
パソコンやあなたの
お手持ちの携帯端末で
ご覧になれます！
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毎日の生活に
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https://www.nipro.co.jp/

https://www.np.nipro-pharma.co.jp/

その技術は命のために｡

その技術は、人のために｡

秋 田 か ら 　 世 界 へ
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表３表２

株式会社サイネックス
〒982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀4-13-8

TEL.022-243-6673

株式会社サイネックス　秋田営業所
〒010-0001 秋田県秋田市中通4-1-2

TEL.018-833-6700

※掲載している広告は、令和3年6月現在の情報です。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発行

広告販売

大館市
〒017-8555 秋田県大館市字中城20番地

TEL.0186-49-3111㈹

　「大館市 くらしの便利帳」は、大館市にお住まいの皆様方へ、市の行政
情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的とし
て発行いたしました。
　また、市民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけ
るよう、官民協働事業として大館市と株式会社サイネックスとの共同発
行としました。
　「大館市 くらしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご協力
により、行政機関への設置はもとより、大館市の全世帯へ無償配布するこ
とができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「大館市 くらしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年6月1日現在の
情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される場
合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報の内容・手続
き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用く
ださい。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

令和3年7月発行

大館市
くらしの便利帳

大館市くらしの便利帳の使い方
暮らしに役立つ情報がスムーズに探せます。

みなさんのお宅にお届けした「大館市くらしの便利帳」は、これから大館市で、そしてずっと
大館市で暮らしていく、そんなみなさんのためのガイドブックです。ぜひ、毎日の暮らしの中
でお役立てください。

表紙と本文のカラーイン
デックスが連動しているた
め、直感的にスピーディに、
目的の情報にたどり着くこ
とができます。

とっても便利な三部構成！

雑
誌
サ
イ
ズ

手に取りやすい雑誌サイズだから
目につく場所に置いておけば重宝！

調べごとを思いついた際、パソコンと違って電源を入れる必要が
ないから、知りたい情報にすぐたどり着きます。テレビリモコンな
ど普段使いが多い道具のそばに置いておくと便利です。

行政情報のほかに、地域情報のページには、自分たちが暮らす街
の歳時記や特産品など、お子様から高齢者の方まで誰もが楽し
める記事がいっぱい詰まっています。

市の医師会や歯科医師会に所属するお医者さんを網羅したリストや
地図を掲載しているので、困ったときはすぐに目を通しましょう。きっと
あなたの力になる、あなたを支えてくれるお医者さんが見つかります！

野球場やプールなどの運動施設はもちろん、図書館や博物館など
の情報が掲載されています。街の公共施設を賢く利用して有意
義な時間を過ごしましょう。

歳時
記

特産品

文化財 etc.

わが街の魅力を再発見できる
楽しい記事がぎっしり満載！

たとえ急に病気になっても
お医者さんがすぐ見つかる！

市内公共施設の利用時間などが
ひとめでパッとわかります！

困った時に頼れる

行政
情報

毎日の暮らしを支える

生活
情報

街への愛情が深まる

地域
情報

楽しいイベント情報や生活情報、
緊急情報や新着情報など、役立つ
情報がいっぱい！

大館市 検索大館市ホームページ
インターネットでさまざまな大館市の情報を発信しています。
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　市民の皆さまには、日頃より市政運営にご協力をいただき心から感謝申し上げます。

　本市のまちづくりを進めていくうえで、私が掲げている政策の柱は「匠」「連携」「に

ぎわい」「ひとづくり」「安心」の五つであります。暮らしに直結する「ひとづくり」「安

心」に重点をおきつつ、確かな基盤を確立する施策として「匠」「連携」「にぎわい」を進

めてまいりました。

　令和の市政は、私たちが持つ力、大館力をさらに「みがき」「つなぎ」、未来に対して

「ひらく」まちづくりを行う上で、「内に優しく、外に強い」をキーワードとして進めて

まいります。「内に優しく」では、きめ細かな子育てサポートやキャリア教育などを通じ

たひとづくりや、障害者という概念を払拭した「共生社会」の実現に向けて、的確に対応

してまいります。また「外に強い」では、本市産業の稼ぐ力の向上、地域産品のブランド

化、広域的な連携による産業振興の推進や本市と思いを同じくする自治体との連携を

強化しながら、さらなる交流人口の拡大に努めます。

　さて、このたび、発刊します「大館市くらしの便利帳」は、市民の皆さまが必要とする

ときに利便性の高い情報源としてご利用いただけるよう、行政サービスの中で日常生

活に関わりの深い制度などを一冊にまとめたものです。

　長年暮らしておられる皆さまだけではなく、新たに転入された皆さまにも、少しでも

早く本市の生活に慣れていただくために、ぜひご家庭の身近なところに置いていただ

き、ご活用いただければ幸いです。

　５年ぶりの作成と全戸配布にあたっては、行財政改革の視点を踏まえ、株式会社サイ

ネックスとの官民協働事業により取り組んでまいりました。発刊のための費用は、全て

広告料で賄っております。掲載にご賛同いただいた事業者の皆さまには、この場をお借

りして深く感謝申し上げます。

福原 淳嗣大館市長

大館市くらしの便利帳

市長あいさつ

大館市  くらしの便利帳 1

２１０７大館市2(SG40)企画前半.indd   1 2021/06/24   13:38:02



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

In���
●市長あいさつ　………………… 1

●インデックス　………………… 2

●ライフサイクルインデックス　 4

大館市ガイド 6

▶ 大館市の概要　………………… 6

▶ 新庁舎建設の基本理念　……… 8

▶ ハチ公のふるさと、大館市　 … 10

▶ 大館と渋谷　交流のあゆみ　 12

▶ 移住、定住支援　 ………………13

▶ 豊かな自然環境の中で
　日々表情を変える絶景　 ………14

▶ 先人の暮らしぶりを
　今に伝える史跡や文化財　……16

▶ スポーツや趣味を通じて
　人々が出会い、交流を深める場所
……………………………………18

▶ 環境省選定「国民保養温泉地」に
　指定された出で湯の宝庫　……19

▶ 大館歳時記　……………………20

▶ 大館名物、集めました　 ………24

▶ あなたのそばの医療機関　……28

●行政ガイドインデックス　……31

組織図 32

登録・証明 35

▶ 登録と証明　……………………35

▶ 戸籍　……………………………36

▶ 住民登録　 ………………………37

▶ 印鑑　……………………………39

税金 42

▶ 市税のしくみ　…………………42

保険・年金 46

▶ 国保の届け出　…………………46

▶ 国保の給付　……………………46

▶ 国民年金　 ………………………48

福祉・介護・子育て 52

▶ 児童福祉　 ………………………52

▶ 母子・父子福祉　 ………………56

▶ 社会福祉　 ………………………57

▶ 高齢者福祉　……………………58

▶ 障害者の福祉　…………………66

健康増進 69

▶ 保健事業　 ………………………69

大館市  くらしの便利帳2

成典電気工事
有限会社

ナリノリデンキコウジ

narinori@axel.ocn.ne.jp

TEL
FAX
I　P

0186-48-6040
0186-48-6157
050-3508-6532

〒017-0012
秋田県大館市釈迦内字稲荷山下129-4

ヤナギサワ有限
会社

大館市字松館71番地1

～ 創 造 夢 ～

E-mail:yanagisawa723@iaa.itkeeper.ne.jp

代表取締役　栁沢 誠

: 0186-42-7063
: 0186-42-7202

TEL
FAX

土木解体工事､下水､ほ装工事

大館市豊町4-42

創業150年㈱越国商舗グループ
実績が信頼の証し

中古住宅 賃貸物件新築建売

売　　地 リフォーム貸駐車場

43-0192
(0186)TEL

リフォーム
相続 売買

のことなら
お電話 ください

大館市花岡町字根井下127-1

代表取締役　佐藤 公昭

１級建築士事務所

お住まいの事なら
　　お任せ下さい。

: 0186-46-1211
: 0186-46-2736

TEL
FAX

佐藤工務店
有限会社

建築・修理・リフォーム
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プロパンガス·灯油・冷暖房住設機器販売
LPG充填所
大館市字板子石境96番地
TEL0186-48-3556

住まいと暮らしのアドバイザー

大館市御成町1丁目6-5
TEL0186-49-2828
営業時間:AM9:00～PM6:00

ホームセンター

温泉付アパート賃貸､一戸建て

大館市十二所字桑原28-1

有限会社 北日本物産

一般貨物自動車運送事業

本社　大館市道目木字中谷地47-2

0186-52-2071
0186-52-3312

TEL
FAX

有限会社 大瀧運輸

TEL 0186-52-3717

鉄骨工事 阿部電気工事
総合電気設備設計施工

〒017-0046 秋田県大館市清水5丁目6-56-1

Email:denk-622@khaki.plala.or.jp

: 0186-49-2242
: 0186-43-5577

TEL
FAX

一般電気設備工事･設計施工
オール電化工事･設計施工

屋根融雪･ロードヒーティング･設計施工

0186-48-2443
0186-48-3566

Tel
FAX

畳
襖
障子
アミ戸

大館市釈迦内二ツ森83

２１０７大館市2(SG40)企画前半.indd   3 2021/06/29   16:19:31



●出生届…P36
●国民健康保険…P46
●母子健康手帳…P69
●妊婦健康診査…P69

●税金…P42
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誕生

緊急時

育児

教育
成人

結婚
生活

老後

赤ちゃんが
生まれたら

出生届…36戸籍の届出・各種登録は
市役所へ届け出てください

のマークの場合には市役所に届出が必要です

生まれた日から
14日以内に届出

結婚したら

婚姻届…36
届け出た日
から効力

市内で住まいが
変わったら

転居届…37
引っ越しした日から
14日以内に届出

印鑑登録
…39

必要な方

死亡届…36

家族が
亡くなったら

死亡の事実を
知った日から
7日以内に届出

●防災・火災…P89

市内へ引っ越し
てきたとき

転入届…37
引っ越ししてきた日から
14日以内に届出

市外へ引っ越し
していくとき

転出届…37
引っ越しをする前

●小学校…P93
●中学校…P93
●放課後児童クラブ
　…P95
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●高齢者福祉…P58
●後期高齢者医療…P58
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●各種健診…P71
●税金…P42
●国民年金…P48
●国民健康
　保険…P46
●ごみ…P73
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●施設…P97
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●戸籍…P36
●住民登録…P37
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●国民健康保険…P46
●国民年金…P48
●各種健診…P71

i � � In���

birth child rearing

emergency

old age

壮年
prime of life

life adult

educationmarriage

大館市  くらしの便利帳4

高齢者介護施設の送迎運転など

(公社)大館市シルバー人材センター(公社)大館市シルバー人材センター 〒017-0805 大館市字扇田道下6-10
電話 0186-49-4088  FAX 0186-49-1579

0186-44-6020
お問い合わせ･お申込みは

大館市清水一丁目5-15
営業時間/10:00～18:00

テレビもネットも電話も
ケーブルテレビにおまかせ！

ニューデジタルケーブル株式会社

建設業･一級建築士事務所･宅地建物取引業

〒017-0884　秋田県大館市字土飛山下26-1
（市営田町球場向い）

TEL 0186-42-4545　FAX 0186-42-8585
http://www.itobuild.co.jp
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工藤米治商店株式
会社

本社 TEL
FAX
0186-49-3311
0186-49-3316

燃料供給会社として歩
んでおりますが地球環
境が叫ばれる中、真剣
に未来を考え環境に優
しい商品をご提供させ
ていただきます。

〒017-0846
秋田県大館市常盤木町8番9号

業務内容

●ガソリン･軽油･灯油等の石油製品の販売や
配送業務●プロパンガス、ガス機器の販売・点
検業務●住宅設備、防災用品、工業用資材、OA
機器の販売・設置●太陽光発電システムの販
売・設置●カーリースなど

ご連絡ください。お見積り無料!
納得価格でお応えします。

藤原板金㈱
屋根･防水工事はおまかせ

大館市餅田1丁目1-4TEL 0186-42-6211

大館広域清掃
株式会社
代表取締役　富樫　正人

大館市二井田字上段四羽出83-12

☎49-0456

営 業 案 内
○し尿汲み取り
○浄化槽維持管理･清掃
○事業系一般廃棄物収集運搬
○産業廃棄物収集運搬

○発泡スチロール処理
○グリストラップ汲み取り
○排水管洗浄
○除草(草刈)

ダンボール､新聞･雑誌
アルミ缶の受入

大館紙業有限
会社

･一般廃棄物収集運搬
･産業廃棄物収集運搬

大館市釈迦内字台野道下 30-2

TEL･FAX. 48-6009

リサイクルします
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