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ゆとりと自然、環境などに配慮した学舎に
平成24年開校の横手明峰中学校
学校施設建設の設計が完了
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雄物川、大森、大雄の
３つの中学校を統合

施設の概要
校舎・体育館（一体型）
鉄筋コンクリート造３階建 延床面積12,421㎡
体育館２室、武道場
屋外運動施設
陸上競技場（300ｍトラック）、野球場（両翼90ｍ・セ
ンター110ｍ）、テニスコート（４面）
その他の施設
学校園（ものづくり体験学習のため）、自転車置き場
（約280台分）、駐車場（約200台分）、スクールバス車
庫（10台分）

大森

大雄

雄物川

建設場所：
大雄藤巻地内

西部地域の３つの中学校を
統合し︑平成 年４月の開校
をめざしている横手明峰中学
校︒その学校施設建設のため
の設計が完了しました︒
設計にあたっては︑校名の
由来にちなみ﹁鳥海を望む︑
光豊かな︑ぬくもりのある学
舎﹂をイメージ︒ゆとりと自
然︑環境を基本に︑効率的な
動線や衛生︑災害対策︑防犯
などにも配慮しました︒
体育館と一体型の校舎は︑
鉄筋コンクリート３階建て︒
動線の単純化や除雪などの施
設管理のしやすさを考慮し︑
直線的な配置としました︒す
べての部活動を校地内ででき
るようにするため︑体育館や
陸上競技場などの体育施設の
設置を計画しています︒
５月中旬から造成工事に着
手し︑工期は 月までの８ヵ
月間︑校舎等の建築工事は今
年９月から平成 年２月まで
の ヵ月を予定しています︒
市民の皆さんへのお願い
工事中は︑大型の工事関係
車両が数多く走行します︒で
きるかぎり安全確保に努めま
すが︑付近を通行の際は十分
にご注意ください︒工事期間
がたいへん長く︑ご迷惑をお
かけしますが︑ご理解とご協
力をお願いします︒
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道の駅さんない『山菜まつり2010』

P

ick

up!!

急
急
児
児
行
行
法
法

市立横手病院（荻原医師） 32‑5001
平鹿総合病院（石橋医師） 32‑5124
雄物川保健センター 10：00〜12：00
十文字町幸福会館
10：00〜12：00、社協・十文字福祉センター 42‑5858
心
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
法 市役所南庁舎 13：00〜15：00、市総務課
法
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心

35‑2161

心 十文字町幸福会館
心

ウオーキングデー 9：00〜、かまくら館サンルーム集合
直売所『山菜恵ちゃん』山菜祭り

ップ
クア
ピッ

Pick

up!!

急 桃雲堂高橋医院（増田） 45‑2363
急
児
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32‑5124

心 大森コミュニティセンター
心

チャレンジデー 詳しくは６ページ
心 雄物川コミュニティセンター
心
心 増田地区多目的研修センター
心

【道の駅さんない】
◆日 時／５月15日（土）
・16日
（日）10：00〜15：00
◆内 容／山菜即売会、道の
駅秋田県南じまん
こ市、つるつる流
しそば、お菓子ま
き、祝い餅つき、
青空市場など
◆問合せ／道の駅さんない
56‑1600
【あいのの温泉直売所『山菜恵ちゃん』】
◆日 時／５月23日（日）8：30〜17：00
◆内 容／餅つき（10：00〜、13：00〜）、山菜汁
のサービス（正午ごろ）など
◆問合せ／あいのの温泉直売所『山菜恵ちゃん』
53‑2710
【三又営農生産組合】
◆日 時／６月５日（土）9：30〜12：00
◆場 所／三又温泉駐車場
◆問合せ／三又営農生産組合 石沢さん 53‑5128
さんない芝桜園は６月上旬までが見ごろ！

行 横手地域局１階総合案内 13：00〜15：00
行
法 社協・雄物川福祉センター
法
10：00〜12：00、社協・雄物川福祉センター
心 社協・大雄福祉センター
心

山内地域のみなさんがまごころ込めて育て
た芝桜や花しょうぶをぜひご堪能ください。
56‑2072

急 市立横手病院（井田医師） 32‑5001
急
児
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32‑5124

月
行 大森コミュニティセンター 9：00〜15：00
行
法 相談予約受付開始（6/16分） 市総務課 35‑2161
法
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心

雄物川民家苑木戸五郎兵衛村まつり
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〜６日、詳しくは13ページ
法 社協・横手福祉センター 10：00〜12：00／13：00〜
法
15：00、
社協・横手福祉センター 33‑8668
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会

心 十文字町幸福会館
心

三又営農生産組合『山菜まつり』

〜 南部シルバーエリア（大森町）

◆上映時間／午後１時〜 ◆問合せ／ 26‑3880
ップ
クア
ピッ

Pick
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【無料相談】 行
行 … 行政
税
（10：00〜12：00／13：00〜15：00）
税 … 税務
法 … 法律
（要予約）
心 … 心配ごと（9：30〜12：00）
法
心
【 医 療 】 急
当 … 休日救急当番医（9：00〜12：00）
児 … 日曜夜間小児救急外来（受付18：00〜21：00）
児
【社会保険年金相談】横手地域局１階相談窓口 32‑2111（内線8529）
・毎週月曜〜木曜 10：00〜12：00／13：00〜15：00

５月16日（日）「ティンカー・ベル」
６月６日（日）「ウォーリー」

【78分】
【98分】

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,337人（‑ 3）／ 34,168世帯（+84）
48,181人（+19）
53,156人（‑22）
※４月末現在（前月末比）

〕

新たなごみ処理施設の計画についてお知らせします
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20 年度

ごみの収集量に対するリサイクル率は、約17〜18％
で推移。一方、最終処分場は現在の処理方式を続ける
と、およそ12年後には満杯になります。このため、ご
みの減量と資源化をさらに進め、最終処分場への埋立
を減らすことが重要になります。
今後のごみの量は、人口の減少に伴い家庭系ごみは
減ると予想されます。事業系ごみの見極めは難しいで
すが、全体では減少傾向になると見込んでいます。

■市内の環境保全センターの概要
施

設

名

西部環境保全センター

80㌧/16時間

処理能力
ダイオキシン類濃度
国の基準値
平成21年度測定値
平成20年度測定値

Ａ系列炉
5.0
0.039
1.9

Ａ系列炉
10.0
0.3
0.24

■他市のごみ処理施設でのダイオキシン類濃度
稼働開始 Ａ系列炉

Ｂ系列炉

基準値

大仙美郷クリーンセンター

平成14年 0.00000029

0.0024

1.0

秋田市総合環境センター

平成14年

0.0045

0.026

0.1

八郎湖周辺クリーンセンター

平成20年

0.0019

0.0022

5.0

施 設 名

平成４年
（18年）

20㌧/8時間
Ｂ系列炉
5.0
0.045
0.46

南部環境保全センター

60㌧/16時間
Ｂ系列炉
停止中

Ａ系列炉
10.0
0.17
0.78

Ｂ系列炉
10.0
0.19
0.085

※ダイオキシン測定値の単位はng‑TEQ/m3N。焼却炉は、通常２系
列（Ａ、Ｂ）あり、ダイオキシン類は焼却炉ごとに測定します。
ng（ナノグラム）は10億分の１グラム。TEQは毒性の量で、最
も強い毒性のダイオキシン類に換算した数値を示します。
※ダイオキシン類濃度の基準値は、ダイオキシン類対策特別措置
法（平成12年施行）で規定されており、施設の焼却能力と開設
時期により異なります。

20

21

年度が借入期限となっています︒
そこで︑市では市民の皆さんの将
来的な負担を軽減するため︑合併特
例債の活用を優先して︑平成 年度
の新施設稼働をめざしています︒

平成３年
（19年）

70

これまでの取り組み状況

昭和59年
（26年）

27

新たな施設を建設するための用地
選定は︑平成 年度から基礎調査に
取り組みました︒平成 年４月から
市の柳田工業団地付近を候補地とし
て関係者との協議を行いましたが︑
工業団地という土地利用の将来性か
ら決定には至りませんでした︒そこ
で︑既存のごみ処理施設の跡地利用

開設年度
（経過年数）

東部環境保全センター

95

環境への配慮を徹底しながら︑
効率的なごみ処理をめざします

市内のごみの量の推移

千トン

40

17

市内３つの環境保全センターの老朽化に伴い︑現在︑市が
取り組んでいる新しいごみ処理施設の建設計画について︑そ
の経緯や計画の概要などをお知らせします︒

横手市のごみの量は、平成10年度以降で見ると、平
成11年度の37,383トンをピークにおおむね３万５千ト
ン前後で推移。平成19年度からは、２年続けて前年比
マイナス３％と減少傾向にあります。

新たなごみ処理施設の必要性

市内にある３つのごみ処理場は、東部環境保全セン
ター（横手地域）が昭和59年から、西部環境保全セン
ター（大森地域）は平成３年から、南部環境保全セン
ター（十文字地域）は平成４年から稼働していて、い
ずれの施設もごみ処理場の寿命とされる15年をすでに
超えています。
東部環境保全センターでは、生活様式の変化に伴い
カロリーの高いごみが多くなり、焼却炉の温度を調節
するために焼却するごみの量が制限され、処理に時間
がかかるようになりました。同時に、焼却炉にかかる
負担が大きくなり、破損が増加。このため、焼却炉の
稼働時間を１日８時間に抑え、平成19年度から段階的
に横手地域の家庭系可燃ごみを南部環境保全センター
で焼却する対応を取っています。
その南部環境保全センターでは、現在市内の家庭系
可燃ごみの約７割を処理しているため、処理量の増加
に伴い機械設備の負担が増し、運転に苦慮している状
態です。現在は３つの施設間の調整により、何とか適
正処理を保っているというのが実状です。
また、こうした課題を抱えながらも、ダイオキシン
類などの公害防止への取り組みには十分に注意しなが
ら運転を行っています。

市内 に は ３ つ の ごみ処理施設︵環
境保全 セ ン タ ー ︶ がありますが︑い
ずれも 老 朽 化 が 進 んでいます︒
いず れ か の 施 設 が大きな故障や性
能の低 下 な ど で 長 期間運転を停止せ
ざるを 得 な い 事 態 になれば︑市内の
ごみ処 理 業 務 は 立 ち行かなくなりま
す︒し た が っ て ︑ それぞれを順次建
て替え る こ と は 施 設の運営上非常に
困難で あ り ︑ 現 有 施設を動かしなが
ら︑新 た な 施 設 の 建設を行わなけれ
ばなりません︒
この た め ︑ 平 成 年の市町村合併
を機に ︑ 現 在 の ３ 施設を一つに統合
した新 た な ご み 処 理施設を建設する
ことになりました︒

◆市内のごみの量の推移

新たな 施設の
理
ごみ処 いて
つ
計画に します
せ
お知ら

とを絶対条件にしています︒施設稼
動後も近隣の環境測定を行うなど︑
周辺環境を監視しながら適正な運転
を行い ま す ︒
施設の機能面では︑資源の有効活
用としてごみ焼却施設で発生する熱
を回収し︑エネルギーとして利活用
することを前提としています︒回収
した熱から得られる温水や蒸気を︑
施設内のみならず施設外でも利用す
ることで︑市民の皆さんが活用でき
る付加価値への投資も見据えた施設
を整備したいと考えています︒
このほか︑環境に関する学習の場
として︑またリサイクルやリユース
︵※︶
の活動の場として︑広く市民の
皆さんが利用できる機能も施設内に
設けることを検討しています︒
◆平成 年度稼働をめざす理由
施設の建設資金は︑国からの交付
金が３分の１︑残りの３分の２のう
ち ％を﹃合併特例債﹄という借入
金とし︑自己資金は５％を見込んで
います︒合併特例債は︑借入金の弁
てん
済額のうち ％が国から補填される
非常に有利な借り入れですが︑平成

◆市内のごみ処理施設の現状

新しいごみ処理施設の概要

― 新たなごみ処理施設が必要となった背景 ―

新施 設 の 整 備 に あたっては︑一般
廃棄物 処 理 施 設 基 本計画に沿い︑施
設の規 模 や 公 害 防 止基準を設定して
います ︒ 特 に ︑ 公 害防止対策は最重
要課題 と 考 え ︑ 国 で定める排気ガス
の規制 値 は ︑ す べ て大幅に下回るこ

横手市のごみ処理の現状

27

新しいごみ処理施設のイメージ

定期的に近隣の環境測定を実
施して結果を公表します

最新技術の導入で排
気ガスの汚染物質等
を最小限に抑制
余熱はエネルギー
として有効利用

地域の皆さんが活用で
きる方法を検討します

27

を視野に入れ︑現有施設の隣接地の
拡張を検討︒東部および西部環境保
全センターは立地条件に難があるた
め︑南部環境保全センターの隣接地
を候補地とし︑今年２月から地元住
民の皆さんとの話し合いを始めまし
たが︑現在のところ︑十分なご理解
をいただいていない状況です︒
今後︑建設候補地が決定されれば︑
早急に周辺地域の生活環境への影響
調査を実施して︑ごみ処理施設の設
置に伴う周囲の環境への影響を分析
・評価し︑市民の皆さんに納得して
いただける対応を行うことにしてい
ます︒

ごみ処理施設の建設に関わる
課題に対する考え方

◎排気ガスの安全性
現在稼働している施設は国の基準
をクリアしていますが︑新施設は国
の基準を大きく下回る目標値を設定
しています︒最新技術の導入によっ
て︑目標値は確実に達成できると考
えています︒
◎農作物の安全性への対策
施設周辺での汚染物質の分析を定
期的に行い︑安全性の証明を行う予
定です︒また︑測定値などのデータ
の公開も行います︒
◎ごみ収集車の見込みと対応
市民や許可業者の一般搬入をあわ
せて︑繁忙期で１日平均２２０台を
見込んでいます︒通行量の増加に伴
う危険防止のため︑迂回路の検討や
交差点改良など︑必要な対策を地元
の皆さんと協議します︒また︑収集
車両の路線指定などで︑近隣集落内
の通り抜けを制限したいと考えてい
ます︒
◎周辺地域の整備
搬入路の拡幅や歩道の設置など︑
周辺地域の社会基盤の整備を行いま
す︒また︑余熱利用の方法をさまざ
まな角度で検討し︑地域の要望にお
応えしたいと考えています︒

◆問合せ 市福祉環境部環境課
︵大雄庁舎内︶ ３５︲２１８４

周辺の道路整備や収集車両の交通規制などを行います

■新たなごみ処理施設の概要
主な構成

処理するごみ

処理能力

敷地面積 建設費

熱回収施設 可燃ごみ、リサイクルセン 99㌧/1日
70〜
（焼却施設） ターからの可燃性の残さ （24時間稼働） 2.8〜
3.4㌶
100億円
リサイクル 不燃ごみ、資源ごみ、粗大
33㌧/1日
施設

ごみ

（8時間）

※１：ペットボトル、容器包装プラスチックは現行施設を利用。※２：敷地面積および
建設費は採用する処理方法により異なります。

■排気ガスの公害防止設定値
有害物質名 ダイオキシン類 ばいじん 窒素酸化物 硫黄酸化物 塩化水素
3
3
設定値
0.1ng‐TEQ/m N 0.01g/m N 150ppm
50ppm
200ppm
3
3
国の基準値 1.0ng‐TEQ/m N 0.08g/m N 250ppm
6000ppm
430ppm

※リユース：古着、自転車、スキーなどをそのままの形で再利用すること。
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平成22年度

︻消防功労︼

横手市産地収益力向上協議会設立総会

22 ).5.15 No.111

﹃６次産業化﹄を推進し︑高付加価値
農産物の創出をめざす

月 日︑横手市産地収益 直売加工部会と顧問会議で構
力向上協議会の設立総会が平 成︒市の基幹産業である農業
鹿生涯学習センターで開催さ の現状分析を多角的に行い︑
れました︒
１ 次 産 業︵ 農 業 ︶× ２ 次 産 業
×３次産業
︵商業︶の
はじめに︑五十嵐市長が県 ︵製造業︶
や農業・商工団体︑生産者︑ 連携による６次産業化を推進
企業代表︑市などから選出さ し高付加価値農産物の創出の
れた各委員に委嘱状を交付︒ ため︑今秋をめどに産地収益
その後﹁米依存の農業からの 力向上プログラムの策定と横
︵仮称︶
脱却と叫ばれてから久しいが︑ 手市農業技術センター
なかなか思ったように前進で の開設を予定しています︒
きていないのが現状︒皆様方
設立総会終了後︑４つの部
の知識と知恵をお借りして︑ 会に別れ︑各部会の事業計画
産地としての力を底上げし︑ の策定に向け︑第１回目の会
農業も地域も元気になる施策 議も行われました︒
を展開したい︒〝６次産業化
〟の具体的な実施は簡単では
ないが︑これまで取り組んで
きた農業施策をさらに地域を
挙げて押し上げるために︑本
協議会から出される提案をタ
イムリーに行動に移していき
たい﹂
とあいさつしました︒
同協議会は︑５年後の農業
産出額を５％以上増加させる
ことを目的に設立され︑目標
達成に向けた計画の策定など
を実施する生産技術部会・担
い手育成部会・販売企画部会・
2010(

平

手

◎松井 敏博○齋藤
稲葉 晴美 早山
鈴木るみ子 高橋
高階ヤス子 山田
金沢 直樹 鈴木

純子
政美
英俊
直美
正志

高橋
松井
石川
小松

田

◎加藤 勝義○岩谷
堀田 好子 七尾
佐々木 淳 藤原
佐藤 哲子 見田

寛
宏幸
秀雄
琴子

平良木 保
内藤美穂子
奥山 勝榮
小原 征保

高橋 淳一
鈴木真理子
山谷 高雄

鹿

◎菅原 正志○谷口 泰彦
佐々木惠子 後藤
薫
渡部惠美子 加賀谷伴行
石川由美子 井上 梅子
飯野 正和 佐藤 繁男

高橋 敏夫
菊谷まゆみ
大坂 陽子
奥
秀精

松澤
髙橋
西成
中嶋

永
崇
博
郁美

松川
前澤
中村
本間

喜郎
弘子
昭一
利博

武弘
司
忍
智子

雄 物 川

◎小西 保明○大庭喜美子○加賀屋順吉
佐藤 直紀 佐藤 定弘 佐藤 基永
中村アヤ子 皆川 良悦 福岡
修
髙橋 大成 佐藤
誠 佐藤 美春
佐藤てる子 宇佐美四十二

大

◎伊藤 英幸○後藤 洋子 若松 義十 嵐田友之助
佐藤 克男 佐々木晃一郎 丹波賢太郎 朝川 順子
赤川 雄太 岡部 健子 太田 壽一 阿部美紀子
佐野 后子 本郷ひろみ 伊藤美津子

法花堂獎氏（横手・73歳）

26

5

増

元三沢市消防指令長

４

設立総会であいさつする五十嵐市長

横

地 域 づ く り 協 議 会 委 員 氏 名（ 敬 称 略 ）

森

石橋 紘一
和泉 陽子
加賀屋 厚
岡固
毅

十 文 字

◎羽川 與助○髙橋 純一
近
忠一 畑山 雅一
柿﨑アツ子 髙階 房夫
筑波美香子 佐々木 仁

前田 利廣
千田 順郎
藤原 英樹
佐々木 久

髙橋 仲男
千田慎之介
伊藤 直美

山

内

◎伊藤 茂光○髙
山本
實 髙
高橋
子 高橋
松本かず子 野中

黒沢 義春
中村 正子
高橋 幸子
山田富士雄

谷藤 文雄
小山キセ子
土谷 久男

雄

◎藤谷 久一○佐々木米子
小松田ちゑ 伊藤 文子
鎌田 芳彰 戸田 頼章
小田嶋誠子

斉藤
遠藤
照井

松下 亨助
加藤 昭一
滝澤久美子

大

登
徳保
恵美
長一

哲朗
千秋
勇光

※各地域づくり協議会 ◎会長 ○副会長
■地域づくり協議会に関するお問い合わせは
各地域局地域振興課または総務企画部地域づくり支援課
（南庁舎内） 35‑2158

定めた組織です︒
委員の任期は平成 年４月
１日から平成 年３月 日ま
での２年間︒市からの諮問に
答えたり︑平成 年度から平
成 年度までの﹃地域づくり
計画﹄
の策定︑地域独自の﹃元
気の出る地域づくり事業﹄の
提案などが検討されます︒五
十嵐市長からの委嘱状の交付
後︑各地域づくり協議会では
初会議が開催され︑市民主導
の個性あるまちづくりがスタ
ートしました︒

褒 章

神谷勇次郎氏（平鹿・85歳） 伊藤彰英氏（平鹿・73歳）

︻業務精励︼

元国勢調査員

地 域 名

市民主導のまちづくりがスタート

鎌田俊一氏（大雄・75歳）

元県郵便切手販売協会連合会
理事
佐藤幸吉氏（平鹿・82歳）

地域づくり協議会委員の皆さんを紹介します

佐藤榮吉氏（雄物川・74歳）

瑞宝双光章

草薙タヱ子氏（平鹿・72歳）

黄綬褒章

元大雄村消防団分団長

いよいよ動き出した各地域の地域づくり協議会

市町村合併時に設置された
地域自治区の終了にともない︑
今年度から８地域で﹃地域づ
くり協議会﹄が発足し︑新た
に１２７人の市民の皆さんが
委員として委嘱されました︒
地域づくり協議会は︑まちづ
くりを市民が主体的に推進で
きるように市が独自に条例で

︻消防功労︼

︻消防功労︼
元雄物川町消防団副団長

藍綬褒章

元樽見内保育園主任保母

︻統計調査功績︼

藍綬褒章

︻統計調査功績︼
元農林業センサス調査員

︻児童福祉功労︼

危険業務従事者叙勲

︻消防功労︼

元横手平鹿広域市町村圏組合
消防監
髙橋茂喜氏（横手・69歳）

平成22年春の叙勲ならびに
褒章が発表され、横手市から
は叙勲６人、危険業務従事者
叙勲２人、褒章３人のあわせ
て11人の方が晴れの栄誉を受
けられました。

瑞宝単光章

佐藤次男氏（平鹿・77歳）

11人が栄えある受章

瑞宝単光章

奥山源一氏（大雄・76歳）

叙 勲

太田悦郎氏（横手・73歳）

瑞宝単光章

元秋田県議会議員

瑞宝双光章

元大雄村議会議長

旭日小綬章

︻地方自治功労︼

旭日双光章

︻地方自治功労︼

瑞宝単光章

︻消防功労︼
元横手市横手消防団団長

春

叙勲
の 褒章

25
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31
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地域づくり協議会のイメージ
地域住民

キーワード
「住民が主役」
参加
提案

地域づくり協議会
【位置付け】
市の附属機関で、地域の課題を話し合い
地域が個性を発揮して、発展できるよう
意見や提案を行うまちづくり機関。
諮問
意見

連携

地域局・
地域づくり支援課

答申
意見
提案

市長・市の機関

「住民主体の活動」
をサポート
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まずはみんなが健康であること

22‑2151

※詳細は市のホームページに掲載しています。

『横手市新規雇用奨励助成金』

7
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運動しているとき

小児科・整形外科病棟（19室46床・うち
個室10室）

１階

23

25

消化器内科病棟（17室47床・うち個室７
室）、特別浴室

２階 消化器センター、健康管理センター
外来診察室（内科・泌尿器科）、中央処置室
救急センター、人工透析室（15床）ほか

29

8

体調がいいとき

3
0

5

10

15

20人

26

21

( )

５月26日（水）午前０時〜午後９時

チャレンジデー

10

外に出かけるとき

市総務企画部危機管理室
３５︲２１９５

市内の中小企業者等が新たに正社員を雇用した場合、
１人につき15万円（新卒者の場合は30万円）を交付します。
◆対象となる被雇用者の主な要件
①期間の定めない常勤の従業員、②平成20年12月１日
から平成22年９月30日までの期間にハローワーク経由
で雇用された方、③市内在住者、④雇用保険等の加入等
◆問合せ 市緊急雇用対策本部事務局（市産業経済部商
工労働課） 45‑5516

３階

11

シメ七日町店︵増田︶
▽りんご
の里福寿園
︵増田︶▽ＪＵＫＩ
電子工業㈱
︵増田︶▽㈲藤原工
務店︵増田︶
▽㈱宮腰デジタル
システムズ
︵大雄︶▽名マルサ
建設︵十文字︶
▽㈱東翔︵大雄︶
▽㈲マルナカ燃料︵十文字︶
▽
㈱村岡組︵横手︶
▽三又建設㈱
︵山内︶
▽秋田ふるさと農業協
同組合十文字総合支店︵十文
字︶▽西田建設㈱
︵平鹿︶

申請は随時受け付けています

４階

18

よく眠れたとき

◆問合せ

助
成金

おいしく食事ができる

横手市消防団協力事業所表示証を交付

■４月定例教育委員会の審議内容（４月26日）
◎横手市学校評議員の委嘱を承認
＊任期満了に伴い委嘱するものです。

〜 新館フロア案内 〜

地域消防防災体制の連携を図る

４月

オープンした市立横手病院の新館

表１【自分が健康だと感じるときは？】

市では︑平成 年度から消
防団員の減少に歯止めをかけ
ようと消防団協力事業所表示
制度を実施しています︒４回
目となる表示証の交付式が４
月 日︑市役所南庁舎で行わ
れ︑新たに５事業所へ表示証
を交付しました︒
３月以降に交付された事業
所は次のとおりです︒︵交付順︶
▽㈱湯沢生コン増田工場︵増
田︶▽佐々木塗装工業︵増田︶
▽㈲佐藤組︵増田︶▽㈱マル

教育委員会短信

なく『〇〇できるから自分は健康だ』と感じる気持
ちはとても大切です。病気があっても、上手に付き
合いながら自分なりの幸せやよろこびを見つけてい
く
。これもまた健康なのだと思います。
健康はみなさんの体だけでなく、普段の生活の中
にあります。いつまでもおいしく食事ができるよう
に、また、楽しく外出できるようにお手伝いするの
も地域包括支援センターの役目の一つです。『まず
はみんなが健康であること』は、地域として介護予
防の考え方を広める第一歩。健康や介護予防などに
ついての相談がある方はお気軽に地域包括支援セン
ターまでお電話ください。

が設置されています︒
オープンに先駆けて４月
日に行われた完成見学会には
約２５０人が参加︒参加者は
﹁とても明るくて病室からの
ながめもいい﹂などと話しな
がら︑じっくりと施設内を巡
回していました︒
今後は︑既存棟の改修工事
が行われ︑病室を１室あたり
６床から４床とするほか︑化
学療法室や医療相談室が新設
されます︒増改築工事の総事
業費は︑医療機器の更新など
を含めて 億８ ︐８００万円︒
平成 年３月末までに全ての
工事が終了する予定です︒

『みんなが健康であること』は、すべての人の願
いであり、いつまでも活き活きと過ごすための大切
な要素です。
では、健康とはなんでしょうか。
年齢を重ねると、血圧が高いとか、足腰が弱くな
ってきたとか、むしろどこにも異常がない人の方が
少ないのではないかと思います。もし、健康が 病
気でないこと を指すとしたら、高齢者のほとんど
は不健康ということになります。しかし、病気が一
つ二つあっても活き活きと生活している人がいるよ
うに、健康にはもっと違った意味もあるようです。
ちょっとおもしろいデータ
があります。今年の５月１日、
桜満開の横手公園でお花見を
していた高齢者50人に自分が
健康だと感じるときを一つ挙
げてもらいました（表１）。
すると、おいしく食事ができ
ると答えた人が18人で最も多く、次いでよく眠れる
ときが11人、運動しているときが10人でした。この
中には車いすの人や糖尿病、人工透析を受けている
人もいました。『病気があるから健康でない』では

15

参加は簡単！
大森町・十文字町・大雄地域内で、スポーツ施設は
もちろん、職場や学校、広場、自宅など、どこでも
どんなスポーツでも15分以上続ければＯＫです。参
加のしかたや各地域で行われるイベントなど、詳し
くは各生涯学習センターにお問い合わせください。
◆問合せ／大森生涯学習センター
26‑4073
十文字生涯学習センター 42‑2067
大雄生涯学習センター
52‑3907

チャレンジデーは、毎年５月の最終水曜日に世界
中で開かれる住民参加型のスポーツイベントです。
人口規模がほぼ同じ自治体や地区同士が住民のスポ
ーツへの参加率を競い合います。
横手市からは大森・十文字・大雄地域が参戦。ど
なたでも参加できますので、この地域に足を運んで
汗を流してみませんか？
横手市

大雄地区
横手市

参加回数
人口

１回目
5,491人

横手市

大森地区
参加回数
人口

２回目
7,179人

横手市

十文字地区
参加回数
人口

市立横手病院の新館がオープン

東部地域包括支援センター（横手・山内）
35‑2160
西部地域包括支援センター（雄物川・大森・大雄） 35‑2135
南部地域包括支援センター（増田・平鹿・十文字） 35‑2177

消化器センターなどを充実

地域包括支援
センターだより②

〜いつまでも活き活きと過ごすために〜

● 問合せ 教育総務課

既存棟の西側駐車場に増築
工事が行われていた市立横手
病院の新館が完成し︑５月６
日にオープンしました︒
新館は︑鉄筋コンクリート
造︵一部鉄骨造︶の４階建て
で延床面積は４︐５８２㎡︒
１階には︑内科と泌尿器科の
外来診察室のほか︑ 床に増
床した人工透析室︑救急セン
ターが配置されています︒２
階には消化器センターが新た
に設置され︑健康管理センタ
ーを既存棟から移設し拡張︒
３・４階の病室は個室と４床
室で構成され︑全室に車いす
で利用できるトイレと手洗い

元気なうちから介護予防

１回目
13,842人

VS
VS
VS

福岡県みやこ町
とよ

つ

豊津地区
参加回数
人口

５回目
8,533人

福岡県みやこ町
さいがわ

犀川地区
参加回数
人口

４回目
6,930人

福岡県

福岡県久留米市
た ぬしまるまち

田主丸町地区
参加回数
人口

２回目
20,549人
※人口は今年２月１日時点
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政情報便

平成22年度の保育料は次のとおりです

階層区分に第８階層を追加しました

保育料は、児童の年齢および前年の世帯の課税額（所得税や市民税）などにより決定されます。
‑保育料基準額（月額）は、国の基準額を参考に各自治体が定めているものですが、国の基準額が平成22年度から第
８階層区分を追加することに伴って、横手市の基準額も下記のとおり変わります。

平成22年度横手市保育料基準額表（表中の
前年度分市
町村民税額

前年分所得税額

階層区分
第１
第２
第３−１
第３−２
第４−１
第４−２
第５−１
第５−２
第６
第７
第８

区分の定義
生活保護世帯
市民税非課税世帯
市民税均等割のみの世帯
市民税所得割のある世帯
20,000円未満
20,000円以上
40,000円未満
40,000円以上
71,500円未満
71,500円以上
103,000円未満
103,000円以上 413,000円未満
413,000円以上 734,000円未満
734,000円以上

部分が変更になりました）
３歳未満児
0 円
8,000 円
14,000 円
18,000 円
22,000 円
26,000 円
30,000 円
34,000 円
40,000 円
50,000 円
60,000 円

３歳児
0 円
5,000 円
11,000 円
14,000 円
20,000 円
24,000 円
26,000 円
28,000 円
30,000 円
34,000 円
38,000 円

４歳以上児
0 円
5,000 円
11,000 円
14,000 円
18,000 円
20,000 円
22,000 円
24,000 円
28,000 円
28,000 円
30,000 円

金

市福祉環境部子育て支援課保育支援担当（大森庁舎内） 35‑2133、または各地域局福祉担当課

国保・後期高齢者医療制度に加入している方へ

■一般行政職・保健師・管理栄養士

横手市は《人間力・行動力・横手の魅力アップのためにがんばる力》のある方を求めています！

◆横手が求める人材
面接、グループワーク、小論文などにより、仕事に必
要な実践的な力がある人材の発掘に努めます。
仲間と豊かな関係を築き、市民と一緒になって『横
手らしさの創造』に取り組むことができる人材。
『横手さ住んででえがった(良かった)なぁ』と言われ
るまちづくりのため、自ら課題を見つけ、解決に向
け積極的に行動できる人材。
『愛する横手』のため、困難な状況にあっても、あき
らめず立ち向かうことのできる人材。
民間企業等で培われた知識や経験、優れたサービス・
コスト意識を『横手の発展』のために活かすことがで
きる人材。
試験区分 職種

市報よこて 2010( 平成 22年 ).5.15 No.111

中級
Ｃ‐１

採用人数 受付期間 １次試験日 １次試験内容
５月17日
〜

５名程度 ６月11日
５月17日
６月25日

大学卒程度の学力を有し、下記に該当する方
小論文
１）昭和58年４月２日から平成元年４月１日まで
個人面接
グループワーク
に生まれた方
２）平成元年４月２日以降生まれで、大学を卒業
の方または平成23年3月に卒業見込みの方

７月25日

＊上級Ａ・Ｂの併願はできません。

昭和60年４月２日から平成４年４月１日までに生
まれた方で、短大卒業程度の学力を有する方
※大学卒業または平成23年３月に高校を卒業見込
グループワーク
みの方は除く
平成２年４月２日から平成５年４月１日までに生
まれた方で、平成23年３月に高校を卒業見込みの
方（高校新卒者のみ）

初級
Ｃ‐２
保健師 ２名程度

７月20日

管理
１名程度 ８月20日
栄養士

職務
経験者Ｅ

受験資格

教養試験

専門職Ｄ

なお、国保の加入者には５月中旬に、後期高齢者医療
制度の加入者には６月中旬に申告案内を行います。申告
が必要と思われるのに案内が届かない場合は、下記へお
問い合わせください。
◆問合せ 市財務部市民税課国保・介護保険担当（横手庁
舎内） 32‑2510、または各地域局地域振興課

７月４日

２名程度

一般行政職

国保税・後期高齢者医療保険料の軽減を受けるとき
世帯の総所得金額が一定基準以下の場合、保険税（保
険料）を軽減する制度があります。申告をしないと所
得金額が分からず、適正な軽減ができなくなります。
ひと月にかかる医療費が高額になったとき
高額療養費の支給の場合、未申告者がいると適正な自
己負担限度額を用いることができません。また、入院
時の限度額適用認定証や食事代の減額認定証について
も、適正な区分を判定できなかったり、交付を受ける
ことができない場合があります。

上級Ｂ

所得の申告はお済みですか？

◆申告の必要な方
国保・後期高齢者医療制度の加入者と世帯主で
①確定申告や市県民税の申告をされていない方
②障害年金・遺族年金などの非課税所得のみの方
③収入（所得）が全くなかった方
※勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されてい
る方や、老齢年金（国民年金や厚生年金）を受給して
いる方で、その他の所得がない場合は申告の必要は
ありません。

◆受験案内について
各試験区分の受付期間中にかぎり、該当区分ごとに受
験案内(要項)を配布します。
＊市役所南庁舎総務課、各地域局地域振興課で配布。
＊郵便請求の場合は、封筒の表に「職員採用試験申込
用紙請求」と朱書きし、宛先を明記して1 2 0 円切手
を貼った返信用封筒
（角型２号）
を同封のうえ、市役
所人事課にお送りください。
＊市ホームページからもダウンロードできます。
◆申込み・問合せ
〒013‑8601 横手市条里一丁目１番64号
横手市総務企画部人事課人事研修担当（本庁南庁舎）
0182‑35‑2163、 0182‑33‑6061

◆採用試験概要 各試験区分の詳細は受験案内（要項）でご確認ください。

︵専門性の高い業務︶

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方
と世帯主の方（被保険者でない方も含む）は、収入がな
い場合でも所得の申告が必要です。申告をしない場合、
所得金額や課税状況が不明のため、次のようなことに影
響します。

15
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平成23年４月採用 横手市職員採用試験を実施します ーあなたの「やる気」を横手のまちづくりのためにー

一般行政職

＊同一世帯から同時に２人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している場合、保育料は次の額になります。
保育所・幼稚園等に入所している児童のうち、
ア．年長者
・・・・・全額
イ．アの次に年齢の高い児童 ・・・・・２分の１の額
ウ．上記以外の児童
・・・・・０円
＊すこやか子育て支援事業により、保育料助成の制度があります。（所得制限あり）
＊ひとり親世帯、在宅障がい者のいる世帯は保育料が減免になる場合があります。

税

用

上級Ａ

減免特例

◆問合せ

採

〜

保
育料

行政情報便

〜

行

市からのお知らせ

３名程度

９月19日

専門試験
小論文
個人面接

小論文
個人面接

昭和58年４月２日から平成元年４月１日までに生
まれた方で、保健師の資格を有する方または平成
23年３月31日までに当該資格を取得見込みの方
昭和58年４月２日から平成元年４月１日までに生
まれた方で、管理栄養士の資格を有する方または
平成23年春までに当該資格を取得見込みの方
ＳＥ系、金融系、サービス系、製造業の営業担当、
企画イベント系の職種において、おおむね５年以
上の経験を有する方で、下記に該当する方
１）昭和52年４月２日から昭和58年４月１日まで
に生まれた方
２）書類選考により合格となった方
※財政、情報政策、会計、企画、マーケティング、
企業誘致など、民間企業でのキャリアや実績を
活かせる分野で力を発揮してもらう予定です

◆留意点
※一次試験会場は、横手市役所本庁南庁舎を予定していますが、人員等の関係で変更になる場合があります。
※一次試験の合格発表は、上級Ａ・Ｂは８月中旬、Ｃ〜Ｅは10月上旬を予定しています。
※二次試験は一次合格者を対象に、上級Ａ・Ｂは８月下旬、Ｃ〜Ｅは10月中旬を予定しています。
No.111 2010( 平成 22年 ).5.15 市報よこて
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Topics
にぎわいのある地域の交流拠点に！
■道の駅さんない10周年記念祭（山内）

相

４月24・25日、道の駅さんないでオープン10周年を祝
う記念祭が開かれ、県内外から多くの来場者でにぎわい
ました。会場では、流しそばや祝い餅つきなどのイベン
トのほか、いものこ汁や横手やきそば、三陸恋し浜ホタ
テ焼きをはじめとした食べ歩き屋台も大盛況。『ウッデ
ィ木の香まつり』と『そば打ちアマチュア選手権』も同
時開催され、山内の魅力いっぱいの２日間となりました。
これからは山菜のシーズン到来。大自然の恵みや芝桜
など、魅力あふれる山内にぜひおいでください。
つきたての祝い餅を求める来場者

談

５月２日から４日まで『2010秋田スカイフェスタ』が
市教育センター広場で開催されました。
晴れ渡った春空の下で、全国各地から集まった27チー
ム（約2 0 0 人）の気球愛好者たちは、思い思いのフライト
を満喫。田園風景に彩りを添える華やかな熱気球は、会
場に訪れた多くの見物客の目を楽しませていました。
また、２日と３日は係留による気球の体験搭乗が行わ
れ、高さ20㍍から見渡す風景に、子どもも大人も大興奮。
２日間でのべ500人が気球特有の浮遊感を体験しました。 「ちょっと怖いけど･･･行ってきます！」
（体験搭乗・左）

15
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増 田
平 鹿
雄物川
大 森

山 内

■2010秋田スカイフェスタ（平鹿・大雄）

場 所

かまくら館
６/２
横 手
（水） 横手サティ内
特設会場

十文字

春の空を ゆったり楽しむ

５月１日、平鹿地域醍
醐にある弁財天沼で伝統
の『沼入りぼんでん』が
行われました。
今年は、厄年などの節
目を迎えた地元男性５人
が参加。神事を終えたあ
と、長さ４㍍ほどのぼん
でんを担ぎ、沼の中心に
力強く突き立てました。
強風の中、肩まで水に
浸かる男衆の勇ましい姿
に、見物客からの拍手や
「がんばれ！」の声で会
場は包まれていました。

お気軽にご相談ください

特設人権・困りごと相談所を開設

地 域 期 日

桜の咲き始めた４月29日、第２回十文字さくら音楽祭
が十文字文化センターで開催されました。これは、市内
にゆかりのある音楽家の歌や演奏を桜の季節に合わせて
楽しんでもらおうと、十文字芸術文化協会が主催したも
のです。会場には約4 0 0 人の観客が訪れ、歌や和楽器演
奏、クラシックなど幅広い音楽に触れていました。
最後を締めくくった、十文字町出身者で構成されたス
ワンコーラスと観客の合同合唱では、心温まる歌声が会
場全体を包んでいました。

名物たらいこぎ競争

information

政情報便

◆時間 午前10時〜午後３時
◆場所および地区担当人権擁護委員

■第２回十文字さくら音楽祭（十文字）

祈りを込め、沼にぼんでん奉納 （平鹿）

行政情報便

６月１日は人権擁護委員法の日です。これに伴い、特
設人権・困りごと相談所を開設します。家族関係や近隣
関係、いじめや体罰、名誉・信用問題、登記・供託・戸
籍等について相談のある方はお気軽にお越しください。
相談は無料で、秘密は厳守します。

桜とともに華やかな歌声

会場を魅了するスワンコーラスの合唱

市からのお知らせ

大 雄

６/３
（木）
６/３
（木）
６/１
（火）
６/１
（火）
６/５
（土）
６/１
（火）
６/１
（火）

椎名
松井
髙橋
前澤

人権擁護委員名
靖典
敏博
恒徳
弘子

堀内 新一
髙見 祥一
七尾喜美代

織田智惠子
増田地域多目的 石川 冴子
内藤新左衛門
研修センター
佐野 洋子
平鹿生涯学習セ 戸部 英二
瀨田川美知子 神原 英夫
ンター

横手市軽自動車税の納税通知書が発送になりました。
まだお手元に届いていない方や、車検等で納税証明書が
必要な方は下記担当までご連絡ください。
軽自動車税の納付期限は５月31日（月）です
直接納付される方や口座振替で納税される方は、納付
期日と通帳などをご確認ください。
軽自動車税の減免申請期限は５月24日（月）です
減免は毎年申請が必要です。至急ご確認ください。
※該当される方やご家族の方は、申請書類等を準備し、
最寄りの地域局か市民税課諸税担当までお越しくださ
い。詳しくは市のホームページをご覧ください。
◆問合せ 市財務部市民税課諸税担当
（横手庁舎内） 32‑
2510、納税課納税担当
（横手庁舎内） 32‑2518、
または各地域局地域振興課税務担当

税
証明 所得証明書等の発行は６月中旬です

上法 快晴

大森コミュニテ 朝川 順子
嵐田友之助
ィセンター

棚橋 博子

十文字文化セン 寺田 奎子
佐々木弘子
ター

信太 耕三
近 るり子

山内生涯学習セ 藤原 信子
ンター

高橋 藤悦

平成21年分の所得証明書および平成22年度の市県民税
課税証明書等の発行は、６月中旬を予定しています。
詳細は、市報よこて６月１日号にてお知らせしますの
で、ご確認ください
◆問合せ 市財務部市民税課（横手庁舎内） 32‑2510、
または各地域局地域振興課

大雄地域福祉セ 滝澤 將弘
ンター

戸田 吉広

教

５月は消費者月間です

『横手市消費者大会』に参加してみませんか

４月29日、真人公園さくらまつりの名物行事たらい
こぎ競争が同公園沼を会場に行われ、男女合わせて22
人が参加。肌寒い天候の下、42.195㍍先のゴールを目
指しました。スタート直後からバランスを崩し転覆す
る人や前に進めず苦労する参加者たちに、沼の周りを
囲んだ観客から、大きな声援がおくられていました。

金 軽自動車税の納付書を発送しました

雄物川コミュニ 佐々木栄一
高橋 雅子
ティセンター

◆問合せ 法務局横手支局 32‑5153

（増田）

税

市では５月の消費者月間にあわせ、横手市消費者
大会を開催します。
今年のテーマは『守ろうよ、みんなを！〜なくそ
う！高齢者の消費者被害〜』です。講師に、金融広
報アドバイザーの菅美千世さんを迎え〝最近の消費
者被害とその防止策について〟と題した講演会を行
います。参加は無料で記念品も準備しています。み
なさん、ぜひお越しください。
◆日 時 ５月19日(水)午後１時30分〜
◆場 所 かまくら館 ５階
◆問合せ 市産業経済部商工労働課 45‑5516
暮らしの中で発生するさまざまなトラブル。問題
解決のお手伝いをしますので、一人で悩まず気軽に
ご相談ください。
◆消費生活相談窓口 横手地域局１階 32‑2111
（または市産業経済部商工労働課 45‑5516）

育

みんなの力で子どもたちを支援しませんか

学校支援ボランティア募集中！

市教育委員会では、小・中学校の教育活動向上のため、
ボランティアとして登録し、お手伝いしてくださる方を
募集しています。横手市の将来を担う子どもたちのため
に、ぜひご協力ください。
◆活動内容
学校から依頼があった際に活動していただきます。
①環境整備支援
図書整理、除草や除雪、植木の剪定、遊具の点検、
校舎等の補修、校内外の美化など
②教育活動支援
読み聞かせ、農作業指導、外国語指導、伝統芸能指
導、部活指導、安全パトロールなど
③在宅支援
教材や備品作り、体験学習の受け入れ、安全地図作
り、ベルマーク・アルミ缶集めなど
◆登録期間
１年間 ※辞退の申し出がないかぎり自動更新制
◆応募資格
市内在住で高校生以上の方(免許・資格の有無は問わず)
◆応募方法
電話、ファクス、メールでご応募ください。
◆応 募 先
市教育委員会教育総務部生涯学習課（雄物川庁舎内） 22‑2155、
22‑2116、 shogaigakushu@city.yokote.lg.jp
No.111 2010( 平成 22年 ).5.15 市報よこて
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講 ファミリー・サポート・
座 センター﹃子育て講習会﹄
横手病院の木村カズ子総看護
師長を講師に迎え︑﹃子どもがか
かりやすい病気とその対応﹄に
ついて一般市民の方を対象に講
習会を開催します︒︵参加無料︶
◆日時／５月 日︵金︶午後２時
〜３時 分
◆場所／大雄ふれあいホール
◆託児／あり︵要予約︶
◆申込期限／５月 日︵水︶
◆申込み／横手市ファミリー・
サポート・センター ３５︲
７２１１

講

第１回育児講座﹃おしょ
座 うさんのまごころ説法﹄

︵材料代︶
◆日時／５月 日︵月︶午前 時
◆申込受付／５月 日
︵金︶午前
分︵受付開始︶〜 時 分
９時から
◆場所／平鹿生涯学習センター
◆対象／未就園児とその保護者 ◆申込み／女性センター ３３
︲３９９５︑３２︲３１３７
◆参加費／無料
◆託児／あり︵要予約︶
第１弾
◆申込み／市子育て支援センタ 講 ﹃あいあい☆広場﹄
座 ポニーに会いに行こう！
ーなかよし ３２︲６９３３
◆日時／６月８日︵火︶
午前９時
〜正午
催 市内を巡る﹃半日観光﹄に
し 参加してみませんか
◆場所／いやしの森ポニーラン
ド仁真園
◆ 日程・コース／①５月 日︵火︶
横手歴史と文化コース
︵羽黒の ◆対象／未就園児とその保護者
柳 ︑武 家 屋 敷 跡 ︑旧 日 新 館 ︑本 ◆定員／先着 組︵参加無料︶
◆申込み／あさくら館 ３５︲
多上野介墓碑︑横手公園等︶
２１３８
②６月４日
︵金︶
大沢・前郷コー
ス︵天保無縁塚︑
羽根山長者と
お こも
鍛冶台いこいの森
姫石御篭り堂︑
旭岡山神社仁王 催
し﹃レンゲツツジ﹄観察会
門︑
ニンニク神さま︑
西ヶ坂等︶
レンゲツツジが色鮮やかに咲
◆集合時間／午前８時 分
◆集合場所／市役所南庁舎向い き誇る〝ツツジの回廊〟をのん
びり散策してみませんか︒
防雪センター前駐車場
午前９時
◆定員／先着各 人︵参加無料︶ ◆日時／５月 日︵金︶
〜正午
◆申込み／市産業経済部観光物
◆集合場所／雄物川民家苑﹃木
産課 ３３︲７１１１
戸五郎兵衛村﹄
◆定員／先着 人
講 初心者向け﹃フラワー
座 アレンジスクール﹄開講
◆参加費 ／１ ︐０００円︵昼食付き︶
◆申込開始／５月 日
︵月︶
◆申込み／雄物川地域局産業建
設課 ２２︲２１８７

講 甲種防火管理再講習・
座 甲種防火管理新規講習
申込書は︑市消防本部または

︻甲種防火管理再講習︼
◆場所／さかえ館
◆日時／７月 日
︵火︶
午後１時 ◆申込み／横手市雇用創出協議
〜４時 分
会
事務局︵市商工労働課内︶
◆テキスト代／２︐５００円
４５︲３９９０
︻甲種防火管理新規講習︼
◆日時／ ７月７日︵水︶
・８日
︵木︶ 募
警察官Ａ・女性警察官Ａ
集 募集
午前９時〜午後４時 分
６

◆テキスト代／４︐５００円
︻ 平成 年４月採用予定︼
◆場所／平鹿生涯学習センター ◆試験日程／
︻第１次試験︼７月
◆受付期間／５月 日︵月︶
〜６
日 土( ︑) 日 日(︶
︻第２次試
月 日︵火︶
験︼
７月下旬および８月中旬
◆問合せ／市消防本部予防課
◆
受
験資格／昭和 年４月２日
３２︲１２１８
以降に生まれた方で︑大学卒
業または平成 年３月卒業見
込みの方
講 横手市雇用創出協議会
座 各種セミナー等のご案内 ◆試験の程度／大学卒業程度
︻３級販売士養成集中講座︼
◆受付期間／５月 日 金( 〜
)６
◆日時／５月 日
︵木︶
・ 日
︵木︶
月７日 月
( )
６月３日︵木︶
・ 日
︵木︶
・ 日
◆問合せ／横手警察署警務課
︵木︶
・７月１日︵木︶
︑午後１時
３２︲２２５０
分〜４時 分※ただし７月
１日は午後５時 分まで
お 知 ＨＩＶ︵エイズ︶
ら せ 検査普及週間
◆場所／横手市民会館
︻４日でマスター！携帯ネットシ
６月１日から７日まではＨＩ
ョップ構築講座︵全４回開催︶
︼ Ｖ
︵エイズ︶検査普及週間です︒
◆日時／５月 日
︵土︶
・ 日
︵日︶ 横手保健所では︑次のとおりＨ
・ 日︵土︶
・ 日
︵日︶
︑午後１
ＩＶ検査を実施します︒なお︑
時 分〜午後５時※ただし
毎月第一火曜日の午前中にエイ
日と 日は午前 時 分から
ズ相談や検査を行っています︒
◆場所／ 横手市就業改善センター他 ◆日時／６月１日
︵火︶
午前 時
〜 時︑午後１時 分〜４時
◆場所／横手保健所
◆内容／エイズ個別相談・即日
検査︵無料・匿名︶※要予約
◆申込み／横手保健所健康・予
防課 ３２︲４００５

30

20

︻外国人お招き対応術Ⅱ〜韓国
語 を 学 ぼ う︵ 初 級 ︶〜 ︼
◆日時／５月 日︵火︶
・６月１
日︵ 火 ︶
・８ 日︵ 火 ︶
・ 日︵ 火 ︶
・
日
︵火︶
・ 日
︵火︶
︑
午後１時
分〜３時 分

日本将棋連盟横手支部『５月将棋例会』
●日時／５月23日(日)午前９時30分〜 ●場所／女性セ
ンター ●参加費／会員1,000円、会員以外1,300円、学生
500円（昼食付）●問合せ／中田さん
32‑2479

21

消防署︑
各分署で配布しています︒

お

せ

簡単にできる︑本格的なフラ
ワーアレンジメントを学んでみ
ませんか︒
︵全４回開催予定︶
◆日時／︻１回目︼
６月 日
︵金︶
午後６時 分〜８時
◆場所／女性センター
◆定員／一般女性 人
◆受講料／１回２︐０００円

11

23

10

11

脳の活性化に最適！囲碁教室
入門教室（未経験）と初心者教室（初段程度）があります。
●参加説明会／５月22日（土）10時〜 ●場所／あさくら館
●活動日時／毎月第２・第４土曜日、午前10時〜正午 ●
参加料／2,000円（年間）●問合せ／妹尾さん
32‑8563

﹃命のきずなと心のふれあい﹄
をテーマに︑洞雲寺・柴田康裕
住職を講師に迎え︑講演会を開
催します︒また︑講演会終了後
は︑バルーンアートショーを行
います︒

10

55

23

14

20

17

23

魅力的な地域づくり、市民参加型のまちづくり活動に活
かせるよう、新潟県内外でまちづくり活動を展開している
『ＮＰＯ法人まちづくり学校』
（新潟市）より講師を迎え、講
演会を開催します。
◆日 時 ６月５日(土)午前９時30分(開場)〜正午（予定）
◆場 所 平鹿生涯学習センター 講堂
◆内 容 『ＮＰＯ法人まちづくり学校』が地域の方々とと
もに実践している集落活性化の活動や公共事業
への関わりとその現状を紹介します。
◆入場料 無料※申し込みは不要です。どなたでも参加で
きます。
◆問合せ 秋田県南ＮＰＯセンター 33‑7002または
市総務企画部地域づくり支援課 35‑2158

『気功健康法』無料体験教室
簡単な動きと呼吸法を行います。
●日時／５月21日(金)・28日(金)、午前10時30分〜正午
●場所／サンサン横手 ●問合せ／瀬畠さん
32‑3833

『まちづくりの先進地・新潟』の地域づくり

12
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30

27

23

30

10

30

地域づくり活動講演会

15

30

29

10

10

15

29

30

30 22

25

30 29

『斎藤美智子社中展（生け花）』
●日時／５月15日(土)・16日(日)、午前10時〜午後５時
●場所／かまくら館 ●入場料／無料 ●問合せ／斎藤
さん
32‑2297

10

30

15

28

９

45

10

18

30 22

「いどばたプラザ」は、市民団体やＮＰＯなどからのお知らせを掲載
するコーナーです。掲載を希望する場合は、発行日の15日前までに内
容がわかるものをお寄せください。なお、内容や情報量などによって、
ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

17

17

どばたプラザ
idobata plaza

11

10

●会場：木戸五郎兵衛村、雄物川中央公園、今宿ご利益通り
●主なイベント
○６月２日(水)〜６日(日)
・植木盆栽市：午前８時30分〜午後５時30分 ※５日(土)
は午後９時まで
○６月５日(土)
・秋田の竿灯：午後３時〜、７時〜
・大雄太鼓：午後４時〜、８時〜
○６月６日(日)
・御嶽清流太鼓：午前11時〜、午後４時〜
・アカペラコンサート（ウスペラーズ他出演）、音楽サー
クルステージ（秋田大学・国際教養大学）：午前11時30
分〜午後４時（1ステージ25分）
・歴史薫るご利益通り散策ツアー：午前10時30分〜、午後
１時30分〜、２回開催（申し込み必要）
・親子ウオークラリー：午後１時〜２時（申し込み必要）
・今宿商店街でも協賛イベントを実施
○６月５日(土)〜６日（日）
・物産店・商店屋台：午前11時〜午後８時 ※６日(日)
は午後４時まで
・フリーマーケット：午前11時〜午後４時
●問合せ／雄物川地域局地域振興課 22‑2111

15

30

い

30

◆専用電話／ ０１８︲８６２
相
多重債務無料相談窓口
談
︲４１９６
東北財務局秋田財務事務所で
は︑自らの収入で返済しきれな 講 大曲技術専門校
座 スキルアップセミナー
い程の借金を抱え︑
お悩みの方々
からの相談に応じています︒
事業所等にお勤めしている方
借金問題はさまざまな方法で を対象とした講習会です︒
必ず解決できます︒必要に応じ ◆ワード活用術の実際／６月
て弁護士・司法書士などの専門
日
︵木︶・ 日
︵金︶︑定員 人
家に引継ぎも行っています︒相 ◆２級建設業経理士検定試験準
談は無料ですので︑お気軽にご
備講習／６月 日︵木︶・ 日
相談ください︒
︵金︶︑定員 人
◆受付日時／月曜日〜金曜日︑ ◆時間／午前９時〜午後４時
午前８時 分〜午後５時 分 ◆参加費／無料
︵テキスト代別︶
︵祝日︑
年末年始を除く︶
◆申込み／大曲技術専門校民間
◆場所／東北財務局秋田財務事
訓練支援室 ０１８７︲６２
務所理財課︵秋田市山王︶
︲６３２１

自然と歴史の薫るまちづくりとして『雄物川民家苑木
戸五郎兵衛村まつり』を開催します。ぜひお越しださい。

『2010大雄サマーフェスティバル』の開催日が７月31日(土)
に決定しました。祭りのメインとなるダンスコンテストの
出場チームを募集します。
◆募集期間 ５月24日(月)正午〜31日(月)
◆募集定数 先着20組（選考会あり、出場権10組）
◆募集対象 小学生以上（１チーム２人以上６人以内）
◆ジャンル ストリートダンス全般
◆申込方法 チーム名、代表者の氏名・住所・電話番号、
ジャンル、チーム人数を記入し、ファクスか
Ｅメールで申し込んでください。 52‑3906
Ｅメール:taiyu‑sangyo@city.yokote.lg.jp
◆選 考 会 ６月27日（日）予定
◆問 合 せ 2010大雄サマーフェスティバル実行委員会
大雄地域局産業建設課 52‑3913
※詳細は市のホームページをご覧ください。

information
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45
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６月２日(水)〜６日(日）開催

ストリートダンスコンテスト出場チーム募集

20

10

30

『木戸五郎兵衛村まつり』

2010大雄サマーフェスティバル

24

30

報

情
雄物川民家苑

地域からのお知らせ

情報〜information〜

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 雄物川(中央)図書館 22‑2300または最寄りの図書館へ

今月の一冊

がん患者、お金との闘い

札幌テレビ放送取材班＝著／岩波書店

善

意

ありがとうございます

県南愛児園ドリームハウスへ
・佐々木フサ子さん
・地主ヤヘさん
特別養護老人ホーム白寿園へ
・伊藤眞輝子さん
・織田信夫さん
・中安甲吉さん
・安田章悦さん

休

館日

お出かけ前にご確認ください

横手図書館
増田図書館
平鹿図書館
雄物川図書館
大森図書館
十文字図書館
山内図書館

5月19・26日
5月17・24・31日
5月18・25日
5月19・26日
5月18・25日
5月19・26日
5月15・16・22・
23・29・30日
大雄図書館
5月16・17・20・
24・27・31日
雄物川資料館 5月17・24・31日

診

特別養護老人ホーム憩寿園へ
・植田地区女性部婦人会
・神原實さん
特別養護老人ホーム鶴寿苑へ
・ボランティアグループ
わたぼうし
・高橋光子さん

ゆっぷる
5月19日
ゆとり館
5月18・25日
えがおの丘
5月17・24・31日
三吉山荘
5月18・25日
大森健康温泉
5月24・31日
ゆとりおん大雄 5月27日
南部シルバーエリア 5月24・31日
健康の駅トレーニングセンター
東部
5月19・26日
西・南部
5月15・16・22・
23・29・30日
子どもと老人のふれあいセンター
5月24・31日

療所

ご確認ください

【増田地域】
【雄物川地域】
増田町診療所（耳鼻咽喉科）
えがおの丘診療所
診 療 日 5月19・26日、
診 療 日 5月19・26日、
6月２日（水）
6月２日（水）
診療時間 14：00〜15：30
診療時間 14：30〜15：30
大沢診療所
診 療 日 5月24日（月）
診療時間 13：30〜14：30
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時代の進歩とともに、進化してい
くがん医療技術と治療薬。比例して
患者にのしかかる多大な治療費負担
の現状について、この本は語ってい
ます。患者と家族、医療関係者が命
を守るため一緒になり葛藤し決断し
ていく姿は、もはや他人事とは思わ
れません。二人に一人が、がんになると言われる時代。
万が一のため、がん(治療)に関する知識と経済的な準備
を持つこと、そしてなにより健康であることの大切さを
教えてくれる一冊です。
【平鹿図書館】

新着図書の紹介
一般向け

〔 〕内は所蔵図書館名
横=横手、増=増田、平=平鹿、雄=雄物川
森=大森、十=十文字、大=大雄、山=山内

・いのちの伝言／飯田史彦〔増〕
・試練は乗り越えろ／岡野雅行〔横・平〕
・女子と出産〜晩産時代を、どう生きる？〜／山本貴代〔雄〕
・沸騰都市／ＮＨＫスペシャル取材班〔森〕
・人は愛するに足り、真心は信ずるに足る／中村哲〔雄〕
・『逆転の発想』の経営学／合力知工〔横〕
・できる100ワザツイッター／コグレマサト〔平・森・十〕
・ダーリンの頭ン中２／小栗左多里〔雄・十〕
・星新一ショートショート遊園地【大活字本】／星新一〔森〕
・秋田〜ふるさとの文学〜
／秋田県高等学校教育研究会国語部会〔横〕
・ゴーストばあちゃん／チェミンギョン〔増〕

児童・生徒向け

・龍馬の夢／小西聖一〔横〕
・ほんとのおおきさ水族館／小宮輝幸〔雄〕
・かのこちゃんとマドレーヌ夫人／万城目学〔森〕
・こども俳句塾／大高翔〔増〕

絵

本

・もぐらバス／うちのますみ〔横・増・雄〕
・うさこちゃんのおうち／ディック・ブルーナ〔平〕
・チョコレートパン／長新太〔十〕

おはなし会（会場は各図書館)

・６月12日（土）午前10時30分／十文字
・６月19日（土）午後２時／増田
・６月20日（日）午前10時30分／雄物川・大森

市立図書館講座『読書会』参加者募集中

古典作品を味わってみませんか。現在は『源氏物語』
を読み進めています。どなたでも参加できます。
○開催日時／毎月最終金曜日、午後２時〜
○場所／雄物川図書館
○申込み／雄物川図書館 22‑2300

蔵書点検のため臨時休館となります

・６月１日（火）〜９日(水)／雄物川図書館

南部シルバーエリア料理教室『旬の野菜料理』
●日時／５月29日(土)午前９時50分〜 ●参加費／1,000
円（材料費・保険料込）●定員／20人 ●申込期限／５月
25日(火) ●持ち物／エプロン、筆記用具 ●申込み／
南部シルバーエリア
26‑3880
横手ばら会 栽培技術講習会『新苗の地植え』
●日時／５月30日(日)午前９時30分〜 ●場所／横手公
園バラ園 ●参加費／無料 ●持ち物／スコップ、軍手
●問合せ／横手ばら会 藤本さん
32‑6177
『リンパケア（フットケア)』を体験しませんか
●日時／①６月２日(水)午前10時〜12時、
②６月６日
（日）
午後１時〜３時 ●場所／かんぽの宿横手 ●定員／各10人
(要事前申込み）●参加費／500円(ローション代) ●持ち
物／タオル２枚 ●申込み／大久保さん 090‑7325‑0212
よこて女性コーラス『25周年記念コンサート』
恋のバカンスやふるさとなど15曲以上を予定しています。
●日時／６月５日(土)午後２時30分開演 ●場所／かま
くら館 ●入場料／無料 ●問合せ／籠林さん
32‑1687
ナンの館 月例市民将棋大会
●日時／６月６日(日)午前10時〜 ●場所／ナンの館（十
文字町バイパス通り）●参加費／1,000円（軽食付）●問
合せ／佐藤さん
090‑3365‑2720
第18回 五條流光舞会チャリティー公演
●日時／６月６日(日)正午〜 ●場所／秋田ふるさと村
ドーム劇場 ●入場料／1,000円 ●問合せ／五條さん
32‑1850
歌の好きな人集まれ 〜思いっきり歌声喫茶〜
●日時／６月10日(木)午後７時開演 ●場所／煉瓦屋（寿
町）●参加費／1,000円（軽食付）●予定曲／アカシヤの
雨が止む時など20曲以上 ●問合せ／煉瓦屋
33‑2811
みんなでキャンプ参加者募集！
ハイキング・野外炊はん・天体観測などを行います。
●開催日／６月12日(土)〜13日（日） ●場所／保呂羽山
少年自然の家 ●対象／子どもとその保護者・家族30人
●申込み／保呂羽山少年自然の家
26‑6011
『風の翼』コンサート
横手養護学校創立30周年記念に子どもたちと一緒に作
った 風の翼 や 横手やきソンバ などを予定しています。
●日時／６月13日(日)午後２時30分開演 ●場所／かま
くら館 ●入場料／大人1,000円、高校生以下500円 ●チ
ケット販売／かまくら館、よねや、ゆうゆうプラザ、金喜
書店、道の駅十文字 ●問合せ／塩田さん 080‑5066‑1689
『県シニアソフトテニス連盟 横手支部』会員募集
一緒にいい汗流してみませんか。初心者大歓迎！
●活動日時／毎週火・金曜日、第１・第３日曜日、午後１時
〜４時 ●場所／横手公園テニスコート ●対象／男性：
50歳以上、女性：30歳以上 ●問合せ／戸田さん 32‑0667
『バドミントン・卓球の集い』会員募集
●日時／毎週水曜日、午後７時〜９時 ●場所／横手体育館
●年度会費／一般3,000円、中学生以下2,000円、家族会員
5,000円 ●参加費／１回につき300円 ●申込み／ＮＰＯ
法人よこてスポーツクラブ（横手体育館内） 33‑2102
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ゆとりと自然、環境などに配慮した学舎に
平成24年開校の横手明峰中学校
学校施設建設の設計が完了

編集・デザイン／総務企画部市長公室
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〒013‑8601
横手市条里一丁目１番64号
TEL：0182‑35‑2162 FAX：0182‑33‑6061

雄物川、大森、大雄の
３つの中学校を統合

施設の概要
校舎・体育館（一体型）
鉄筋コンクリート造３階建 延床面積12,421㎡
体育館２室、武道場
屋外運動施設
陸上競技場（300ｍトラック）、野球場（両翼90ｍ・セ
ンター110ｍ）、テニスコート（４面）
その他の施設
学校園（ものづくり体験学習のため）、自転車置き場
（約280台分）、駐車場（約200台分）、スクールバス車
庫（10台分）

大森

大雄

雄物川

建設場所：
大雄藤巻地内

西部地域の３つの中学校を
統合し︑平成 年４月の開校
をめざしている横手明峰中学
校︒その学校施設建設のため
の設計が完了しました︒
設計にあたっては︑校名の
由来にちなみ﹁鳥海を望む︑
光豊かな︑ぬくもりのある学
舎﹂をイメージ︒ゆとりと自
然︑環境を基本に︑効率的な
動線や衛生︑災害対策︑防犯
などにも配慮しました︒
体育館と一体型の校舎は︑
鉄筋コンクリート３階建て︒
動線の単純化や除雪などの施
設管理のしやすさを考慮し︑
直線的な配置としました︒す
べての部活動を校地内ででき
るようにするため︑体育館や
陸上競技場などの体育施設の
設置を計画しています︒
５月中旬から造成工事に着
手し︑工期は 月までの８ヵ
月間︑校舎等の建築工事は今
年９月から平成 年２月まで
の ヵ月を予定しています︒
市民の皆さんへのお願い
工事中は︑大型の工事関係
車両が数多く走行します︒で
きるかぎり安全確保に努めま
すが︑付近を通行の際は十分
にご注意ください︒工事期間
がたいへん長く︑ご迷惑をお
かけしますが︑ご理解とご協
力をお願いします︒
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道の駅さんない『山菜まつり2010』

P

ick

up!!

急
急
児
児
行
行
法
法

市立横手病院（荻原医師） 32‑5001
平鹿総合病院（石橋医師） 32‑5124
雄物川保健センター 10：00〜12：00
十文字町幸福会館
10：00〜12：00、社協・十文字福祉センター 42‑5858
心
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
法 市役所南庁舎 13：00〜15：00、市総務課
法
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心 社協・横手福祉センター（四日町）
心

35‑2161

心 十文字町幸福会館
心

ウオーキングデー 9：00〜、かまくら館サンルーム集合
直売所『山菜恵ちゃん』山菜祭り

ップ
クア
ピッ

Pick

up!!

急 桃雲堂高橋医院（増田） 45‑2363
急
児
児 平鹿総合病院（石橋医師） 32‑5124

心 大森コミュニティセンター
心

チャレンジデー 詳しくは６ページ
心 雄物川コミュニティセンター
心
心 増田地区多目的研修センター
心

【道の駅さんない】
◆日 時／５月15日（土）
・16日
（日）10：00〜15：00
◆内 容／山菜即売会、道の
駅秋田県南じまん
こ市、つるつる流
しそば、お菓子ま
き、祝い餅つき、
青空市場など
◆問合せ／道の駅さんない
56‑1600
【あいのの温泉直売所『山菜恵ちゃん』】
◆日 時／５月23日（日）8：30〜17：00
◆内 容／餅つき（10：00〜、13：00〜）、山菜汁
のサービス（正午ごろ）など
◆問合せ／あいのの温泉直売所『山菜恵ちゃん』
53‑2710
【三又営農生産組合】
◆日 時／６月５日（土）9：30〜12：00
◆場 所／三又温泉駐車場
◆問合せ／三又営農生産組合 石沢さん 53‑5128
さんない芝桜園は６月上旬までが見ごろ！

行 横手地域局１階総合案内 13：00〜15：00
行
法 社協・雄物川福祉センター
法
10：00〜12：00、社協・雄物川福祉センター
心 社協・大雄福祉センター
心

山内地域のみなさんがまごころ込めて育て
た芝桜や花しょうぶをぜひご堪能ください。
56‑2072

急 市立横手病院（井田医師） 32‑5001
急
児
児 平鹿総合病院（岡田医師） 32‑5124

月
行 大森コミュニティセンター 9：00〜15：00
行
法 相談予約受付開始（6/16分） 市総務課 35‑2161
法
心 社協・山内福祉センター（ゆうらく館）
心

雄物川民家苑木戸五郎兵衛村まつり

2

水

3
4
5

木
金
土

〜６日、詳しくは13ページ
法 社協・横手福祉センター 10：00〜12：00／13：00〜
法
15：00、
社協・横手福祉センター 33‑8668
心
心 社協・平鹿福祉センター（ゆとり館）
心
心 社協・横手福祉センター（四日町）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

無料映写会

心 十文字町幸福会館
心

三又営農生産組合『山菜まつり』

〜 南部シルバーエリア（大森町）

◆上映時間／午後１時〜 ◆問合せ／ 26‑3880
ップ
クア
ピッ

Pick

up!!

【無料相談】 行
行 … 行政
税
（10：00〜12：00／13：00〜15：00）
税 … 税務
法 … 法律
（要予約）
心 … 心配ごと（9：30〜12：00）
法
心
【 医 療 】 急
当 … 休日救急当番医（9：00〜12：00）
児 … 日曜夜間小児救急外来（受付18：00〜21：00）
児
【社会保険年金相談】横手地域局１階相談窓口 32‑2111（内線8529）
・毎週月曜〜木曜 10：00〜12：00／13：00〜15：00

５月16日（日）「ティンカー・ベル」
６月６日（日）「ウォーリー」

【78分】
【98分】

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

横手市の人口
総数
男
女

〔

101,337人（‑ 3）／ 34,168世帯（+84）
48,181人（+19）
53,156人（‑22）
※４月末現在（前月末比）

〕

