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市報よこてが

１０月から月１回発行に

変わります！

RENEWAL!

市報よこては、１０月から月１回（毎月１日）の発行となります。
１０月以降も、生活に役立つ情報をより詳しく、わかりやすくお伝えするとともに、
市民の皆さんがたくさん登場し、紙面から笑顔があふれ出るような広報紙づくりに

まい進します。ぜひたくさんのご意見を、紙面にお寄せください。
なお、全戸配布・回覧の回数については、変更の予定はありません。

　『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。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、９月１５日号までコーナーをお休みし
ておりますが、１０月号から気持ちも新たに再開します。
　掲載を希望される場合には、発行日の１カ月前（１０月号の場合は９月１日）までに
原稿をファクス、メール、郵送、または直接、秘書広報課まで提出してく
ださい。なお、『みでたんしぇ』コーナーの掲載基準などについては、市
ホームページ（ページ番号000020440）をご覧ください。

市民の、市民による、市民のための情報コーナー

を再開します！

市報掲載のてびき
（みでたんしぇ）



※市ホームページ (https://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

税務課

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者は
保険税（料）の減免を受けられる場合があります

　新型コロナウイルス感染症の影響により、次のい
ずれかの要件を満たす方は、申請により保険税（料）
減免を受けられる場合があります。

①�保険税（料）を全額免除／新型コロナウイルス感染
症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤
な傷病を負った世帯の方
②�保険税（料）の一部を減額／新型コロナウイルス感
染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前
年と比べ一定以上減少することが見込まれ、次の
要件を全て満たす世帯の方
●�世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入な

【問合せ】税務課（本庁舎内）☎32－2510　または各市民サービス課

HPページ番号 000025765、 000025848、 000025854

ど、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比
べて10分の３以上減少する見込みであること
●�収入減少が見込まれる種類の所得以外の、前年の
所得の合計額が400万円以下であること
●�国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の場合、
前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
※�申請の際は、収入を証明する書類（給与明細書・
離職票・帳簿など）が必要です。

　申請に必要な書類の詳細や、自身が減免の対象に
なるかどうかなど、不明な点があればお問い合わせ
ください。

建設課

令和２年度新規除雪作業員を募集します
◆勤務内容／各地域局管内の道路の除排雪作業など
◆勤務期間／11月16日（月）～令和３年３月15日（月）
　※状況により３月31日まで延長あり。
◆勤務日／月曜～金曜日（祝日を除く）
　※積雪状況により休日出勤あり。
◆勤務時間／原則午前８時３０分～午後４時３０分
　※降雪量により早朝出勤あり。
◆賃金／時給１，３００円（休日・夜間は割増し）
◆募集人数／26人
　�横手地域局４人、増田地域局４人、平鹿地域局８
人、雄物川地域局２人、大森地域局３人、山内地
域局１人、大雄地域局４人

HPページ番号000011490

※�応募先の地域局で定員を超えた場合、他地域局と
調整する場合があります。
◆�応募要件／大型特殊自動車運転免許を有し、車両
系建設機械運転技能講習（整地・運搬など）を修
了、もしくは１０月末までに修了見込みの方で、心
身ともに健康な方
◆�応募方法／ハローワークを通じて申込み
　※�８月３１日（月）までに、ハローワークの紹介状、
履歴書、運転免許証の写し、自動車安全運転セ
ンターが交付する運転記録証明書（３年間）を、
市建設部建設課へ提出してください。

◆�選考結果／９月中に本人へ通知

【問合せ】建設課（県平鹿地域振興局内）☎32－2407

議会事務局

議会を傍聴しませんか　市議会９月定例会（予定）のお知らせ
　市議会の傍聴を希望される方は、本庁舎７階の傍
聴席に直接お越しください。
　なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
マスクの着用と備え付けの消毒液の利用、傍聴票へ
の記入にご協力ください。せき、発熱などで体調の
すぐれない方は、傍聴をご遠慮ください。
◆会期／８月２４日（月）～９月１７日（木）※２５日間
◆場所／本庁舎６階議場（傍聴席は７階）

HPページ番号000015533

◆時間／午前１０時から
　※９月１７日は予算特別委員会終了後に開催予定
◆日程／８月２４日（月）本会議
　　　　（開会、市長所信説明ほか）
９月１日（火）本会議（一般質問）
９月２日（水）本会議（一般質問）
９月３日（木）本会議（一般質問）
９月１７日（木）本会議（各委員長報告ほか、閉会）

【問合せ】議会事務局（本庁舎内）☎32－2535

都市計画課

8月２４日から三枚橋地区住居表示を実施します
　三枚橋地区土地区画整理事業の完了に向けて、事業
の実施区域と隣接一部区域の住居表示を行います。
　住居表示は住所をわかりやすくする制度です。８
月２４日以降は、新しい住所をご使用ください。

◆字名の新旧対照
●三枚橋二丁目／横手町字下飛瀬の一部
●�駅西一丁目／駅前町の一部、横手町字下飛瀬の一
部、前郷字上三枚橋の一部、前郷字下三枚橋の一部

HPページ番号000025578

●�駅西二丁目／駅前町の一部、前郷字上三枚橋の一
部、前郷字下横山の一部
●�駅西三丁目／駅前町の一部、前郷字下横山の一部
●�駅南三丁目／駅前町の一部、安田字樋渡の一部、
安田字縄手添の一部
◆郵便番号
●三枚橋二丁目／〒０１３－００６９
●駅西一・二・三丁目／〒０１３－００４９
●駅南三丁目／〒０１３－００６２�

契約検査課

横手市優良工事表彰受賞者が決定しました
　市が発注し、昨年度完成した工事のうち、他の模
範となる優れた工事１２件が、厳正な審査により決定
しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、例年実
施している表彰式は中止となりましたが、良好な工
事内容に加え、地域貢献活動や先進的な取り組みが

HPページ番号000001932

顕著だった企業と、その中で主導的な役割を果たし
た技術者に対し、表彰状が授与されました。
　各工事の概要を記載したパンフレットは、市ホー
ムページに掲載しているほか、条里南庁舎、県平鹿
地域振興局２階、水道庁舎、Y²ぷらざに展示して
います。ぜひご覧ください。

【問合せ】契約検査課（条里南庁舎内）☎35－2169

【問合せ】都市計画課（県平鹿地域振興局内）☎32－2408

工事名 施工業者
平成30年度　準用河川寄木川河川等災害関連工事 株式会社　最上田組
平成30年度　増田地区（第２工区）電線共同溝整備工事 日本コムシス株式会社　東北支店
令和元年度　市立横手病院本町地区駐車場整備工事 有限会社　野崎建設
平成30年度　市道境中央線道路改良工事 株式会社　最上田組
準用河川寄木川左右岸河川災害復旧工事 伊藤建設工業株式会社
旧南小学校解体工事 渡部工業有限会社
令和元年度　市道横手平鹿増田線舗装工事 株式会社　マルサ建設
令和元年度　市道寿町上横山線舗装工事 創和建設株式会社
平成30年度　十文字橋補修工事 株式会社　吉田建設
平成29年度（繰）�準用河川寄木川河川等災害関連工事 三又建設株式会社
令和元年度　横手伏山・六ノ口地区管渠築造工事（第２工区） 株式会社　柏建設
西分署建設工事（建築工事） 横手・創和�西分署建設工事（建築工事）特定建設工事共同企業体
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貴重な水資源の有効利用のため
漏水調査を行います

　今年度は横手地域の一部と大雄地域において、各
家庭に分岐している給水管の調査を行います。横手
市の腕章をつけた調査員が伺った際には、宅地内で
の調査にご協力をお願いします。
【問合せ】水道課☎３５－２２５２

男女共同参画社会の実現のため
アンケートにご協力をお願いします

　男女共同参画社会とは『男女が、社会の対等な構
成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分
野における活動に参画する機会が確保され、もって
男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利
益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべ
き社会』をいいます。
　市では、市民の皆さまの男女共同参画に対する意
識や意見を反映した『横手市男女共同参画行動計画
第４次計画』を策定するため、市ホームページ（番
号000025871）で市民の方を対象としたアンケートを
実施しています。アンケートの内容は、家庭や職
場、地域活動など、身近な生活に関する内容です。
皆さまの貴重なご意見をぜひお寄せください。
●実施期間／８月３１日（月）まで
【問合せ】地域づくり支援課☎３５-２１５8

知っていますか？　建退共制度
建設現場労働者のための退職金制度です

　この制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建
設現場労働者の福祉増進と建設業を営む中小企業の
振興を目的として設立された退職金制度です。国の
制度のため安全で確実、申し込み手続きは簡単です。
掛金は事業主負担になりますが、一部を国が助成し、
法人は損金、個人は必要経費として扱われ、税法上
全額非課税となります。詳しくは建退共ホームペー
ジをご確認いただくか、お問い合わせください。
【問合せ】建設業退職金共済秋田支部☎０１8-8２３-５４９５

介護職の魅力にふれてみませんか
秋田県介護の職場体験事業

　秋田県内の介護施設や事業所での職場体験です。
資格や経験の無い方でも体験できます。申込方法な
ど詳しくは、QRコードから県社会福祉協議会ホー
ムページをご確認ください。
●対象／中学生以上
●申込締切／令和３年２月28日（日）
【問合せ】秋田県社会福祉協議会☎０１8-8６４-３１６１

令和２年度
ふくしのしごと総合フェア　in　秋田

　求職中の方や学生など、福祉や介護、保育の仕事
をお探しの方はぜひお越しください。求職者向けに
事業所の担当者との個別面談を開催するほか、履歴
書用の写真の無料撮影も行います。詳しい内容につ
いてはお問い合わせください。
●日時／８月29日（土）午後１時～３時
●場所／ホテルメトロポリタン秋田３階グランデ
【問合せ】秋田県社会福祉協議会☎０１8－8６４－２88０

県税事務所から個人事業税（１期）の
お知らせです

◎個人事業税（１期）の納期限は８月31日（月）です
　忘れずに金融機関などで期限内に納めましょう。
口座振替の方は預金残高の確認をお願いします。

◎個人事業税の納税も口座振替にしませんか
　公共料金などと同様に口座振替にすると、金融機
関に行く手間が省け安全・確実です。９月30日（水）
まで申込みいただければ令和２年度２期分から口座
振替ができます。詳しくはお問い合わせ下さい。
◎新型コロナウイルス感染症の影響による県税の徴
収猶予の特例制度について
　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し
て納付が困難な方は、納期限までに申請することで
徴収の猶予を受けられる場合があります。詳しくは
県ホームページ『美の国あきたネット（コンテンツ
番号49467）』をご覧ください。
【問合せ】秋田県総合県税事務所平鹿支所☎３２－０５９５

南部シルバーエリア　料理教室
『野菜の彩り寒天（２種）』

●日時／９月19日（土）午前９時20分～
●費用／７００円　●定員／15人
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具、マスク、
持ち帰り用のタッパー、保冷剤など
※感染症対策のため、会場での試食はできません。
●募集開始／８月25日（火）午前９時～
【申込み・問合せ】南部シルバーエリア☎２６－３88０

令和3年4月1日採用　
秋田県国民健康保険団体連合会職員募集

　詳細は当連合会ホームページをご確認ください。
●受験資格／令和３年３月に４年制大学を卒業見込
みまたは大学卒業後３年以内の方
●採用予定人員／若干名
●受付期間／８月24日（月）～９月11日（金）
●１次試験日／10月18日（日）
●試験会場／秋田県教育会館（秋田市）
【問合せ】秋田県国民健康保険団体連合会総務課
☎０１8-8６２-６8６４

前郷墓園の第二次募集を行っています

　市内に住所または本籍のある方が対象です。応募
者多数の場合は抽選となります。詳しくは市ホーム
ページ（番号００００１8７４７）をご確認ください。
●募集墓地（永代使用料・年間手数料）／
①園路墓地（３１０，０００円～３７０，０００円・３，３００円）
②規制墓地（２３０，０００円・１，７６０円）　
●申込方法／本庁舎１階生活環境課窓口で申込み
●申込期限／９月１１日（金）
【問合せ】生活環境課☎３５－２１8４

借金問題は必ず解決できます
『多重債務相談窓口』のご案内

　一人で悩まずご相談ください。相談は無料です。
●受付時間／平日午前８時30分～正午、午後１時～
４時30分（祝日、年末年始除く）
【問合せ】東北財務局秋田財務事務所☎０１8－8６２－４１９６

相談窓口 ☎018-866-7050
24時間受付

☎018-895-9176
9：00～17：00（毎日）

☎0570-011-567
9：00～21：00（毎日）

県保健・疾病対策課 ☎018-860-1422
お問い合わせ

美 の 国 あ き た ネット 50770コンテンツ番号

「秋田県版新型コロナ安心システム」がスタート

秋田県

秋田県

秋田県

事業者のみなさまへ 県民のみなさまへ

QRコードを発行申請

下記URLより、ＱＲコードの発行申請を
お願いします。

発行を受けたQRコードを施設やイベント
の受付・入口に掲示して、施設利用者に
読み取りを呼びかけてください。

LINEアプリなどでQRコードを読み取り、
施設などを利用したことを登録してくださ
い。（※情報は県が管理します。）

同じ施設等の利用者に新型コロナウイ
ルスの感染が確認され、保健所が不特
定の方への感染の恐れが高いと判断し
た場合に対象者にLINEメッセージでお
知らせします。

　県内の施設やイベント会場など
に掲示しているQRコードをLINE
アプリ等で読み取っていただき、
施設等で感染者が確認された場合
に、秋田県から必要な情報をLINE
メッセージでお知らせするサービ
スです。
　安心して施設等をご利用してい
ただくため、多くの方にこのシス
テムをご利用いただきますよう、
お願いします。

秋田県版新型
コロナ安心
システムとは

QRコードを掲示 掲示されたQRコードを
読み取る

新型コロナウイルス感染が
確認された場合

施設・店舗・イベント主催者など 保健所
施設・店舗など イベント

施設・店舗・イベントなど

SAMPLE

SAMPLE

利用者の感染が判明

秋田県版新型コロナ安心システム発
行

申
請

印
刷発

行

※施設などに３密条件が重なる部屋（空間）が複数あ
る場合は、場所ごとにQRコードを発行・掲示してく
ださい。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://akita.qr.liny.jp/entry

SAMPLE SAMPLE

【症状がある方はこちらまで】
あきた帰国者・接触者相談センター

（コールセンター）

※それぞれのケースを十分検討の上、慎重に判断してください。
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月　日 休日救急当番医（9：00～12：00） 電話番号 日曜夜間小児救急外来（17：30～20：30） 電話番号

８月16日(日) 　　平鹿総合病院(井田医師) 32-5124 平鹿総合病院(佐藤医師) 32-5124

８月23日(日)
　　市立横手病院(齊藤医師) 32-5001

平鹿総合病院(岡田医師) 32-5124
　　平鹿総合病院（高橋医師※耳鼻科のみ） 32-5124

８月30日(日) 　　市立大森病院 26-2141 平鹿総合病院(石橋医師) 32-5124

横手図書館……８月19・26日、９月１・２日
増田図書館……８月18・25日、９月１日
平鹿図書館……８月18・25日、９月１日
雄物川図書館…８月19・26日、９月１・２日
大森図書館……８月18・25日、９月１日
十文字図書館…８月19・26日、９月１・２日
山内図書室……８月15・16・22・23・29・30日、
　　　　　　　９月５日
大雄図書室……８月16・23・30日

横手市公文書館…………８月16・17・23・24・30・31日
横手市民会館……………８月18・25日、９月１日
石坂洋次郎文学記念館…休館予定なし
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…８月17・24・31日
雄物川郷土資料館………休館予定なし
ゆっぷる…………………休館予定なし
ゆとり館…………………８月18・25日、９月１日
ゆとりおん大雄…………８月20日、９月３日

横手市児童センター…休館予定なし
健康の駅トレーニングセンター
　東部…………………８月16・19・26日、９月２日
　西部…………………８月15・16・22・23・29・30日、
　　　　　　　　　　９月５日
　南部…………………８月15～17・22・23・29・30日、
　　　　　　　　　　９月５日
子どもと老人のふれあいセンター
　………………………８月17·24·31日
南部シルバーエリア…８月17·24·31日
※プールは8月24・31日

人口　87，943人　　(-53)

世帯　34，230世帯　　(33)

男　41，649人　　(-18)
女　46，294人　　(-35)

※７月末現在（先月末比）
　住民基本台帳をもとに算出しています

◎横手市子育て支援課へ
　㈱JAWA秋田スマイルチャリティ／㈱ウッディさんない
◎大森小学校・大雄小学校・雄物川小学校・横手明峰中学校へ
　大森ライオンズクラブ
◎大森地域の献血協力者等へ
　大森ライオンズクラブ
◎横手市サンハイムへ
　㈱サンベンディング横手／澁谷望さん
◎県南愛児園ドリームハウスへ
　農事組合法人みずほ／㈱サンベンディング横手／麺屋羅漢
　（一財）みらいこども財団／三関加敬農園／福田せともの店
　東北電力㈱横手営業所青年部
　北田美緒さん／三井睦子さん／今田幸史さん

増田町診療所（耳鼻咽喉科）
　８月19・26日、９月２日／13：30～15：30
大沢診療所（内科）
　８月11・24日／13：30～15：00
三又へき地診療所（内科）
　８月25日、９月１日／13：30～16：30
　※８月18日は休診します
上平野沢へき地診療所（内科）
　８月27日　　吉谷地／13：00～15：00

◎法律相談
　※事前の予約が必要です。電話での相談になる場合があります
　８月21日（金）／増田庁舎（10：00～12：00）
　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）
　８月26日（水）／市役所本庁舎（13：00～15：00）
　（問合せ／生活環境課☎35-4099）
　８月26日（水）／担当弁護士の事務所（13：00～15：30）
　（問合せ／生活環境課☎35-4099）
　８月28日（金）／雄物川在宅介護支援センター（10：00～12：00）
　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）
　９月２日（水）／Y２ぷらざ（13：00～15：00）
　（問合せ／平鹿福祉センター☎24-3283）
◎行政相談（問合せ／生活環境課☎35-4099）
　８月17日（月）／雄物川コミュニティセンター（10：00～12：00）
　８月22日（土）／山内公民館（13：00～15：00）
　８月28日（金）／市役所本庁舎（13：00～15：00）
◎人権相談（問合せ／生活環境課☎35-4099）
　８月26日（水）／条里南庁舎（9：00～12：00／13：00～16：00）
◎49歳までの方の無料就職相談
　（問合せ／秋田県南若者サポートステーションよこて☎23-5101）
　８月17日（月）／増田庁舎（9：30～12：00）
　８月27日（木）／雄物川在宅介護支援センター（9：30～12：00）
　９月１日（火）／ゆうらく館（山内）（9：30～12：00）
◎生活困窮、ひきこもり、自立支援等に関する相談
　（問合せ／くらしの相談窓口☎32-6101）
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口（9：00～17：00）
◎年金相談　※事前の予約が必要です
　（問合せ／大曲年金事務所☎0187-63-2296）
　毎週火曜／本庁舎１階年金相談所（9：30～12：00／13：00～15：30）
◎消費生活相談（問合せ／消費生活センター☎32-2919）
　毎週月曜～金曜／本庁舎１階相談窓口（9：00～17：00）
　※当分の間、原則、電話で相談を受け付けします

月日・地域 場　所 受付時間

８月21日（金）
大森

横手市役所大森庁舎 10：00～12:15

大森町高齢者等保健福祉センター 14:00～16:00

８月28日（金）
横手

奥山ボーリング㈱ 13:15～14:15

横手興生病院 15:15～16：00

８月30日（日）
雄物川 スーパーセンタートラスト雄物川店 10:00～11:30

13:00～16:00

※原則400ｍｌのみの受付となります。

横手市医師会だより おぎわら内科診療所　荻原　忠　医師
『高齢者施設の新型コロナウイルス感染対策（その1　入所系）』
　1月末以降『コロナ』対策に追われています。高齢の障がい者は合併症が多く、肺炎を起こしやすい
ためです。特養などの入所系の施設では利用者が移動できないので、持ち込まないのが唯一の方法で
す。　①近隣で『コロナ』が発生するとご家族は面会禁止　②職員に症状がある時は『即休み』　③消
毒薬など衛生資材を備蓄（食料も）　④集団発生しても全員の入院は不可能なので、職員の訓練が必須　
⑤緊張を持続するのは利用者･ご家族･職員のためには良くない、安全確保の上で緩和したい　…と思
いつつ、『コロナ』では無症状の感染者が多く発生するので、簡単には基準をゆるめられないのです。
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『ＢＥＡＳＴＡＲＳ展』

▼～30日、10：00～、増田まんが美術館
『ミュシャ展
　～アール・ヌーヴォーの華～』

▼～９月13日、9：30～、県立近代美術館
『19世紀末！！
　～ミュシャの時代の作家たち～』

▼～10月11日、9：30～、県立近代美術館

『横手駅１１５周年歴史写真展』

▼～1６日、ＪＲ横手駅旧びゅうプラザ

『Ｈｅｌｌｏ，ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ展』

▼～1０月４日、10：00～、増田まんが美術館

◎３つの『密』に要注意！　クラスター（集団）発生を防止しましょう
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、引き続き、咳エチ
ケット、手指衛生などに加え、３つの密を避けてください。
①『密閉』空間にしないよう、こまめな換気を！
②『密集』しないよう、人と人との距離を取りましょう！
③『密接』した会話や発声は避けましょう！

◎市税等の納期限です
市県民税２期・介護保険料２期
国民健康保険税２期
後期高齢者医療保険料２期
問合せ／市収納課☎32‐2518

※掲載している情報は、８月３日（月）現在の
ものです。情勢によりイベント情報や休館
日などが変更になる場合があります。

山の日
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