,000円　　冬景色、寒い朝 ほ
か20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
　１月17日(日)午後１時～　 800
円　　『県南の巨樹の古木たち』講
演：高橋正一氏、『ときめきの歌謡
ショー』出演：ザ・カウンセラーズ
〈共通事項〉要予約、飲み物・洋菓
子付　　煉瓦屋(寿町)　　ＮＰＯヒ
ューマニティコミュニケーション 
☎33-2811

つかえる英語講座
(外国人教師による中級英会話)
　１月12日(火)午後７時15分～８
時45分　　Ｙ2ぷらざ
　大人1,000円、学生300円　
　田口さん ☎080-1829-4754

第135回 南の館
『月例市民将棋大会』
　１月４日(月)午前10時～　　十
文字文化センター　 一般1,200円､
高校生以下800円(昼食、賞品、参
加賞付)
　佐藤さん ☎090‒3365-2720

リンパケア体験会(女性限定)
　１月13日(水)午後１時～４時　
　旭ふれあい館　 800円 ※要予約
　大久保さん ☎090-7325-0212
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神奈川県厚木市で披露された保呂羽山の霜月神楽
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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

子育て支援課

平成28年度　学童保育利用申込開始
～現在利用中の方も申し込みが必要です～ 　ＨＰページ番号000019294

平成28年度　学童保育利用申込開始
～現在利用中の方も申し込みが必要です～ 　ＨＰページ番号000019294

秘書広報課

平成28年 横手市新春賀詞交歓会平成28年 横手市新春賀詞交歓会

 マイナンバー制度について、

マイナちゃんがお答えします。

Ｑ個人番号カードは必ず申請しなければならないの？
Ａ個人番号カードは、希望する方が申請することで交
　 付されるカードです。次のような利点があります。 
●マイナンバーの本人確認書類として／
　　平成28年１月以降、社会保障や税の手続きでマイ
　ナンバーを記載した書類を提出する際は、本人確認
　（番号と身元の確認）のための書類の提示を求めら
　れます。通知カードだけでは本人確認は完了できず
　運転免許証等の身元確認の書類を用意する必要があ
　ります。個人番号カードなら、顔写真があるので本
　人確認が１枚で完了します。
●各種オンライン申請などに／
　　ＩＣチップに記録される電子証明書を用いて、確
　定申告などの電子申請が行えます。平成29年１月に
　開設されるマイナポータルのログインにも利用され
　るほか、さまざまな使いみちが検討されています。
　　なお、マイナンバーが必要となる社会保障や税の
　手続きなどで、本人であることを証明する機会が少
　ない方(お子さんや、病気等で外出が困難な方など)
　は、必ずしも申請する必要はありません。

〈市民編・完〉

マイナンバーつうしん No.15

Ｑ通知カードを持ち続ける場合の注意点は？
Ａ個人番号カードを申請せずに、通知カードを持ち続
　 ける場合は、次のことにご注意ください。
●ラミネート加工やメモ書きしない／
　　住所変更や氏名変更の際には､裏面(サインパネル
　領域)に新住所などを記載しますので､通知カードに
　ラミネート加工やメモ書きなどはしないでください｡
●紛失・破損に注意／
　　紙製のカードのため、紛失・破損しないようご注
　意ください。紛失・破損等による再発行の場合、再
　発行手数料(500円)が必要です。

◆対 象 者／小学４年生までの児童で、放課後や学校
　　　　　　休業日に家族が仕事等の理由で家庭にい
　　　　　　ない児童
◆実 施 日／日曜日、祝日、年末年始を除く毎日
◆時　　間／放課後～午後７時
            　　土曜･学校休業日は午前７時30分から
◆利 用 料／①通年利用／月額5,000円
　　　　　　②長期休みのみ利用／7,000円×日割計算
　　　　　　※複数入所の２人目以降と、ひとり親家
　　　　　　　庭の児童は半額
◆注意事項／定員を上回った場合、家庭の状況等を判
　　　　　　断し、学年の低い児童を優先します。同
　　　　　　じ小学校区に複数のクラブがある場合は
　　　　　　調整させていただくことがあります。
◆申込方法／担当課に用意している申込用紙に記入の
　　　　　　上、同居家族の勤務証明等を添付し提出
　　　　　　してください。
◆申込期間／平成28年１月４日（月）～29日（金）
　　　　　　※土日祝日を除く

◆各地域の申し込み先(担当課)／
◎横手地区小学校区…子育て支援課 ☎32-2426
　(Y２ぷらざ２階横手市児童センター）　
◎増田地区小学校区…増田市民サービス課 ☎45-5514
◎平鹿地区小学校区…平鹿市民サービス課 ☎24-1114
◎雄物川地区小学校区…雄物川市民サービス課
　☎22-2156
◎大森地区小学校区…大森市民サービス課 ☎26-2115
◎十文字地区小学校区…十文字市民サービス課
　☎42-5114
◎山内地区小学校区…山内市民サービス課 ☎53-2933
◎大雄地区小学校区…大雄市民サービス課 ☎52-3905

※児童福祉法が改正され、学童保育の利用対象も小学
　６年生までになりました。しかし、市では施設定員
　を大幅に超える要望があるため、当面は優先度の高
　い、低学年および、４年生の受け入れとさせていた
　だきます。ご了承ください。

　農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸など事業
に用いる構築物・機械・備品等を償却資産といい、土地
や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
　償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。法
人や個人事業者(農業を除く)で、平成27年度に事業用の
申告をした方は、12月上旬にお送りした申告書で申告し
てください。また個人農家の方は、市報よこて12月15日
号と一緒に配布する農業用償却資産申告書で申告してく
ださい。新しく事業を始めた方や、平成27年中に償却資
産がなくなった方も申告が必要です。
◆対 象 者／毎年１月１日現在の償却資産の所有者
◆申告資産／土地および家屋以外の有形固定資産で、所
　得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象
　にできる資産
◆評価額の算出方法／取得時期、取得価格、耐用年数や
　経過年数から評価額(価格)を算出します。
◆免 税 点／課税標準額の合計額が150万円未満の場合
　は課税されません。
◆提出期限／平成28年２月１日（月）
◆提出時の注意／個人事業者や個人農家の方は、申告者
　本人のマイナンバー(個人番号)の①通知カードおよび
　②身分証（申告者の住所・氏名・生年月日を確認でき
　る運転免許証等）をご持参ください。
◆提 出 先／市市民生活部税務課（本庁舎内）または、
　　　　　　各地域局市民サービス課(横手地域を除く)
◆問 合 せ／市市民生活部税務課（本庁舎内)☎32-2767

『償却資産』の
　　　　申告をお忘れなく!! 
『償却資産』の
　　　　申告をお忘れなく!! 

ＨＰページ番号／000012564ＨＰページ番号／000012564　新春のあいさつと情報交換の場として
新春賀詞交歓会を開催します。
　市民のみなさんをはじめ、会社や事業
所、官公庁の方など、どなたでも参加で
きます。鏡開きや物産紹介など、にぎや
かに行いますのでぜひお越しください。
◆日　時／平成28年１月４日(月)午後４時～５時
◆場　所／浅舞公民館
◆会　費／2,000円（軽食と飲み物付き）
◆問合せ／市総務部秘書広報課（本庁舎内）　　
　　　      ☎35-2162

建築住宅課

横手市耐震改修促進計画【第２期】(案)意見募集
         　　　　　　　　ＨＰページ番号／000000000
横手市耐震改修促進計画【第２期】(案)意見募集
         　　　　　　　　ＨＰページ番号／000000000
　市では建築物の耐震化の促進を図るため、平成28
年度から32年度までを計画期間とする､『横手市耐震
改修促進計画【第２期】(案)』を策定しました。
　この計画について、広く意見を募集します。
◆募集期限／平成28年１月15日(金)当日消印有効
◆公表場所／横手市のホームページ､ 市建築住宅課
◆提出方法／所定の様式で、持参、郵送、ＦＡＸ、
　電子メールのいずれかにより提出ください。
◆提 出 先／〒013-8502 横手市旭川一丁目３番41号
　横手市建設部建築住宅課　☎35-2224、□32-4029　
　E-mail: kenchiku@city.yokote.lg.jp

秘書広報課

平成28年 横手市新春賀詞交歓会平成28年 横手市新春賀詞交歓会

　新春のあいさつと情報交換の場として
新春賀詞交歓会を開催します。
　市民のみなさんをはじめ、会社や事業
所、官公庁の方など、どなたでも参加で
きます。鏡開きや物産紹介など、にぎや
かに行いますのでぜひお越しください。
◆日　時／平成28年１月４日(月)午後４時～５時
◆場　所／浅舞公民館(駐車場利用は午後３時～)
◆会　費／2,000円（軽食と飲み物付き）
◆問合せ／市総務部秘書広報課（本庁舎内）　　
　　　      ☎35-2162

建築住宅課

『横手市耐震改修促進計画』意見募集
         　　　　　　　　ＨＰページ番号／000020549
『横手市耐震改修促進計画』意見募集
         　　　　　　　　ＨＰページ番号／000020549
　市では建築物の耐震化の促進を図るため、平成28
年度から32年度までを計画期間とする､『横手市耐震
改修促進計画【第２期】(案)』を策定しました。
　この計画について、広く意見を募集します。
◆募集期限／平成28年１月15日(金)当日消印有効
◆公表場所／横手市のホームページ､ 市建築住宅課
◆提出方法／所定の様式で、持参、郵送、ＦＡＸ、
　電子メールのいずれかにより提出ください。
◆提 出 先／〒013-8502 横手市旭川一丁目３番41号
　横手市建設部建築住宅課（県平鹿地域振興局内）
　☎35-2224　　32-4029
　　kenchiku@city.yokote.lg.jp

税 務 課水 道 課

年末年始の水道当番店年末年始の水道当番店
ＨＰページ番号／000007907ＨＰページ番号／000007907

水道が凍結したり、漏水の場合などは、当番店へ連絡してください。
営業時間は、午前８時から午後５時までです。

【問合せ】市上下水道部水道課（水道庁舎内） ☎35-2252

水道が凍結したり、漏水の場合などは、当番店へ連絡してください。
営業時間は、午前８時から午後５時までです。

【問合せ】市上下水道部水道課（水道庁舎内） ☎35-2252

12月31日（木）

高善
32-2179

菊地設備
24-2309

マツノヤ
22-4184

佐々木施設
26-3221

畑山施設
44-3316 

田代水道
53-2333

１月１日（金）
佐々木水道
32-6213

イシダ設備
 32-0518

細谷設備
24-0159

　

貴俵電気
22-3365

大和工業
26-3441

佐々木管工
44-3701

川越水道
53-2528

１月２日（土）
東北カッター

33-4788

山二施設
32-1119

真田設備
24-0722
井上管工
24-0036

佐一設備
22-2094

佐々木施設
26-3221

笹山ボイラー
42-0389

田代水道
53-2333

１月３日（日）
新栄施設
33-2581
荒川施設
32-3974

高橋設備
25-3311

遠藤設備
24-2550

佐藤施設
22-3133

大和工業
26-3441

松田水道
42-0966

川越水道
53-2528

１月４日（月）

柿崎水道
25-3242

前澤設備
23-1123

佐々木施設
26-3221

いいつか
42-1455

田代水道
53-2333

１月５日（火）

平鹿設備
24-1561

マツノヤ
22-4184

大和工業
26-3441

羽後設備
42-3721

川越水道
53-2528

月日地域

横　手

増　田

平　鹿

雄物川

大　森
　

十文字

山　内
　

大　雄

アサヒ電器
45-2537

カマダ設備
52-2560

大雄産業
52-2021

さとう住設
38-8095

藤原建材店
45-5002

32-1910
ますだ機工横手水道
33-2245

【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)

【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)
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　12月31日(木)までは通常どおり収集します。１月４日
(月)から収集を再開します。直接搬入も収集日と同様で
すが、搬入先は東部環境保全センターのみとなります｡
●休業日／平成28年１月１日(金)～３日(日）

【問合せ】東部環境保全センター☎33-3996

年末年始のごみ収集等のお知らせ募集お知らせ

　雪下ろし中の屋根からの転落事故を防止し、安全な雪
下ろしを行っていただくために『雪下ろし用具』を無料
で貸出します。
●貸出用具／ヘルメット、安全帯、カラビナ、ロープ
●貸出場所／横手消防署および各分署
【問合せ】市消防本部警防課☎32-1246、または横手消防
署☎32-1138および各分署

安全な雪下ろしのため『雪下ろし用具』
を無料で貸出します

お知
らせ

　県内の各ハローワークでは､平成28年３月末まで学生､
生徒および保護者を対象とした『未内定者への集中支援』
を実施します。期間中、各ハローワークに『学卒集中支
援コーナー』を設置しますので、ぜひご利用ください。

【問合せ】ハローワーク横手☎32-1165

就職未内定の学生、生徒および保護者の
皆さんへ

お知
らせ

　ライフジャケットは命を守ります。海で釣りをすると
きは、ライフジャケットを必ず着用しましょう。海に転
落した人を発見したときは『118』に電話してください。

【問合せ】秋田海上保安部警備救難課☎018-845-1622

安全で楽しい釣りをするために
ライフジャケットを着用しましょう

お知
らせ

　『農業委員会等に関する法律』が改正され、農業委員の
選出が、『選挙』から『市長が選任し議会の同意を得て任
命する』方法に変わったことにより、今後農業委員選挙
が実施されないことになります。これに伴い、毎年12月
下旬頃に通知していました『申請書』は送付されません｡

【問合せ】横手地域の方は市農業委員会事務局☎35-2172
それ以外の地域の方は最寄りの地域局地域課産業建設係

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書
の提出は不要となります

お知
らせ

　税務署では､適正かつ公平な課税を実現するため､支払
調書をはじめとする各種情報を収集分析するとともに、
納税者の方に自発的な適正申告を行っていただく取組を
実施しています。調査によらない自主的な修正申告書等
の提出については、過少申告加算税は課されません。
(無申告または当初申告が期限後申告の場合を除く)※延
滞税はかかる場合があります
【問合せ】横手税務署☎32-6090(音声案内で２番を選択)

横手税務署から適正申告のお願いお知
らせ

　来署による個別の税務相談は、電話等による『事前予
約』をお願いしております。なお､『土地・建物の譲渡や
相続・贈与関係』の相談日は第一・第三火曜日に指定さ
せていただいております。※２・３月を除く
【問合せ】横手税務署☎32-6090(音声案内で２番を選択)

横手税務署から税務相談の事前予約
についてお願い

お知
らせ

　創作館で活動しているグループが手がけた、赤飯や玉
こんにゃくなどの食品、しめ縄などの民芸品を販売しま
す。また、大正琴グループによる合同演奏を行います。
●日時／12月18日(金)午前10時～午後３時　●場所／平
鹿農家高齢者創作館（醍醐郵便局前）　●入場料／無料

【問合せ】平鹿地域局平鹿地域課☎24-1118

平鹿創作館まつり催し

　園児による歌やハンドベル、音楽家のゴスペルなどク
リスマスムードをお楽しみください。旅行商品やオリジ
ナル鉄道グッズが当たる抽選会もあります。参加無料で
すので、皆さんのご来場をお待ちしています。
●日時／12月22日(火)午後３時30分～５時　●場所／横
手駅東西自由通路『こころ～ど（横手駅改札口付近）』

【問合せ】横手駅☎32-4048

よこてエキコン（ミニコンサート）催し

　東北各県から中学校新人戦の上位入賞チームを横手市
に招待し、リーグ戦や交流戦を行います。
●日時／平成28年１月９日(土)～11日(月)　●場所／横
手・増田・雄物川・大森体育館

【問合せ】市まちづくり推進部スポーツ振興課☎35-2173

チャンピオンズカップ横手
東北中学校新人バスケットボール大会

催し

　横手市日本語学習会の講師が夕方に行う日本語教室の
受講生を募集します。興味のある方は見学することもで
きます。
●日時／12月18日(金)、21日(月)、25日(金)午後５時～
７時  ●場所／十文字文化センター  ●受講料／月500円

【問合せ】市まちづくり推進部地域づくり支援課市民協
働係☎35-2158

外国人向け『日本語教室』を夕方に開催講座
がいこく じん  む に  ほん  ご きょうしつ

よこ　て　 し　 に　ほん　ご  がくしゅうかい

じゅ こう せい ぼ しゅう

にち  じ

とい あわ すい  しん  ぶ    ち　いき し　えん  か し　みんきょう

どうががり

し

じゅうもん じ　ぶん　か じゅ  こうりょう つき えん

がつ にち にち にちげつ きん ご　 ごきん じ

じ ば　しょ

かた けんがくきょう み

に　ほん  ご きょうしつこう  し ゆうがた おこな

かいさいゆうがた

　起業するには、しっかりとした準備が一番大事です！
４日間20時間の受講で、ビジネスプランの立案、ブラッ
シュアップ、事業計画書の完成を目指しましょう！
●日時／①平成28年１月23日(土)　②１月30日(土）　
③２月６日(土)　④２月13日(土）午前10時～午後４時
●場所／Ｙ²ぷらざ３階※受講無料　●対象／起業・創業
を考えている市内在住の方、または市内ですでに起業さ
れている方　●講師／㈱小室経営コンサルタント代表取
締役・小室秀幸氏　●内容／①起業を目指す　②コンセ
プトを考える　③ビジネスモデルの構築と売れる仕組み
作り④収支計画の立案など　●その他／詳細は、市ホー
ムページをご覧ください｡(市ＨＰページ番号000020623)

【問合せ】市商工観光部商工労働課☎32-2115

『よこて創業塾 2016』開催！講座

◎クロス施工基礎講習
◎技能士（建築大工）学科試験準備講習
●日時／平成28年１月28日(木)・29日(金)
　午前９時～午後４時　
◎木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
●日時／平成28年２月18日(木)・19日(金)
　午前９時～午後５時　●申込期限／１月31日(日)
《共通事項》
●定員／各10人　●受講料／無料（テキスト代別）

【場所・申込み】大曲技術専門校☎0187-62-6321

お勤めしている方対象
『大曲技術専門校スキルアップセミナー』

講座

●対象者／県内に居住する交通遺児で高校に進学または
在学し、経済的理由から学資の支弁が困難な方　●給付
金／月額16,000円※返済の義務、その他の制約はありま
せん　●定員／若干名　●申込方法／各中学校、高校に
ある申請書類に記入し、必要書類を添えて申し込みくだ
さい　●申込期限／平成28年１月31日（日）必着

【申込み】公益財団法人片野重脩交通遺児奨学会事務局
（羽後交通株式会社秘書課内）☎32-4152

公益財団法人片野重脩交通遺児奨学会
推薦募集のお知らせ

募集

●受付期間／平成28年１月20日(水)～29日(金)　●対象
／高卒(見込含)21歳未満の方　●試験日／２月20日(土)
●その他／詳細は、お問い合わせください

【申込み・問合せ】自衛隊横手地域事務所☎32-3920

自衛官募集
『防衛大学校（一般後期）』

募集

　ハローワークに求職申し込みをしている方で、新たな
技術を習得し、再就職を希望する方が対象です。
◎金属加工科　◎電気・通信施工技術科　◎工場管理業
　務科（定員各15人）　
◎住宅リフォームデザイン科（定員18人）
《共通事項》
●訓練期間／平成28年２月３日（水）～７月27日（水）
●時間／午前９時20分～午後３時40分　●受講料／無料
（テキスト代別） ●募集期間／12月21日（月）まで

【場所・問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

アビリティコース『公共職業訓練』
受講生募集

募集

　県外在住で、秋田県内に就職を希望する方を対象とし
た就職面接会を開催します。当日は、県内企業の採用担
当者と面談などを行います。ご家族やお知り合いにＡタ
ーン就職希望者がいる場合は、ぜひお知らせください。
●日時／平成28年１月23日(土)午後１時～４時※受付正
午～　●場所／中野サンプラザ（東京都中野区）

【問合せ】Ａターンプラザ秋田 (秋田県東京事務所)
☎0120-122-255

Ａターン就職面接会開催のお知らせお知
らせ

　求職者と市内外企業が一堂に会した就職面接会・企業
説明会を開催します。企業との面談や職業適性診断コー
ナー、内職コーナーなども準備しておりますので、就職
を希望の方はぜひご参加ください。また、参加を希望さ
れる企業は、市ホームページ内の『参加申込書』で申し
込みください｡(市ＨＰページ番号000008465）
●日時／平成28年１月28日(木)午後１時30分～３時30分
※受付１時～　●場所／横手セントラルホテル　●持ち
物／履歴書、筆記用具等　

【問合せ】市商工観光部商工労働課☎32-2115

横手市就職面接会・企業説明会開催！
参加事業所を募集しています

お知
らせ

●期日／平成28年１月26日(火)※相談時間は60分程度　
●場所／Ｙ2ぷらざ３階　●対象／18歳以上のひきこもり
状態にあるご本人やそのご家族など※匿名可　●定員／
先着４名※要申込　●申込期限／１月18日(月)※平日午
前10時～午後４時 ●その他／①本人の状況に合わせて､
今後必要な支援内容を検討し、必要に応じて関係機関へ
紹介します　②相談は無料ですが、紹介先の関係機関は
有料の場合もあります　③診察・治療などの医療行為に
当たる相談や、緊急の対応が必要な相談など、相談内容
によってはお断りする場合があります。

【申込み・問合せ】秋田県ひきこもり相談支援センター
☎018-831-2525

18歳以上のひきこもりに関する
巡回相談会

相談

　『思っていたサービスと違う』、『詳しく説明してくれ
ない』などの不満や要望を、ご利用の事業所に話しにく
いときや、話し合ってもなかなか解決しない場合はご相
談ください。
●相談日／平日の午前８時30分～午後５時　●対象／福
祉サービスを利用している本人やその家族など
【問合せ】秋田県運営適正化委員会(秋田県福祉サービス
相談支援センター）☎018-864-2726

福祉サービスの苦情解決を
お手伝いします

相談

市内スキー場オープン情報Pick up!!

Pick up!!
ピックアップ

ピックアップ

　有効期限の過ぎた商品券は使用できません。お忘れな
くお使いください。
●有効期限／12月31日(木）
【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

横手市プレミアム付き商品券の
有効期限が迫っています！

お知
らせ

◎横手公園スキー場【問合せ】☎33-4101
●日時／12月19日(土)午前９時～
◎天下森スキー場【問合せ】☎45-9816
●日時／12月19日(土)午前９時～
◎大森スキー場【問合せ】☎26-4210
●日時／12月26日(土)午前９時～
※12月31日(木)･平成28年１月１日(金)は休業
◎山内スキー場【問合せ】☎53-2240
●日時／12月27日(日)午前９時～
※12月31日(木)･平成28年１月１日(金)は休業

◎横手公園スキー場【問合せ】☎33-4101
●日時／12月19日(土)午前９時～
◎天下森スキー場【問合せ】☎45-9816
●日時／12月19日(土)午前９時～
◎大森スキー場【問合せ】☎26-4210
●日時／12月26日(土)午前９時～
※12月31日(木)･平成28年１月１日(金)は休業
◎山内スキー場【問合せ】☎53-2240
●日時／12月27日(日)午前９時～
※12月31日(木)･平成28年１月１日(金)は休業
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　 厚木市

静岡県

山梨県
東京都

シロコロホルモン
■やわらかな歯ごたえとジュ
　ーシーさが特徴
■ご当地グルメ日本一を決め
　る『Ｂ－１グランプリ2008』
　で優勝

あゆコロちゃん
■厚木市マスコットキャラク  
   ター
■性別　男の子
■誕生日　２月１日(年齢は不明)
■性格　好奇心旺盛でやんちゃ
■趣味　冒険と温泉に入ること

神奈川県厚木市
■面積  93.84k㎡ ■人口  225,380人
■世帯  97,500世帯(平成27年11月1日現在)
■神奈川県の中央に位置。西部には
　日本三百名山の大山をはじめ、丹
　沢山塊が連なる
■温泉のある観光地としても有名
■いきものがかりや榊原郁恵、小泉
　今日子など、多くの有名人を輩出

アユ
■相模川でのアユ釣りが盛ん
■『あつぎ食ブランド』に認定
　される名産品。塩焼きをは
　じめ､ 刺身､天ぷらなど､ さ
　まざまな食べ方が楽しめる

あつぎ鮎まつり
■厚木市最大のイベント
■８月上旬、市街地周辺や相
　模川三川合流点などを会場
　に開催
■大花火大会や鮎つかみ取り 
　など、多くの催しでにぎわ
　う

【厚木市と横手市】さまざまな交流が行われています 【厚木市の紹介】

第１回リレーマラソン

厚木市・横手市
友好都市締結30周年

（左から）髙橋大横手市長と小林常良厚木市長

　神奈川県厚木市と横手市は、昭和60年
５月24日に『友好都市提携』を結び、さ
まざまな交流を深め、30年の月日がたち
ました。
　11月29日、神奈川県厚木市で行われた
『厚木市郷土芸能まつり』では、横手市
大森地域の『保呂羽山の霜月神楽』が披
露されました。また、友好の証として両
市長が記念品を交換。厚木市からは、厚
木の夏をイメージしたガラスのオブジェが、横手市からは、浅
舞絞り藍染め保存会が作製した、浅舞絞りが贈られました。
　今後も、両市は友好の輪を広げていきます。

◎友好都市締結の経緯
　横手市と厚木市の接点は、昭和49年に厚木市の民間企業が横手市に誘致された
ことに始まります。昭和60年当時、厚木市民から国内における友好都市を望む声
があり、厚木市市制施行30周年の記念事業として、横手市が友好都市に選定され
ました。
　以降、両市は教育、文化をはじめ産業経済など広い分野で、積極的な市民交流
を図ってきました。

ＪＡあつぎの直売所に、横手の物産
コーナーを常設

厚木市役所食堂に横手やきそばが登場

昭和60年から10年ごとに行われている厚木・横手リレーマラソン

厚木市地下道で行われている『横手市写真展』

稽古を通して友好を深める剣道交流

毎年、両市が交互に訪問している小学生交流会

当時の調印式の様子を伝える
「市報 横手」



09 市報よこて　2015.12.15 08

区 分

１級 

２級 

３級 

４級 

５級 

６級 

７級 

職員数

37人

62人

180人

195人

96人

85人

11人

構成比

5.6%

9.3%

27.0%

29.3%

14.4%

12.8%

1.6%

標準的な職務内容

主事、技師

主任

副主査

主査

副主幹

次長、課長、主幹等

部長、事務所長、局長

一般行政職の級別職員数の状況一般行政職の級別職員数の状況

※市の給与条例に基づく給料表の級区分によるものです。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

　職員の給料は、職務と責任の度合いに応じ、級ごとに区分
されていますが、ここでは一例として一般行政職分のみを掲
載します。

職員手当の状況職員手当の状況

■扶養手当、住居手当、通勤手当（平成27年4月1日現在）

13,000円  
11,000円  
6,500円  
6,500円  
5,000円  
27,000円  
13,500円  
55,000円  

2,000~34,800円  

配偶者
　　　　配偶者がいない職員の扶養親族
　　　　配偶者がいる職員の扶養親族
　　その他１人につき
　　16歳から22歳までの子１人につき加算

借家・借間（上限額）
単身赴任職員の配偶者の借家・借間（上限額）
交通機関利用の場合（上限額）
自動車等の場合（通勤距離に応じて）

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、
　派遣職員などを含み、臨時職員および非常勤職員は除きます。（公営企業管 
　理者は含まず、教育長、消防長は含みます）
※『その他』部門には、国保、介護保険、温泉施設等の各事業が含まれます。

　全体では、前年度比で47人減少しています。
　一般行政各部門の増減は、部の新設にともなう配置換えや
業務の見直しによるものです。

部門別職員数の状況部門別職員数の状況

※職務上の段階、職務の級等に応じ、加算措置（5～15％）があります。

■期末・勤勉手当の支給割合（平成27年12月1日現在）
支給月
６月
12月
計

期末手当
1.175月分
1.325月分
2.500月分

勤勉手当
0.725月分
0.725月分
1.450月分

平成27年度
8

234
43
176
98
1
74
36
78
748
130
164
294
400
24
18
122
564

1,606

平成26年度
8

231
43
189
100
1
75
40
91
778
140
174
314
396
25
18
122
561

1,653

議会
総務
税務
民生
衛生
労働
農林
商工
土木
小計
教育
消防
小計
病院
水道
下水道
その他
小計

0
   3

      0
   △ 13

△  2
0

  △　1
△   4
△ 13

  △ 30
△ 10
△ 10
△ 20

4
△　1
  0
  0
 3

△ 47

職員数
対前年増減数部　　門

一般行政

特別行政

公営企業

合　　　計

■退職手当の支給割合（平成27年度）
区　分
自己都合

早期募集・定年

20年
20.445月分

25.55625月分

25年
29.145月分

34.5825月分

35年
41.325月分
 49.59月分

最高限度
49.59月分
49.59月分

※定年前早期退職特例措置があります（2～45％）。支給割合は、国と同じです。

351,013千円
 377,839円

※上表は普通会計分を掲載しています。
※時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

■時間外勤務手当（平成26年度実績）
支給総額

１人当たり平均支給年額 各年度4月1日現在（単位：人）

市職員の給与の状況市職員の給与の状況

平成27年4月1日現在

平成27年4月1日現在

平成27年4月1日現在

職員の給料の状況職員の給料の状況

■初任給

　職員の給与は、職種、学歴、経験年数などにより決定され
ますが、ここでは一例として一般行政職分のみを掲載します。

     区　　分

大学卒

高校卒

初任給

172,200円

140,100円

採用２年経過後の給料額

184,200円

148,500円
一般行政職

■平均給料月額と平均年齢

区　　分

一般行政職

平均年齢

43.8歳

平均給料月額

328,297円

■経験年数別、学歴別平均給料月額

区　　分

大学卒

高校卒

７年以上10年未満

225,200円

187,300円

10年以上15年未満

267,800円

224,800円

15年以上20年未満

316,900円

271,500円
一般行政職

特別職の報酬等の状況特別職の報酬等の状況

平成27年12月1日現在

市　長
副市長
議　長
副議長
議　員

区　　分 給料（報酬）月額
820,000円
658,000円
456,000円
411,000円
384,000円

期末手当

給 

料

報 

酬

６月期　1.40月分
12月期　1.50月分
　計　　2.90月分

57,750千円
406,692円
  12.8%

※上表は普通会計分を掲載しています。

■管理職手当（平成26年度実績）
支給総額

１人当たり平均支給年額
職員全体に占める支給職員の割合

■特殊勤務手当（平成26年度実績）

手当の数（12種類）

21,528千円
99,666円
 19.4％

防疫等作業、高所作業、
用地交渉等、夜間特殊業
務、夜間看護業務、介護
等業務、行旅死病人取扱、
清掃業務等、災害・緊急
出動、救急救命処置業務、
潜水作業、火葬業務

※上表は普通会計分を掲載しています。

支給総額
１人当たり平均支給年額

職員全体に占める支給職員の割合

人件費と一般職給与の状況人件費と一般職給与の状況

■人件費の状況（平成26年度普通会計決算）※平成26年度地方財政
　状況調査より

※人件費には、一般職と特別職の職員の給与、議員報酬のほか共済組 
　合負担金、退職手当、公務災害補償費等を含みます。
※普通会計とは、特別養護老人ホーム等の事業会計や、病院、水道の
　企業会計を除いたものです。

■一般職給与の状況（平成25年度､26年度普通会計決算)

※給与費には、給料及び扶養、通勤、住居等の諸手当を含み、退職手当・共済
　組合負担金等は含みません。
※職員数は、各年度の４月１日現在の普通会計に関わる職員数です。
※平成25年度は、全国的な給与減額が行われたため、例年より給与費が低くな
　っています

区　分

給与費

職員数

平成25年度

61億8,570万円

1,110人

平成26年度

61億9,158万円

1,091人

 比　　較

  588万円

 △19人●人件費率(B/A)
=16.8%

歳出額（Ａ）
554億9,635万円

人件費（Ｂ）人件費（Ｂ）
93億3,433万円93億3,433万円

■お知らせします　市職員の給与の状況 給与の状況

お知らせしますお知らせします

■問合せ　市総務部人事課給与厚生係☎35-2163■問合せ　市総務部人事課給与厚生係☎35-2163

　市職員の給与は、基本となる給料と、扶養手当や通勤手当等の諸手当から
構成されており、その内容は、民間の給与水準を基にした人事院勧告や国、
県の動向を踏まえ、市議会での審議を経て、条例で定められています。

平成27年4月1日現在

市総務部人事課
給与厚生係主任　
斉藤真紀子

市報よこて  2015.12.15

         横手市役所職員の
    給与の実態をみなさんに
　知っていただくため、年に
    １回、その状況を紹介し
　　　ています。

金      額内　　　　　　容

１
人
目

扶養手当
（月額）

区　　分

住居手当
（月額）

通勤手当
（月額）

配
偶
者
以
外



月 火 水 木 金 土 日

チャンピオンズカップ横手『東北中
学校新人バスケットボール大会』

▼～11日､詳細は5ページ

明るい選挙啓発ポスター展

▼～14日､9：00～、Ｙ2ぷらざ
二井山裸参り

▼ 19：00～､湯殿山神社(雄物川町二
　井山地区）

横手市新春賀詞交歓会

▼ 16：00～､詳細は2ページ
横手市消防出初式 ▼～6日

三助稲荷神社ぼんでん発表会･梵天奉納

▼ 10：00～､川西小学校跡地･三助稲荷
　神社(大森町川西地区）

横手ゆかりの文人展

▼～23日､9：00～、雄物川郷土資料館
大雄イルミネーション

▼～25日､17：00～､ゆとりおん大雄前

増田山岳会写真展『山に魅せられて』

▼～20日、9：00～､増田ふれあいプラザ
おおもりケヤキ並木イルミネーション

▼～1月11日､17：00～､大森地域局前
おものがわイルミネーション

▼～1月11日､17：00～､雄物川地域局前

よこてエキコン(ミニコンサート）

▼横手駅東西自由通路､詳細は4ページ

◎市税等の納期限です　
市県民税4期　介護保険料6期
国民健康保険税6期
後期高齢者医療保険料6期
問合せ／市収納課☎32-2518

よこてウオーキングデー

▼9：00～､かまくら館集合
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

▼13：50～､条里南庁舎
第28回槻の木光のファンタジー点灯式

▼17：00～､平鹿地域局前

後三年合戦シンポジウム

▼9：20～､条里南庁舎
よこいち。

▼ 10：00～､Ｙ2ぷらざ

平鹿創作館まつり

▼10：00～､詳細は4ページ

救
急
医
療

12月23日(水)

12月27日(水)

1月1日(金)

1月2日(土)

1月3日(日)

月 日 休日救急当番医(9:00～12:00) 電話番号

32-5124平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124平鹿総合病院

休
館
日

◎法律相談（原則10：00～12：00）※事前の予約が必要です
  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24日(木)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
　　　　　　　　☎35-4099(市くらしの相談係)
◎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)

◎行政相談
  12月15日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
　12月21日(月)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
　12月25日(金)／市役所本庁舎(13：00～15：00)
◎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）

相
談

市民のうごき

※11月末現在（先月末比)

人口　94,656人　 （-83）

男　44,781人　（-39）
女　49,875人　（-44）

世帯　34,477世帯 （ -3）

市内の空間放射線量（11月20日測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

いずれも秋田県の通常レベルの範囲
内(0.022～0.086)です。

測定場所
横手北中学校
増田中学校
横手明峰中学校

測定値
0.05
0.05
0.05

診
療
日

善
意

◎横手市へ
　横手市建設業協会
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　ガイア横手店
　築地銀だこ
　ビィ・ギャル横手店
　フィリップモリス
　矢神堰営農組合
　髙橋絹子さん
　髙橋功二さん
　高山利勝さん
　中村昭雄さん
◎養護老人ホームひらか荘へ
　傾聴ボランティアあすなろ
　きくちとしおさん、矢吹敏子さん
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
　玉扇会
　扇好会
　中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
　大森小学校２年生
◎居宅支援センター森の家へ
　大森保育園

献
血

無料映写会無料映写会 ～南部シルバーエリア（大森町）～南部シルバーエリア（大森町）
◆上映時間／13：00～◆上映時間／13：00～ ◆問合せ／☎26-3880◆問合せ／☎26-3880

電話番号日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

※１…整形外科の医師も診察します

横手市医師会だより横手市医師会だより 高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック　高橋 辰 医師高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック　高橋 辰 医師

『私の健康法 ～良い眠りの３か条～』『私の健康法 ～良い眠りの３か条～』
　本格的な冬がやってきます。私たちの体には、気温や日照時間の変化に合わせて体調を整え
る力があります。しかし、季節の変わり目には、こうした体内の調節時計が不調になり、病気に
かかりやすくなるといわれています。私が健康管理で特に気をつけていることは『睡眠』です。
睡眠は体内の調節時計のねじ回しのようなもので、疲労などで狂ってしまった針を戻してくれ
ます。私の良い眠りの３か条は､『寝る前の入浴と明るすぎない照明』､『同じ時刻に寝て起きる』､
『朝食をとる』です。眠りのスタイルは人それぞれ。あなたの良眠のコツ、探してみてください｡

横手市医師会ＨＰ http://yokote-ishikai.sakura.ne.jp/

12月20日(日) 32-5124平鹿総合病院(佐藤医師)
平鹿総合病院(西成医師・高橋医師※1) 32-5124

38-8951小田嶋まさる内科(横手)

1月1日～3日の
休日救急当番医
の診療時間は､
午前9時から午
後1時です。市立横手病院(小山医師) 32-5001

市立横手病院(齊藤医師) 32-5001

市立横手病院(熊谷医師) 32-5001

復古堂医院(横手) 33-6021

渡辺内科循環器科医院(横手) 35-7020

山﨑医院分院(平鹿) 24-1181

横手図書館……12月16･23･29日～１月４日
増田図書館……12月14･21･28日～１月４日
平鹿図書館……12月15･22･29日～１月５日
雄物川図書館…12月16･23･29日～１月４日
大森図書館……12月15･22･29日～１月５日
十文字図書館…12月16･23･29日～１月４日
山内図書室……12月19･20･23･26･27･29日～１月３日
大雄図書室……12月20･23･29日～１月３日
石坂洋次郎文学記念館
　………………12月29日～１月３日

横手市民会館…12月15･22･24･29日～１月３･５日
後三年合戦金沢資料館
　………………12月29日～１月３日
釣りキチ三平の里体験学習館
　………………12月20･21･23･27日～１月４日
雄物川郷土資料館
　………………12月29日～１月３日
ゆっぷる………12月16日
ゆとり館………12月15･22･29･31日、１月１･５日
えがおの丘……12月21日、１月４日

大森健康温泉……12月21･28･30日～１月２･４日
ゆとりおん大雄…12月17日
健康の駅トレーニングセンター
　東部………12月15･16･23･29日～１月３日
　西･南部… 12月19･20･23･26･27･29日～１月３日
子どもと老人のふれあいセンター
　……………12月21･28･31日～１月４日
南部シルバーエリア
　……………12月21･28･31日、１月１･４日
Ｙ2ぷらざ … 12月30日～１月２日

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　12月16日、１月６日
　／14：00～15：30
大沢診療所（内科）
　12月28日／13：30～15：00

三又へき地診療所（内科）
　12月15･22日／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
　12月17･24日
　　吉 谷 地／13：00～15：00
　　山内武道／15：10～17：00

イオンスーパーセンター横手南店
（原則400ml献血のみ受付）

大森町高齢者等保健福祉センター
㈱ヌイテックコーポレーション

横手市役所大森庁舎
12月16日(水)

大森

１月５日(火)
横手

月 日 場 所 受付時間
 9:45～11:15

14:30～16:00
10:00～11:30
13:00～16:00

12:15～12:45

12月20日(日)「トイストーリー ２」
12月27日(日)「トイストーリー ３」
１月３日(日)「アイスエイジ ２」
１月10日(日)「シュレック」

12月20日(日)「トイストーリー ２」
12月27日(日)「トイストーリー ３」
１月３日(日)「アイスエイジ ２」
１月10日(日)「シュレック」

【81分】
【103分】
【91分】
【94分】

【81分】
【103分】
【91分】
【94分】
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天皇誕生日

元旦
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