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『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。
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南部シルバーエリア『イベント案内』
【佐藤政子『押し花展』】
日 ３月27日(日)まで 料 無料
【料理教室～鮭のちらし寿司ほか】
日 ３月26日(土)午前10時～
料 1,000円 講師：佐々木幸子氏
持 エプロン、三角巾、筆記用具
定 20人
【陶芸教室～植木鉢～】
日 ３月27日(日)午前10時～
料 600円 定 10人 持 エプロン
〈共通事項〉
問 南部シルバーエリア ☎26‒3880
ね・ま～れ『イベント案内』
【毛糸で作った動物ぬいぐるみ展】
日 ３月16日(水)～28日(月)､午前10
時～午後４時 ※初日は午後１時か
ら、最終日は午後３時まで
【佐藤政子押し花教室作品展】
日 ３月30日(水)～４月22日(金)､午前
10時～午後４時 ※初日は午後１時
から、最終日は午後２時まで
〈共通事項〉
料 無料 問 ね・ま～れ(十文字)
※火曜休館 ☎42‒5320
横手読書会３月例会
日 ３月18日(金)午後２時～ 場 女性
センター 内 激動の中東を旅して
講師：元横手地域局次長 石川進一氏
問 横手図書館 ☎32-2662
和太鼓レッスン体験会
日 ３月20日・４月３日(日)､午後１時
～３時／４月８日(金)午後７時～８
時30分／23日(土)午前10時～正午
場 黒川公民館 料 一般：1,000円、
中学生以下：500円 ※初回無料
問 佐藤さん ☎090‒2952-0752
第６回花咲かせプロジェクト
『～ザッツ・エンターテイメント～
ポケのひとり舞台』
日 ３月23日(水)午後７時～
場サンサン横手 料 子ども無料ご招
待、おとな参加協力金１口1,000円
以上 問 横手おやこ劇場 ☎33-0812
齊藤さん ☎090-2848-0573

日日時
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『“雪よせ”はスポーツだ!!』を合言葉に、２月28日、『‶ス
ポーツ”ＹＵＫＩＹＯＳＥ世界大会2016 in よこて』 が浅舞陸上
競技場で開催されました。19チーム、約100人の選手たちが『世
界一』の座を争って参加。横手の雪を相手に奮闘しました。

横手山岳協会
『第22回創立25周年 山の写真展』
日 ３月25日(金) ～ 28日(月)､午前９
時～午後５時 ※最終日は午後４時
まで 場 Ｙ2ぷらざ 料 無料
問 山崎さん ☎53‒3131
とっぴんぱらりのプー
第153回『昔語りの会』
日 ３月26日(土)午後１時30分～
場 こうじ庵(鍛冶町) 料 無料
問 菅原さん ☎080-5225-5903
日本将棋連盟横手支部
『月例将棋大会』
日 ３月27日(日)午前10時～ 場 女
性センター 料 一般1,000円、学生
700円(昼食、５位まで賞品、参加
問 中田さん ☎32-2479
賞付)
横手梅若会
『第８回民謡のつどい in 鶴ヶ池荘』
日 ３月27日(日)午後１時～４時
場 鶴ヶ池荘 料 500円(入浴料込)
内 会員発表会、二代目梅若社中ショ
ー ※午後５時から交流親睦会を開
催します。(３月18日まで要予約、
会費5,000円) 問 つどい事務局 高
橋さん ☎090‒6780-7875

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～】
日 ４月７日(木)午後７時～
料 1,000円 内 アニーローリー、亜
麻色の髪の乙女 ほか20曲以上
【自然を愛する皆さんの集い】
日 ４月17日(日)午後１時～ 料 800円
内 『県南の巨樹の古木たちパートⅡ』高
橋正一氏、『生演奏で楽しもう！歌謡
曲編』歌と楽器の大好きな仲間達
〈共通事項〉要予約、飲み物、洋菓子
付 場 煉瓦屋(寿町) 問 ＮＰＯヒューマ
ニティコミュニケーション ☎33-2811
押し花とポーセラーツ展
日 ４月８日(金)～10日(日)､午前９
時～午後５時 場 Ｙ2ぷらざ
料 無料 問 花えくぼ教室 菅谷さん
☎090-5594-6624
かまくら館チャリティコンサート

Ｓｐｒｉｎｇ Ｐｒｅｍｉｕｍ

～楽器の声、人の歌～
日 ４月10日(日)午後２時～ 場 かまく
ら館 料 一般1,500円、高校生以下500
円 プレイガイド：かまくら館
内 F.シューベルト『冬の旅』より『おやす
み』ほか 問 片岡さん ☎090-5595-3187

第138回 南の館『月例市民将棋大会』
日 ４月３日(日)午前10時～ 場 十文字
Ｂ＆Ｇ海洋センター 料 一般1,200円、
高校生以下800円(昼食、賞品、参加賞
付) 問 佐藤さん ☎090‒3365-2720

リンパケア体験会（女性限定）
日 ４月12日(火)午前10時～正午､午後
１時～３時 料 500円 ※要予約
場 旭ふれあい館 問 大久保さん
☎090-7325-0212

10ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
手作り雑貨マーケット
日 ４月３日(日)午前10時～午後２
時30分 場 大仙市大曲交流センター
問 手作り雑貨マーケット
☎090-7666-6001

日 ４月13日(水)午後２時～ 場 桂徳
寺(金沢本町) 料 500円
持 小筆または筆ペン 定 30人
問 桂川さん ☎37-3125

平鹿町ダンス愛好会 会員募集
日 毎週火曜日、午後７時～９時
場 浅舞公民館 料 月2,000円
持 運動靴 問 村田さん ☎24-2737

場 場所
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内 内容

持 持ち物

写経でカフェ

スローエアロビック『微笑み隊』
会員募集
日 毎月第２・４金曜日、午後７時～
８時 場 山内地域局 料 1回700円
問 吉田さん ☎080-5568-4633

定 定員

問 問い合わせ

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。

国保年金課

下水道課

国保年金課からのお知らせ
国民健康保険、国民年金等の手続きについて
■平成28年度も国民年金の学生納付特例を受け
る場合の手続き
ＨＰページ番号／000007696
所得が少なく保険料を納めることが困難な学生の
方は、申請により保険料の納付が猶予される学生納
付特例制度が利用できます。
◎平成27年度に学生納付特例を受けていた方で、平
成28年度も引き続き在学予定の方は…
→３月下旬に基礎年金番号等が印字されたハガキ
形式の学生納付特例申請書が、日本年金機構よ
り送付されます。同一の学校に在学されている
方は、このハガキに必要事項を記入し返送する
ことにより、平成28年度の学生納付特例の申請
ができます(学生証の写し等は不要)。
※なお、28年度は納付特例を利用せず、保険料の納
付を希望される場合は、お手数ですが年金事務所
へご連絡ください。

■会社を退職したときの年金の手続き

ＨＰページ番号／000001277､000007696
厚生年金や共済年金に加入していた方で、60歳未
満で退職（失業）した方、または退職した方に扶養
されていた配偶者で60歳未満の方は、国民年金加入
の届出が必要です。
◎届出方法
年金手帳、印鑑、退職した日付のわかるもの（社
会保険喪失証明書等）、保険料の口座振替を希望さ
れる場合は、預金通帳と預金通帳届出印を持参し、
手続きしてください。
【保険料の免除・猶予】
所得が少ないなどの理由により国民年金保険料を
納めることが困難な場合、申請により納付を免除、
または猶予する制度があります。保険料を未納にす
ると、将来年金を受給できなくなることがあります
ので、未納のままにせず、免除・猶予制度をご利用
ください。
◎申請方法
年金手帳と印鑑を持参し、申請してください。
【退職時の特例免除制度】
退職（失業）した方は特例が受けられ、免除が受
けやすくなります。配偶者、世帯主が退職した場合
にも対象となりますので、免除を申請する際には、
退職した方の雇用保険
受給資格者証か離職票
を持参し、手続きして
ください。

■健康保険の手続きはお早めに！

ＨＰページ番号／000001279
就職・退職などで健康保険が変更になる場合は手
続きが必要です。変更（異動）日から14日以内に国
保年金課または各地域局市民サービス課で手続きし
てください。
◎社会保険等に加入した方へ
国民健康保険を脱退する手続きは自動では行われ
ません。社会保険等に加入した時は、必ず国民健康
保険の喪失手続きを行ってください。社会保険等加
入後に横手市の国民健康保険を使用した場合、市が
病院等に支払った医療費（医療費総額の７～９割）
を返還していただくことになります。
届出が必要なとき

届出に必要なもの

国保の方が社保等に加
入

社保等の保険証または資格得
証明書、国保の保険証、印鑑

社保等を脱退して国保
に加入

社保等の資格喪失証明書、印
鑑

国保の方が他の市町村
へ転出

国保の保険証、印鑑

国保の学生の方が修学
のために転出

国保の保険証、在学証明書、
印鑑

※印鑑は世帯主の方のシャチハタ印等スタンプ式で
ないものを持参してください。
※いずれの手続きにも個人番号（マイナンバー）が
確認できる通知カード等を持参してください。
◎国民健康保険の加入は、届出が遅れた場合でも異
動のあった日までさかのぼります。退職等で職場
の健康保険を脱退する場合は、任意継続保険の制
度もありますので退職前にご確認ください。

■福祉医療受給者証 ～『マル福』について～

ＨＰページ番号／000001304
福祉医療費受給者証をお持ちの方は、加入してい
る健康保険に変更があったとき、氏名や住所が変わ
ったとき、市役所窓口にて変更の届け出が必要にな
ります。
また、今まで助成を受けることができなかったひ
とり親家庭の児童やその親、高齢身体障がい者、重
度心身障がい(児)者の方で、所得や控除の変わった
方、社保本人でなくなった方は新たに助成を受けら
れる場合がありますのでお問い合わせください。
◎福祉医療は、毎年７月に更新手続きがあります。
忘れずに更新期間中に手続きしてくださるように
お願いします。

【問合せ・申請先】 市市民生活部国保年金課（市役所本庁舎内）☎35-2186
または、各地域局市民サービス課
【年金の問合せ】 大曲年金事務所☎0187-63-2296
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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
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浄化槽を設置する場合は、助成が受けられます
下水道事業区域や集落排水事業区域以外の地域に
お住まいの方が、新築や増改築、トイレの水洗化な
どで浄化槽を設置する場合は、市が本体設置費用の
一部を補助します。
◆交付条件／主に居住を目的とする住宅等に浄化槽
を設置する方で、設置後、平成29年３
月31日までに使用する方
◆補助対象地域／下記の区域以外の地域
・公共下水道が供用開始済みの区域や事業が予定
されている区域
・集落排水処理施設の使用区域
◆申請期限／９月30日(金）
◆浄化槽設置後の維持管理／
浄化槽を使用している方は、法令により『保守点
検(年３～４回)』､『清掃(年１回以上)』､『法定検
査(年１回)』を実施することが義務づけられてい

市

民

ＨＰページ番号／000001494

ます。これらを怠ると浄化槽の故障や悪臭の原因
になりますので、定期的に行いましょう。
◆浄化槽設置補助金額
人槽区分 補助金額

５人槽
７人槽
10人槽

人槽算定基準

352,000円 延べ床面積が160㎡未満の住宅
441,000円 延べ床面積が160㎡以上の住宅
浴室および台所が２カ所以上
588,000円 ある住宅
（二世帯住宅か大家族住宅用）

※下水道や集落排水の計画がない地域には、補助金
額に10万円が上乗せされます。
※市では、環境に優しく、電気代も安くなる、低炭
素型浄化槽を推奨しています。
◆問合せ／
市上下水道部下水道課（水道庁舎内）☎35-2253

課

転入、転出の手続きができる休日臨時窓口を開設します！
年度末・年度初めは、転勤・就職・進学などで住
所変更などの手続きが増え､窓口が大変混雑します｡
市では住民異動届(転入・転出・転居など)の受付や関
連する届出ができるよう休日臨時窓口を開設します｡
◆開設日時／３月26日(土)・４月２日(土）
午前８時30分～午後５時15分
◆開設場所／横手市役所本庁舎(かまくら館隣)１階
市民生活部市民課･国保年金課･福祉総合の各窓口
※本庁舎以外は開設しませんのでご注意ください｡
◆取扱業務／
○転入・転居・転出などの住民異動届の受付
○印鑑登録の受付
○住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書の
交付
○住民税課税証明書、固定資産税評価証明書、納
税証明書の交付
○国民年金資格に関する受付

○国保資格取得・喪失手続きの受付
○福祉医療費・後期高齢者医療に関する受付
○児童手当に関する手続き
※関係機関への問合せが生じた場合や、必要な資
料が整っていない場合は、当日手続きができま
せん。再度、平日に来庁していただくことにな
りますので、あらかじめご了承ください。
※出生・婚姻・死亡などの戸籍届出は通常の休日
と同じく、日直の取扱になります。
◆取扱できない業務／
パスポートの申請・交付、障がい・児童扶養手当
等の手続きなどは、関係機関が休業しているため取
扱できません。
【問合せ】
・市市民生活部 市民課 ☎35-2176
・市市民生活部 国保年金課 ☎35-2186
・市健康福祉部 子育て支援課 ☎35-2133

地域づくり支援課

『元気なふるさと秋田づくり』顕彰事業表彰
県が地域固有の課題の解決について自立的な地域づくり活動に取り組ん
でいる団体等を表彰する『元気なふるさと秋田づくり』顕彰事業の表彰式が
２月２日、県平鹿地域振興局で行われ､市内の４団体が表彰を受けました｡
【受賞団体】
◎社会福祉法人 相和会（理事長 萱森眞雄）
◎雄物川明道塾（運営委員長 宇佐美四十二）
◎劇団 かんじき（代表 土谷久男）
◎ＹＯＫＯＴＥ 音 ＦＥＳＴＩＶＡＬ実行委員会（代表 高橋淳）
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商工労働課

社会福祉課

て
知っ しい！
ほ

横手市の公共温泉施設について

Q

横手市の公共温泉施設をご利用いただき
ありがとうございます。その運営状況につ
いて、皆さんに詳しくお知らせします｡
施

設

▶

年金生活者等支援臨時福祉給付金
(高齢者向け)を支給します

1 (県平鹿地域振興局内）☎32-2115

市内にはどのような公共温泉施設がいくつくらいあるの？

A 市には９つの公共温泉施設があり、
その概要は次のとおりです。

経過年月
立地地域 設置年月 (H27.10月現在)

名

【問合せ】市商工観光部商工労働課

vol.

設置目的（設置条例）

運営形態

主なサービス

❶ 上畑温泉 さわらび

増

田

H12年
4月

15年 ・都市との交流
6ヵ月

指定
管理

温泉入浴・宿泊・宴会・
売店

❷ 上畑温泉 ゆーらく

増

田

H5年
1月

22年 ・市民、観光客の休養資源
9ヵ月 ・地域づくり拠点

指定
管理

温泉入浴・軽食堂

直営

温泉入浴・宿泊・宴会・
食堂（テナント）・売店

ＨＰページ番号／000020851

『一億総活躍社会』の実現に向け、賃金引上げの恩恵がおよびにくい低所得
高齢者を支援するため、『年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）』
を支給します。
支給対象と思われる方には、３月最終週から順に申請書を送付します。
基

準

日

平成27年１月１日（基準日に住民登録をしている市町村に申請）

支給対象となる方

次の二つの条件をともに満たす方
①基準日に住民登録・外国人登録をしている方で、平成27年度分市民税（均等割）
が課税されていない方。
ただし、ご自身が非課税でも扶養している方が課税されている場合や生活保護受
給者などは対象外です。
②昭和27年４月１日以前に生まれた方

支

額

給付対象者一人につき３万円

❸

横手市平鹿ときめき交流センター
『ゆっぷる』

平

鹿

H7年
8月

20年 ・交流促進
2ヵ月 ・市民の健康・福祉の増進

❹

横手市交流センター『雄川荘』

雄物川

H17年
4月

10年
・都市との交流
6ヵ月

直営

温泉入浴・宿泊・宴会・
軽食堂・売店

❺

雄物川温泉保養施設『えがおの丘』 雄物川

H7年
8月

20年
・市民の心身保養、健康増進
2ヵ月

直営

温泉入浴・食堂・
プール・トレーニング室

❻

横手市大森林業者等休養福祉施設
『さくら荘』

申 請 書 提 出 先

各地域局市民サービス課、横手地域は市健康福祉部社会福祉課（本庁舎４階）

❼

農業者休養健康増進施設
『大森健康温泉』

問

給付金について…市健康福祉部社会福祉課（本庁舎内）☎35-2132
市民税について…市市民生活部税務課（本庁舎内）☎32-2510

❽

あいのの温泉

❾

大雄ふるさとセンター1号館・3号館
『ゆとりおん大雄』

鶴ケ池荘

森

S57年
8月

33年
・林業従事者等の健康増進
2ヵ月

直営

温泉入浴・宿泊・宴会・
食堂・売店

大

森

H6年
11月

20年
・農業者の健康増進、体力向上
11ヵ月

直営

温泉入浴

山

内

H10年
11月

16年 ・観光振興
11ヵ月 ・市民の保養・健康増進

指定
管理

温泉入浴・宿泊・宴会・
レストラン・売店

大

雄

H4年
12月

直営 温泉入浴・宴会・
22年 ・心身の保持増進
10ヵ月 ・コミュニティ活動の利便向上 （H27.6～） レストラン

大

Q

お客さんはどれくらい来ているの？

▶

A 過去10年間の集客人数は、次の

横手市内の公共温泉位置図

❻❼

※上記施設番号と合わせて
ご確認ください。

❾

とおりです。

❹❺

【入込客数】

❸

❶❷

（単位：人）

H26年度をH17年度
と比較すると（率）

H17年度

H19年度

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

42,796

44,661

34,908

28,590

29,386

30,824

27,855

29,673

▲30.7％

わ

ら

び

ゆ

ー

ら

く

34,709

33,375

33,659

29,128

24,992

23,365

17,632

13,702

▲60.5％

ゆ

っ

ぷ

る

123,924

120,454

114,885

105,038

105,638

109,960

107,517

108,767

▲12.2％

荘

56,494

58,181

67,440

85,077

102,346

94,427

99,085

98,117

73.7％

え が お の 丘

110,956

97,559

102,119

94,199

105,598

103,375

101,806

99,407

▲10.4％

さ

川

荘

94,355

92,874

95,538

90,707

93,109

93,592

94,330

93,139

▲ 1.3％

大 森 健 康 温 泉

48,281

50,960

48,475

47,405

39,771

35,474

32,201

35,678

▲26.1％

荘

276,340

238,819

240,532

221,204

222,842

186,865

212,465

221,775

▲19.7％

ゆと り おん大 雄

115,120

93,033

81,180

75,872

80,764

82,805

80,098

85,067

▲26.1％

902,975

829,916

818,736

777,220

804,446

760,687

772,989

785,325

▲13.0％

鶴

く
ヶ
合

ら
池
計

次回は『公共温泉施設の収支状況』についてお知らせいたします
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申

請

方

法

対象者の方（世帯）に申請書を郵送します。

申

請

受

付

平成28年４月１日(金)～平成28年７月１日(金）

支

給

方

法

申請者の指定口座に振り込みます。

合

せ

※平成27年度分市民税の申告が未申告の場合は、給付の対象になりませんので、申請の前に申告を済ませて
ください。
※年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の支給後に、修正申告等により対象要件に該当しないこ
とが判明した場合は、給付金を返納いただくことになります。

生活環境課

【東部環境保全センターの閉鎖のおしらせ】
東部環境保全センターを３月31日(木)をもって閉
鎖します。４月１日(金)以降の搬入は、新しいごみ
処理施設『クリーンプラザよこて』をご利用ください｡

さ

雄

給

東部環境保全センター閉鎖および
クリーンプラザよこて一般公開について

❽

全体的な傾向として、ここ数年の入込客
数（※施設の各サービスを利用した総数）
は、概ね横ばい、または微減の状況です。
しかし、Ｈ26年度の入込客数は、10年前と
比較すると、『雄川荘』を除き、平均で約20
％減少しています。（※雄川荘はＨ22年10
月の『三吉山荘』廃止に伴い、広間・軽食コ
ーナー等を整備したためＨ22年度に増加）

05

インフォメーション

インフォメーション

※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

○東部環境保全センター最終搬入日時
３月31日(木)午後４時30分まで
○クリーンプラザよこて
・搬入日
月曜日から土曜日およ
び第３日曜日
・搬入時間
午前８時30分～午後４
時30分
※詳しくは、各ご家庭に配
布しました『ごみの分け
方・出し方』の30ページ
をご覧ください。

【クリーンプラザよこて一般公開のお知らせ】
新しいごみ処理施設『クリーンプラザよこて』が
いよいよ４月１日から本格稼働します。これに先立
ち、新施設を一般に公開します。
◆一般公開日／３月26日(土)・27日(日)※２日間
◆公開時間／①午前10時～ ②午後２時～
◆定員／①②とも各先着50人まで
◆申込期限／３月25日(金)午後５時まで※定員に達
した場合は、締切らせていただきます｡
◆申込み／下記、市生活環境課まで電話でお申し込
みください。なお、人数に限りがありま
すのでお早めにお願いします。

【問合せ】市市民生活部生活環境課（本庁舎内）☎35-2184

市報よこて
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04

昨年に続き２年目になる実証実験の報告会を次のよう
に行います。詳しくは、当ＮＰＯのホームページがあり
ますので、ご覧ください。※『横手 屋根雪』で検索
●日時／３月27日(日)午後１時30分～２時30分(予定）
●場所／Ｙ2ぷらざ３階
【問合せ】横手市の新しい屋根雪対策を考えるＮＰＯ
事務局(高橋）☎080-5550-6263

『食～自然からの恵み～』展

催し

食を育む人々の姿、食材のもつモ
チーフとしてのみずみずしい美しさ
や生命感をうけて、作家たちが制作
した作品の数々をお楽しみください。
●開催期日／４月17日(日)まで
※午前９時30分～午後５時（最終入
館４時30分) ●入場料／無料
【場所・問合せ】
秋田県立近代美術館☎33-8855

アビリティコース『公共職業訓練』
受講生募集

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。
◎金属加工技術科 ◎住宅リフォームデザイン科
《共通事項》
●訓練期間／５月10日(火)～10月31日(月)
●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）●定員／各15人
●募集期間／３月23日(水）まで
【場所・問合せ】ポリテクセンター秋田☎018-873-3178

各種計画に対する意見を募集しています

募集

市の空家等対策の総合的な方針等を定める計画案につ
いて、意見募集を行っております。
詳しくは、市ホームページ（ページ番号000019549）
をご覧ください。
●計画名／横手市空家等対策計画（案）
●意見等募集期間／３月31日(木)まで
●閲覧場所／市生活環境課(本庁舎１階)または､各地域
局市民サービス課
【問合せ】市市民生活部生活環境課☎35‒4099

P

ア

ク

ッ

ピ

ッ

ick

プ

!!

up

北上線で行く、展勝地さくらまつり
ウォーキングツアー参加者募集

●開催日／４月16日(土)※雨天決行
●行程／横手駅発(午前10時39分)→北上駅着(正午)→ウ
ォーキング･展勝地観光(昼休憩含む)→北上駅発(午後４
時41分)→横手駅(６時）
●参加料／1,000円※小学生は500円
(往復運賃・保険料・お土産含む）
●対象／市内在住の方
●定員／40人(申込多数の場合は抽選）
●申込締切／３月30日(水)午後５時まで
【申込み】岩手・秋田県際交流事業実行委員会
事務局(市総合政策部経営企画課内)☎35-2164
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お知
らせ

裁判所不動産競売入札公示

●入札期間／４月６日(水)～13日(水)
●入札場所／秋田地方裁判所横手支部執行官室
●開札日時／４月20日(水)午前10時
●所在地等／横手市朝倉町(宅地・居宅)、寿町(宅地・
居宅・店舗・調理場・物置)、新坂町(宅地・雑種地・
公衆用道路･居宅･作業場)、前郷一番町(宅地･居宅)､
平鹿町浅舞(居宅･店舗･事務所)、湯沢市吹張(宅地・
居宅･倉庫)、羽後町林崎(雑種地)､羽後町林崎(宅地・
雑種地・事務所・車庫・物置）
●物件詳細／同支部１階閲覧室に備え付けの物件明細書
等、またはインターネットウェブサイト『ＢＩＴ(不動
産競売物件情報)』でご確認ください
【問合せ】秋田地方裁判所横手支部☎32-4240
お知
らせ

平成28年度労働基準監督官採用試験の
お知らせ

●第一次試験日／５月29日(日)
●試験会場／秋田大学教育文化学部３号館（予定）
●受験資格／
①昭和61年４月２日～平成７年４月１日生まれの方
②平成７年４月２日以降の生まれで次に該当する方
（１)大学を卒業した方および平成29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
●採用予定者数／労働基準監督Ａ（法文系）約160人、
労働基準監督Ｂ（理工系）約40人
●申込方法／インターネットにより行ってください
※アドレス（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html)
※インターネット申込みができない環境にある場合は、
申込書を交付しますのでお問い合わせください
●申込期間／４月１日(金)午前９時～13日(水)※郵送ま
たは持参の場合は、４月４日(月)までの通信日付印有効
【問合せ】秋田労働局総務部総務課☎018-862-6681
お知
らせ

平成29年歌会始のお題・詠進歌について

●お題／『野』※歌に詠む場合は『野』の文字が詠み込ま
れていればよく、『野火』､『視野』のような熟語にして
も差し支えありません ●詠進期限／９月30日(金）
●送付先／〒100-8111宮内庁
※封筒に『詠進歌』と書き添えてください
【問合せ】宮内庁ホームページにある『詠進要領』をお読
みいただき、疑問がある場合には、宮内庁式部職あて、
郵便番号、住所、氏名を記入し返信用切手を貼った封筒
を添えて、９月20日(火)までにお問い合わせください
※宮内庁ホームページ（http://www.kunaicho.go.jp/）
催し

第４回じゅうもんじ音楽祭の開催

第４回じゅうもんじ音楽祭は、藤原歌劇団テノール歌
手の中鉢聡氏をお迎えして、日本オペラ界の楽しいお話
しや華麗な歌声を鑑賞します。他にも柴田周子氏の荘厳
なクラシックギター演奏、現役音大生の弦楽アンサンブ
ル、木管五重奏など春の音楽をお贈りします。
●日時／３月27日(日)午後２時～４時
●場所／十文字文化センターホール（客席：350席）
●入場料／500円※入場券は､十文字文化センター､十文字
地域局十文字地域課、十文字西地区館で好評販売中です
【問合せ】十文字地域局十文字地域課☎42-5111

お知
らせ

短期集中型通所サービス利用者募集

生活機能を改善するための運動器の機能向上や口腔・
認知機能の向上について、３カ月間集中的に行う通所サ
ービスです。退院後の方や体力が落ちてきて心配という
方等の運動機能向上に利用できます。
●利用開始／４月 ●利用料／１回300円(利用回数は週
１～２回） ●対象者／基本チェックリストで該当した
方、要介護認定で要支援１、２の方
【申込み・問合せ】各地域包括支援センター
（東部☎35‒2160、南部☎35‒2177、西部☎35‒2135）
お知
らせ

４月納付分から 協会けんぽの
保険料率が変わります

協会けんぽは、主に中小企業の従業員とそのご家族の
皆さんが加入する健康保険です。健康保険料率は、全国
との医療費格差の拡大などにより、平成28年４月納付分
から10.11％（現行10.06％）に引き上げとなります。
なお、40歳から64歳までの方に対する介護保険料率は
1.58％に据え置かれます。
厳しい経済情勢ではありますが、加入者の皆さんの健
康を支え、安心して医療サービスを受けていただくため
にも、ご理解のほどよろしくお願いします。
【問合せ】全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部
☎018-883-1841
お知
らせ

な な

コーヒーサロン『和生』を開催しています

コーヒーサロン『和生』は、市のメンタルヘルスサポ
ーター養成講座や研修会等を修了したメンバーで構成さ
れた『よこて和生の会』が運営しています。
地域の方の心の支えになりたいという思いで活動して
います。皆さん、サロンでほっとひと息しませんか。
●日時／毎月第１･３火曜日
①午前10時～正午 ②午後１時～３時
●場所／秋田県南部男女共同参画センター
【問合せ】よこて和生の会事務局
（市健康福祉部健康推進課内）☎33-9600
な

お知
らせ

な

秋田地方法務局から湯沢支局の統合の
お知らせ

秋田地方法務局湯沢支局は、５月16日(月)をもって、
同局大曲支局に統合します。この統合に伴い、現在､湯
沢支局で取り扱っている不動産登記申請､不動産および
商業・法人に係る各種登記事項証明書の請求手続、供託
および人権擁護等に係る全ての事務は、大曲支局で取り
扱うこととなります。なお、詳細については、秋田地方
法務局のホームページをご覧ください。
【問合せ】秋田地方法務局総務課☎018-862-6531
お知
らせ

インフォメーション

インフォメーション

屋根雪対策実証実験の市民報告会

催し

教育委員会短信
２月定例教育委員会の審議内容(２月15日）

①横手市立図書館設置条例の一部を改正する条例に関す
る意見の申出【内容決定】
②平成28年度教育行政方針について【内容決定】
③平成27年度横手市一般会計補正予算（第８号）に関す
る意見の申出【内容決定】
④平成28年度横手市一般会計予算に関する意見の申出
【内容決定】
【問合せ】市教育総務部教育総務課☎32-2402

３月の東部環境保全センター開庁日の
お知らせ

お知
らせ

３月31日(木)のごみ一般搬入受入終了に伴い､21日(月)
の振替休日を含む通常受入日に加え、次の期日も直接搬
入を受け入れます。ご利用ください｡
●追加受入日／３月26日(土)※時間は通常受入日と同じ
●通常受入日／月曜日から金曜日
午前８時30分～午後４時30分
【問合せ】市市民生活部東部環境保全センター☎33-3996

軽自動車税は４月１日が基準日です
～軽自動車税の手続きはお早めに～

お知
らせ

市では軽自動車税の納税通知書を、毎年５月上旬に送
付していますが、例年、この通知書を受け取った方から
｢知人へ譲ったのに、また自分に納付書が届いた｣､「自
分で処分したが、今年も納付書が届いた」といったお問
い合わせをいただきます。
軽自動車税は､４月１日現在の所有者に課税されます｡
税務課や軽自動車協会に名義変更や廃車届を提出しない
ままでいると、前の所有者に課税されますので、名義変
更届や廃車届は､必ず３月末日までに済ませてください｡
なお、軽自動車税に月割制度はありませんので、４月
２日以降に廃車された場合でも、１年分の税金がかかり
ます。手続きはお早めにお願いします。
【問合せ】
●125㏄以下の原動機付自転車､ミニカー(三輪以上50㏄
以下)､小型特殊自動車・農耕作業用トラクター等
⇒市市民生活部税務課☎32-2510､または最寄りの地域局
市民サービス課税務担当
●125㏄を超える二輪車､軽自動車(四輪・三輪)､雪上車
⇒横手地区自家用自動車協会事務局（県南総合交通セン
ター内）☎32-1371
お知
らせ

横手中央線の開通のお知らせ

工事でご不便をおかけしておりました横手中央線が、
３月30日(水)午前10時より全面開通の予定です。
N

↑横手病院

蛇の崎橋

←大仙市
全面開通予定区間
よねや
双葉店

横手市役所→
↓二葉町

【問合せ】市建設部都市計画課☎32-2408
お知
らせ

４月から電力の小売全面自由化が始まり
ます！便乗商法に気をつけましょう

自由化により家庭でも電力の購入先を自由に選べるよ
うになります。
１．契約する際には電気料金や解約金などについてよく
確認しましょう
２．太陽光発電､蓄電池等の便乗勧誘が行われています｡
必要かどうかよく考えて契約しましょう
３．不審電話やトラブルの際は、市消費生活センター
(☎32-2919）に相談しましょう
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連結貸借対照表のうち

有形固定資産 の目的別内訳
総務

庁舎､通信施設など

139億3,003万円
14万6千円
（5.3％）

期首資金残高（※３）
収支内訳

○
○
○
○

期末資金残高（※４）
※３ 期首：平成26年度当初現在高
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消防､収益事業など

33億109万円
3万5千円
（1.2％）

上段：市の総額
中段：市民１人あたり
の金額
下段：構成比

9億6,326万円

213億3,879万円
※４ 期末：平成26年度末現在高

秋田県市町村総合事務組合
秋田県市町村会館管理組合
秋田県後期高齢者医療広域連合

＋

第三セクター

(※２)

※１ 普通会計とは、一般会計と障害者支援施設特別会計と土地区画整理事業特別会計
を合算した会計をいいます。
※２ 連結した第三セクターは次の６法人です。
㈱増田町物産流通センター、㈱天下森振興公社、㈱山内観光振興公社、㈱ウッディ
さんない、㈱大雄振興公社、㈱横手殖林社

道路､河川､住宅､下水
道など

農道など

231億8,914万円

1,206億7,395万円

24万4千円
（8.9％）

ゴミ処理施設など

415億5,260万円
43万6千円
（15.9％）

連結貸借対照表は、決算日（平成27年３月31日現在）に市全体が所有する現金や債権、資産形成のために投資さ
れた資金などが、どのくらいあるかを示したもので、一般的に『バランスシート』と呼ばれています。貸借対照表
は、資産・負債・純資産の３つの要素から構成されています。

借

生活基盤

126万8千円
（46.3％）

有形固定資産総額

2,608億2,878万円
市民１人あたり
274万1千円

１．公共資産
有形固定資産（Ａ）
無形固定資産
売却可能資産
２．投資等
投資・出資・貸付金
基金等
長期延滞債権など
３．流動資産
資金
未収金など
４．繰延勘定

資産合計

貸

方

2,668億8,624万円 【負債の部】
2,608億2,878万円
１．固定負債
50億3,164万円
10億2,582万円
２．流動負債
119億9,981万円
負債合計（Ｂ）
16億2,632万円
94億7,900万円 【純資産の部】
8億9,449万円
232億8,966万円
213億3,879万円
純資産合計（Ｃ）
19億5,087万円
771万円

3,021億8,342万円

横手市民１人あたりの
貸借対照表（バランスシート）

203億7,553万円

経常的収支
112億3,755万円
公共資産整備収支
△17億3,317万円
投資・財務的収支
△85億3,694万円
経費負担割合変更に伴う差額
△418万円

当期収支

その他

産業振興

環境衛生

連結資金収支計算書は、１年間の市全体の現金収
支が、どのような理由で増減しているかを、性質別
に区分して整理したものです。

＋

59万 1千円

1,802億7,301万円

④連結資金収支計算書

一部事務組合・広域連合

市ホームページ ペ(ージ番号０００００２６９４）
で財務書類の詳細を公表しています。
◆問合せ 市総合政策部財政課☎３５‐２１６７

期末純資産残高

△40億5,589万円
（※４）

市では、よりわかりやすく財

当期変動合計

政状況を理解できるように、企

災害復旧費や公共資産除却損など

業会計的な手法を取り入れて、

△60億7,878万円

市が現在までに取得した資産や

○ その他

負債、行政サービスに要した経

582億3,069万円

横手市
普通会計 (※１)
＋
特別会計
公営企業会計

①連結貸借対照表

780万円

市税、地方交付税、国や県からの補助金など

費などを財務書類にまとめ、年

○ 財源の調達

△562億

連結財務諸表の範囲

【資産の部】

当期の変動内訳

1,843億2,890万円

に一度、市の財政の実態として

市民１人あたり

780万円

財務書類は、市の財政状況を

純経常行政コスト(Ａ)－(Ｂ) 562億

③連結純資産変動計算書
連結純資産変動計算書は、市全体の純資産が１年
間にどのように変化したかを示すものです。

32万 9千円

お知らせしています。

市民１人あたり

資産や負債といったストック情

50万3千円
（54.6％）

○ 純経常行政コスト

313億7,395万円

報、減価償却費を含むコスト情

経常収益（Ｂ）

報、キャッシュ・フロー情報な

地方債の利子など

どにより表したもので、『貸借対

福祉
478億6,295万円

期首純資産残高（※３）

25億8,363万円

行政サービスの利用で市民の皆さんが直接負担する施設
使用料、手数料など

市民１人あたり
92万円

12万8千円
（13.9％）

○ その他のコスト

照表』、『行政コスト計算書』、『純

総額
875億8,175万円

環境衛生
121億6,213万円

254万円

児童手当や生活保護費などの社会保障給付費や
各種団体への補助金など

資産変動計算書』および『資金

4万8千円
（5.3％）

470億

収支計算書』の４表から構成さ

7万4千円
（8.0％）

○ 移転支出的なコスト

れます。

教育
45億9,976万円

産業振興
70億1,620万円

245億3,937万円

施設の維持管理費や減価償却費など

26

年度の決算に基

6万9千円
（7.5％）

○ 物にかかるコスト

今回、平成

6万1千円
（6.6％）

134億5,621万円

職員の給与・退職手当など

づき、普通会計をはじめ公営事

生活基盤
65億3,948万円

○ 人にかかるコスト

業会計や第三セクターなどを含

総務
3万7千円
58億2,145万円 （4.1％）

92万円

んだ全体の財務書類を作成しま

上段：市の総額
中段：市民１人あたりの金額
下段：構成比

その他
35億7,978万円

市民１人あたり

性質別内訳

経常行政コスト の目的別内訳

875億8,175万円

経常行政コスト（Ａ）

したので、その概要についてお

連結行政コスト計算書は、市が提供する経常的な
行政サービスに要した費用と受益者負担である使用
料などの収入を表したものです。

知らせします。

②連結行政コスト計算書

横手市の財務書類を
公表します

横手市の財務書類を公表します

福祉

老人福祉施設など

79億5,845万円
8万4千円
（3.1％）

教育

学校､公民館など

502億2,322万円
52万8千円
（19.3％）

資 産
317万円

負 債
128万円
純資産
189万円
人口95,175人で計算

（平成27年３月末日・住民基本台帳調）

負債・純資産合計

方
1,112億7,563万円
106億3,478万円

1,219億1,041万円

1,802億7,301万円
3,021億8,342万円

貸借対照表から分かること
社会資本整備の結果を示す有形固定資産のうち、純
資産による整備割合を見ることにより、これまでの世
代によってすでに負担してきた割合を、また、地方債
による整備割合を見ることにより、将来世代による負
担割合を知ることができます。

○これまでの世代の負担比率 69.1％ (Ｃ)÷(Ａ)
○将来の世代の負担比率
46.7％ (Ｂ)÷(Ａ)

※資産のうち有形固定資産に対する割合のため、両比率の合計は
100％になりません。
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市民のうごき
94,330人 （-118）
男
女

世帯

44,637人
49,693人

27

▼

2

休日臨時窓口開設
8：30～17：15、本庁舎1階、詳細
は2ページ

（-58）
（-60）

3

▼

人口

春分の日

休日臨時窓口開設
第４回じゅうもんじ音楽祭
8：30～17：15、本庁舎1階、詳細
13：30開場、十文字文化センター
は2ページ
『屋根雪対策実証実験』市民報告会
13：30～、詳細は7ページ

▼

ゆっぷる“春風待湯”藤咲慶子民謡･
歌謡ショー
13：30～､ゆっぷる※入館料のみ
でご覧いただけます

▼

22

振替休日

20

日

▼

▼

21

土

全日本バレーボールチーム市民交流会 よこいち。
8：00入場整理券配布開始、横手
10：00～、Ｙ2ぷらざ
体育館
ピアノコンサート『大正ピアノ演奏会』
13：00～、増田ふれあいプラザ

▼

2016

金

▼

ひな人形展～明治の押絵とつるし飾り～
～4月17日、9：00～､雄物川郷土
◎全日本男子バレーボールチーム『横手合宿』
資料館
期間／3月19日（土）まで
『食 ～自然からの恵み～』展
公開練習／10：00～12：00、16：00～19：00
～4月17日、9：30～､詳細は7ページ
場所／横手体育館
問合せ／市スポーツ振興課☎35-2173

木

▼

15

水

▼

14

火

イベント カレンダー

イベント カレンダー

3/15
▶▶▶4/5

月

34,430世帯 （-21）
※2月末現在（先月末比)

市内の空間放射線量（２月19日測定)
単位：マイクロシーベルト毎時

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
0.04
0.05

◎中学校入学式日程
４月６日(水)13：30～／横手清陵学院
４月７日(木)13：00～／増田
13：30～／平鹿・十文字
14：00～／横手南・横手北・横手明峰・山内

いずれも秋田県の通常レベルの範囲
内(0.022～0.086)です。

3月20日(日)
3月21日(月)
3月27日(日)
4月3日(日)

休日救急当番医(9:00～12:00)

電話番号

平鹿総合病院(荻原医師・妹尾医師※1)

32-5124

小田嶋まさる内科(横手)

38-8951

桃雲堂高橋医院(増田)

45-2363

市立横手病院(熊谷医師)

32-5001

下田内科消化器科医院(増田)

45-5800

平鹿総合病院(鈴木医師)

32-5124

日曜夜間小児救急外来(18:00～21:00)

電話番号

平鹿総合病院(駒形医師)

32-5124

平鹿総合病院(石橋医師)

32-5124

平鹿総合病院

32-5124
※１…整形外科の医師も診察します

横手市医師会だより

熊谷 理夫

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

私の仕事中の歩行距離などたかが知れている。日頃の運動不足は明らかだ。いわんや冬を
や。そこで、下肢筋力アップのためスクワットを始めた。まず、足を肩幅に開き、背すじを
しっかりと伸ばして立つ。そのまま腕を前に伸ばす。そして、太ももと床が平行に近くなる
まで腰を下ろし、戻る。椅子に腰掛けるように、臀部を後ろに突き出す姿勢をとることがポ
イント（写真参照）。高齢者であれば５～10回を３セット、頻度は1日置きが目安。不精な人
にお勧め。
で ん ぶ
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2 月分

寄附件数／82件
寄附額／1,144,000円
問合せ／市地域づくり支援課
☎35-2266

◎行政相談
３月15日(火)／大雄福祉センター(9：30～12：00)
３月22日(火)／雄物川庁舎(10：00～12：00)
３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）
３月15日(火)／山内福祉センター（ゆうらく館）
３月15日(火)／大雄福祉センター（ふれあい館）
３月16日(水)／平鹿福祉センター（ゆとり館）
３月23日(水)／雄物川コミュニティセンター
◎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)

医師

献血

『足が弱ったと思う最近の私の心がけ』

大森健康温泉…３月22･28日
ゆとりおん大雄…３月17日
健康の駅トレーニングセンター
東部………３月16･20･21･23･30日
西･南部 …３月19～21･26･27日、４月２･３日
子どもと老人のふれあいセンター
……………３月22･28日、４月４日
南部シルバーエリア…
……………３月15･22･28日、４月４日

熊谷医院

寄附金の受付状況

３月16日(水)／市役所本庁舎(13：00～15：00）
☎35-4099(市くらしの相談係)
３月18日(金)／大森コミュニティセンター（10：00～12：00）
☎26-3274(社会福祉協議会)
３月23日(水)／担当弁護士の事務所(13：00～15：30）
☎35-4099(市くらしの相談係)
４月１日(金)／十文字福祉センター（10：00～12：00）
☎42-5858(社会福祉協議会)
◎人権相談（9：00～12：00／13：00～16：00）
３月23日(水)／条里南庁舎

善意

石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
横手市民会館…３月15･21･22･29日、４月５日
後三年合戦金沢資料館…休館予定なし
釣りキチ三平の里体験学習館
……３月22･28日、４月４日
雄物川郷土資料館…休館予定なし
ゆっぷる………３月16日
ゆとり館………３月15･22･29日、４月５日
えがおの丘……３月22･28日、４月４日

『ふるさと納税』

◎法律相談※事前の予約が必要です

診療日

休館日

横手図書館……３月16･23･30日、４月１日
増田図書館……３月22･28日、４月１･４日
平鹿図書館……３月15･22･29日、４月１･５日
雄物川図書館…３月16･23･30日、４月１日
大森図書館……３月15･22･29日、４月１･５日
十文字図書館…３月16･23･30日、４月１日
山内図書室
……３月19～21･26･27日、４月２･３日
大雄図書室……３月20･21日

応援ありがとうございます！！

◎小学校入学式日程
４月７日(木)10：00～／醍醐・雄物川
４月８日(金)10：00～／栄・朝倉・横手北・増田・浅舞・吉田・大森
大雄・十文字第二・植田・睦合・山内
13：30～／横手南・旭・十文字第一

相談

休日当番医

月 日
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◎横手市へ
よねや商事㈱／佐々木兼光さん
◎横手市サンハイムへ
㈱サンベンディング横手／秋田県写真協会
◎県南愛児園ドリームハウスへ
㈱サンベンディング横手／㈱横手ヤクルト
カーブスよねや／農事組合法人みずほ
自衛隊秋田地方協力本部 横手地域事務所
ビイギャル横手
伊藤暉悦さん／川村菊治さん
高橋絹子さん／髙山利勝さん

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
３月16･23･30日、４月６日
／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
３月22日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
３月15･22･29日、４月５日
／13：30～16：30
上平野沢へき地診療所（内科）
３月17･24･31日
吉 谷 地／13：00～15：00
山内武道／15：10～17：00

月 日
３月16日(水)
平鹿

場 所

受付時間

㈱平鹿精機製作所

10:00～10:30

㈱品川合成製作所

10:45～11:15

介護老人保健施設

西風苑

マックスバリュ平鹿町店
３月27日(日) スーパーセンタートラスト雄物川店
雄物川
（原則400ml献血のみ受付）

13:15～14:30
15:30～16:30
10:00～11:45
13:00～16:00

◎養護老人ホームひらか荘へ
浅舞婦人漬物研究会
傾聴ボランティアあすなろ
◎特別養護老人ホーム白寿園へ
大森婦人会／中安甲吉さん
◎老健おおもりへ
堀江茂寿さん
◎居宅支援センター森の家へ
文化琴サークル

無料映写会 ～南部シルバーエリア（大森町）
◆上映時間／13：00～ ◆問合せ／☎26-3880
３月20日(日)「ライオンキング３ ハクナ・マタタ」
３月27日(日)「ドラえもん のび太のひみつ道具博物館」
４月３日(日)「名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」
４月10日(日)「ＳＴＡＮＤ ＢＹ ＭＥ ドラえもん」
市報よこて

【76分】
【104分】
【110分】
【95分】
2016.3.１５
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