募

公営住宅の
入居者を募集します

▶申込資格
・月額所得15万８千円以下の方
・同居家族がいて住宅に困窮されている方
・申込者と同居親族が暴力団員でないこと
●新広ケ野住宅 46号
・住
所 五城目町高崎字広ケ野148
・構
造 木造平屋建
（３LDK）
･築24年
・家賃月額 16,900円〜25,100円
▶必要書類
①申込書
②入居しようとする方全員の住民票謄本
③所得がある方の最新の所得課税証明書全
員分、納税証明書
▶保証人の書類
①連帯保証人の承諾書
②所得課税証明書
※入居予定日は令和４年１月７日㈮以降に
なります。家賃は所得によって異なりま
す。敷金は家賃の３か月分です。
※募集は12月１日㈬から12月14日㈫ま
で。申込書は町ホームページと役場２階
の建設課に準備しています。
申・問 町建設課（☎852・5252）
▪

募

環境と文化のむらイベント
体験教室のご案内

●新年もちつき体験
杵や臼で、自分でついたお餅の香りや味
を楽しもう！
▶日 時 令和４年１月16日㈰
▶会 場 環境と文化のむら（野鳥の森）
▶時 間 午前10時〜正午
●天然杉でマイはし作り！
職人さん直伝！本格素材のはしを作ろう
▶日 時 令和４年２月20日㈰
▶会 場 環境と文化のむら（野鳥の森）
▶時 間 午前10時〜正午
▶参加費 300円
※どちらも、開催日の１か月前から参加申
し込み受け付けを開始します。
申・問 県環境と文化のむら
▪
（☎852・2202）
きね
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冬期間の水道料金は
４月の検針で精算します

募

スマートフォン操作体験会の
受講者を募集します

冬期間は積雪などにより水道メーターの
確認が困難となるため、検針は実施しませ
ん。このため、１月から３月は推定水量で
料金請求します。
実際に使用した水量による料金の差額
は、４月上旬の検針で確認して精算します
ので、ご理解とご協力をお願いします。
冬期間は水道凍結に十分ご注意くださ
い。
問 町建設課（☎852・5133）

「スマートフォンを購入して使い方を学
びたい」、「スマートフォンを持っている
がもっと活用したい」などと考えている方
向けに、スマートフォンの操作体験会を行
います。
体験会用のスマートフォンをこちらで用
意して行いますので、スマートフォンをお
持ちでない方もお気軽にご参加ください。
▶対象者 県内在住の65歳以上の方
▶日程・会場（１日２回開催）
12月23日㈭ 五城館
午前11時～午後１時
交通事故の損害賠償問題で
午後２時～午後４時
お困りの方へ
※新型コロナウイルス感染症の状況等に
より、日程の変更や中止となる場合が
自動車事故の被害にあわれ、示談をめぐ
あります。
る損害賠償の問題でお困りの方へ、弁護士
※体験会の内容は毎回同じ内容です。
が「中立・公正」な立場で、当事者間の紛
▶参 加 費 無料
争解決のお手伝いをします。
員 10人
被害者ご本人に損害賠償問題の法律知識 ▶定
※各回定員に達した時点で募
がなくても、交渉に不慣れでも安心です。
集を終了します。
弁護士費用は、
一切かかりません
（無料で
催 秋田県
す）。まずは、電話で予約をお願いします。 ▶主
※ご 相談になじまない場合もありますの ▶申込方法 下記問い合わせ先へ電話でお
申し込みください。
で、ご確認をお願いします。
問 公益財団法人 交通事故紛争処理セン 問 特定非営利活動法人 あきたパート
ナーシップ（あきた中央市民活動サ
ター 仙台支部（☎022・263・
ポートセンター）
（☎829・5801）
7231）

し尿のくみ取りは
お早めに！
年末のし尿くみ取りは大変混み合いま
す。くみ取りの申し込みは下記のとおりで
すので、お早めにお電話ください。
▶申込締切日 12月15日㈬
▶申 込 先 五城目衛生舎
☎852・3867
☎852・3440
※今年は12月28日㈫までくみ取りを行い
ます。来年は１月６日㈭からくみ取りを
始めます。ご注意ください。
問 町住民生活課（☎852・5112）

戦没者等のご遺族の皆さま
特別弔慰金請求手続きはお済みですか？
戦没者等のご遺族に、第11回特別弔慰
金が支給されます。請求期限を過ぎると、
この弔慰金を受ける権利がなくなります。
手続きをしていない方はお早めにご請求く
ださい。
▶支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和２年
４月１日（基準日）に、「恩給法による
公務扶助料」や、「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」等を受ける方
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合

に、次の順番による先順位のご遺族お１
人に、特別弔慰金が支給されます。
❶令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取
得した方
❷戦没者等の子
❸戦没者等の ❶父母、❷孫、❸祖父母、
❹兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があっ
たこと等の要件を満たしているかどう
かにより、順番が入れ替わります。
❹上記❶から❹以外の戦没者等の三親等内
の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以
上の生計関係があった方に限ります。
▶支給内容 額 面25万円、５年償還の記
名国債
▶請求期間 令和５年３月31日まで
※請求期間を過ぎると、第11回特別弔
慰金を受け取ることができなくなりま
すので、ご注意ください。
▶請求窓口 町住民生活課
問 町住民生活課（☎852・5112）

農業者の皆さまへ
リスクに備え「収入保険」に加入しましょう！
国、直轄の政策保険である「収入保険」
は、青色申告を行っている農業者（個人・
法人）が加入できる保険制度です。
この収入保険は、近年多発する自然災害
による収入減少の他、市場価格の低下、ケ
ガや病気で収穫不能など、農業者の経営努
力で避けられない収入減少が補償の対象と
なります。
このような様々なリスクから農業経営を
守る収入保険への加入をお勧めいたしま
す。
なお、加入申請は、本年12月末までと
なります。
詳細は下記までお問い合わせください。
問 秋 田 県 農 業 共 済 組 合 中 央 支 所 （ ☎
865・1701）

猿田日出男さん
平成14年町功労者の猿田日出男
さん（92歳・ 岩野）が11月10日
に永眠されました。
猿田さんは、昭和44年から21
年間、町交通指導隊隊員を務めら
れ、この間、隊長を９年間歴任す
るなど、交通事故の防止と交通秩
序の保持に尽力され、町民の交通
安全意識の高揚に努められました。
また、昭和57年から11年間、町
農業委員会委員を務められたほか、
県指導農業士として本町の農業の
振興に多大な貢献をされました。
謹んで哀悼の意を表します。

戦傷病者相談員・戦没者
遺族相談員のご紹介
厚生労働大臣から委嘱を受けた相談員
が、戦傷病者・戦没者遺族の福祉の増進を
図るため、援護の相談に応じ、必要な指
導、助言を行います。お気軽にご相談くだ
さい。
▶相談内容
・戦傷病者、戦没者遺族の各種年金・給付
金等に関する相談
・生活上の問題や利用可能な福祉制度に関
する相談
▶戦傷病者相談員
・小野準一郎さん
（☎0185・24・4828、
男鹿市船川港船川）
▶戦没者遺族相談員
・藤井正八さん
（☎875・3333、八郎潟町中嶋）
※任期はそれぞれ、令和5年9月30日まで
です。
問 町住民生活課（☎852・5112）

「年末の交通安全運動」
12月11日㈯～20日㈪

12月は
「飲酒運転追放月間」です

飲酒運転は、運転手はもちろん、
車両提供者、同乗者、
また飲酒検知
を拒否した場合も刑事罰に問われ
町交通指導隊、町交通安全母の会の協力
ます。
また、自転車の飲酒運転の場 で、町交通安全協会による「４時からライ
合も重い罰則が科せられます。
ト」運動を役場前で実施しました

令和３年飲酒運転等追放競争結果 19位（全県25市町村）令和３年10月末現在
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