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№１０５平成２２年２月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

給油時のうっかりミスに気を付けて!

～油流出事故にご注意～

一般家庭で灯油の小分け作業中、わずかな間目を離した

すきに油が漏れだし、流雪溝や河川に流れ込む事故が発生

しております。
皆さんご存じのとおり、河川の水は水道水をはじめとして様

々な目的に利用されており、油流出による水質事故はこれら

の水利用や環境へ悪影響を及ぼします。
冬期間は油流出による水質事故が数多く発生する時期で

もあり、ちょっとした油断が大事故につながる恐れもあります。

油類を取り扱う企業や業者はもちろんですが、一般家庭で

も灯油類などの取り扱いにはうっかりミスのないようくれぐれも
注意をお願いします。

～ きれいな川を守ろう！油漏れを防ぐための心掛け ～

○ホームタンクから灯油を小分けする時は 。その場を離れない

○給油後はバルブやコックなどの閉鎖を必ず確認すること。
○配管などの老朽化による油漏れはないか確認すること。

○ホームタンクに防油堤（油が漏れたときの受け皿です）を設

けること。(２００リットル入り以上のタンクは設置義務あり)
○屋根からの落雪や除雪等による配管の損傷に注意してくだ

さい。

※油を流出させてしまうと、水路や河川にオイルフェンス（流れ

た油をせき止めます）やオイル吸着マット（油を吸い取ります）

を設置することになります。その しなけ費用は原因者が負担
ればなりません。

※油を漏らしてしまったら、まず元栓を閉めて流れ出さないよう

に土のうなどで応急処置をしてください。その後速やかに最

寄りの警察署・消防署・環境防災課・各地域センター、に通報
をお願いします。

TEL（４３）３３０８■仙北市環境防災課

訂 正 と お 詫 び

「広報せんぼく」２月号に掲載ありました「仙

北市の冬は楽しい！」の“ ”松葉・相内の裸祭り
に誤りがありました。正しくは のの日程 ２月２１日（日）

誤りでしたので訂正してお詫び申し上げます。

仙北市
《小規模修繕等契約希望者の新規登録
及び登録更新受付を行っています》

小規模修繕等契約希望者の登録は、市内に主たる
事業所を置く小規模事業者で、資格要件等が整わない
ため「入札参加資格審査申請」が困難な方が対象とな
ります。

登録事業者には、市が発注する３０万円未満（消費税
及び地方消費税を含まない額）の小規模修繕等を行う際
に、優先的に見積もり参加依頼をすることになります。

３月１日～３月３１日（土・日・祝日を除く）■受付期間：

平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日まで■有効期間：

入札契約室（田沢湖庁舎２階）または各庁■受付場所：
舎の総合窓口課に提出。（持参、郵送どちらも可）

■申請方法

所定の申請書に必要事項を明記し、添付書類(新規)

を添えて提出してください。
前年度に既に登録手続きがお済の方は、変更事(更新)

項がない限り、添付書類のみ提出してください。

仙北市内に主たる事業所を有する方■申請要件：

※個人、法人は問いません。建設業許可の有無、経営規模、

従業員数などは問いません。

※既に２１・２２年度の建設工事等の業者登録（指名願提出）を行って

いる方や、成年被後見人、被補佐人、被補助人、または破産者で

復権を得ていない方は申請できません。

総務部入札契約室または「各地域センター総■申請用紙：

合窓口課」で配付。（ホームページからダウンロード可）

■その他の提出書類
１．許可・免許が必要な業種は、それを証明する書類の

写し。

２．許可・免許を必要としない業種でも、持っている資格
等を証明する書類の写し。

３．納税証明書（直前１年分）

４．法人の場合は商業登記簿謄本の写し（３ヶ月以内

の証明のもの）
■修繕の種類 【工事の例示】

【道路（側溝等）、水路（護岸等）の修繕】①土木一式

【建物の修繕で種類が複数に及ぶもの】②建築一式

【大工、型枠、造作等】③大工
【左官、モルタル、吹付け等】④左官

【屋根葺き等】⑤屋根

【街路灯設置、照明設備等】⑥電気
【空調、給排水、給湯、厨房、衛生、ガス管、ダクト等】⑦管

【板金加工取付等】⑧板金

【ガラス加工取付】⑨ガラス

【塗装等】⑩塗装
【アスファルト、モルタル、シーリング、シート等】⑪防水

【天井仕上げ、壁張り、内装間仕切り、床仕⑫内装仕上

上げ、たたみ、ふすま、カーテン・ブラインド等】
【機械器具設備等設置、取付、修理】⑬機械器具設置

【通信線路、通信機械、放送機械設置等】⑭電気通信

【植栽、公園設備、園路等】⑮造園

【サッシ、シャッター、金属製・木製建具等】⑯建具
【火災報知設備等】⑰消防施設

【上記にあてはまらないもの】⑱その他

ＴＥＬ（４３）１１１３■問合せ：仙北市入札契約室
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高齢者世帯に火災警報器を取り付けます

今年度、仙北市と市社会福祉協議会では、高齢者の見守
りや地域福祉活動の一環として、火災警報器の取り付けを進
める事業を協働で行っています。

対象世帯は、おそくとも３月１０日（水）までに※
申請手続きをお願いします。

仙北市役所庁舎・出張所、社会福祉協議会各窓口■申請窓口：
TEL（４３）２２８１■問合せ：仙北市福祉事務所長寿子育て課
TEL（５２）１６２４仙北市社会福祉協議会 総務管理課

２月から３月にかけての
「大腸がん検診の研究（比較試験」のご案内）

今年度、大腸がん検診をまだ受けていらっしゃらない
方は、是非、この機会をご利用頂き、受診ください。

４０歳から７４歳までの仙北市民で昨年の住民検診時■対象：
に大腸がん検診を受けていない方

■検診受付場所：
２月１６日（火）・仙北市健康管理センター：

２月２３日（火）・田沢湖総合開発センター：

３月２日（火）・桧木内地区公民館：

※受付時間：１６：００～１９：００

■注意事項：
いずれも予約制としますので、健康管理センターへ事前に
ご連絡ください。
参加いただくには検診当日に便を検査容器（２日分）に入
れ、持参ください。なお、便の容器をお持ちでない方は、予

約の際に担当者へお話しください。

仙北市健康管理センター■ご予約とお問い合せ：

TEL（５５）１１１２.
月曜日～金曜日９：００～１７：００（土日祝を除く）

※大腸がんは、早く検査で見つけて、早く治療すること
ができれば治せるがんです。あなたの健康チェックも
かねてぜひ『大腸がん検診の研究（比較試験）』へ参
加、ご協力ください。
ご参加いただくと、大腸がん検診の費用は無料になります。

「企画展」のご案内平福記念美術館

好評開催中◇ 三河義太郎遺作 展 ◇
～４月１１日（日） ※会期中は無休■会期：

◇ 角館南高 書道部・美術部合同 展 ◇
２月１２日（金）～３月１４日（日）※会期中は無休■会期：

午前９時～午後５時（入館午後４時半まで）■開館時間：

大人３００円、小人２００円■入館料：
（団体割引有り）
仙北市民は無料です*

ＴＥＬ（５４）３８８８■会場：角館町平福記念美術館

「パソコン講座」受講生募集第６回

＜①パソコン基本操作＞（４日間）
マウス・キーボード操作、文字入力、インターネット、

電子メールなど
初心者■対象：
３月３日（水）、４日（木）、１０日（水）、１１日（木）■日時：
午後１時～４時

＜②ワード基本操作＞（２日間）

パソコン基本操作をおおよそ習得している方■対象：
３月１７日（水）、１８日（木）■日時：
午後１時～４時

WindowsXP■使用するパソコン
仙北市総合情報センター研修室■場所：
（角館町田町上丁２３）

テキスト代として①６００円、②３００円■費用：
各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：
ＴＥＬ（４３）３３３９（土・日・祝日を除く）

「元気してらがフェスティバル」

仙北市、大仙市、美郷町などから、地域で活躍するグルー
プが大集合！
和太鼓、手踊り、フラダンス、ブレイクダンスなど様々なジャ

ンルのステージをお楽しみください。（予約は不要です）

２月２８日（日） １２：００開場／１３：００開演■日時：
わらび劇場■会場：

無料■入場料：

ＮＰＯ法人アート夢ネットあきた■問合せ：
TEL（４４）３９７０／ＦＡＸ（４４）３３１８

笹っ葉もち作り体験講習会

「秋田内陸線沿線地域の元気再生プロジェクト」の支
援により笹っ葉もち作りの体験講習会を企画しました。
笹っ葉もちを知らない方、作ってみたい方、食べてみた

い方、お待ちしております。

２月２８日（日） 受付１３：００～１３：３０■日時：
かたくり館■場所：

５００円■講習費：
TEL（４７）３５３５■申込・問合せ：かたくり館

おひなっこ市のお知らせ

おひなっこ市を開催いたします。色とりどりのおひなっこ
餅のほか漬物、赤飯、山菜など準備しております。

３月２日（火）～３日（水）１０：００～１２：００■日時：
※ただし売れ切れ次第終了といたします。

外町交流広場センター（西宮家となり）■場所：
かくのだて「根っこの会」■問合せ：

ＴＥＬ（５４）３３２２
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市立角館総合病院からのお知らせ

◇ 、再来受付機の開始時刻が と３月１日から 午前７時

なりますので、お知らせいたします。

午後外来 ４月◇産婦人科外来では、毎週水曜日の が、

、 となりますのでお知らせいたします。１日からは 休診

TEL（５４）２１１１■問合せ：仙北市立角館総合病院

仙北市教育委員会より

非常勤職員登録者募集

仙北市教育委員会では、非常勤職員の登録者を募集
しています。

■職種：

①特別支援教育支援員（児童生徒に対する学校生活や学

習活動上の支援等）
②複式学級指導支援員（小学校における複式授業を解消

するための非常勤講師）

■資格要件：

○教員免許・保育士免許等をお持ちの方、若しくは取得予
定の方

○学校・保育園等で、子どもに関わる経験がある方

年間２００日程度、週５日、■勤務時間：
職種①１日６時間程度、職種②１日８時間程度

仙北市立小・中学校■勤務場所：

下記問い合わせ先まで連絡の上、履歴書を提出し■登録：

てください。
必要に応じて面接を行い、選考します。■雇用：

TEL（４３）３３８２■問合せ：仙北市教育委員会 学校教育課

（１／１５号再掲）

国保年金係からのお知らせ

７０歳～７４歳の方の医療制度の改正について

７０歳から７４歳の方の医療制度について改正があり

ましたのでお知らせします。

平成２２年４月から平成２３年３月■窓口負担について：

までの一年間、窓口負担が に据え置かれます（注）。１割

現在お使いの高齢受給者証の記載が変更になりますの

で、３月下旬ころ、新しい受給者証を郵送交付いたします。

既に３割負担を頂いている方、後期高齢者医療制（注１）

度の対象となる一定の障害認定を受けている方は除きます。

平成１８年から平成２０年にかけての制度改正で、７０～（注２）

７４歳の方の窓口負担について、平成２２年４月から２割負担に

見直すとされていたものを継続して据え置くものです。

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課 国民年金係

仙北市産業連携事業

「こめっ粉ＤＥ新メニュー講座」の開催について

ここ数年急速に注目を浴びている「米粉」を使用した
商品は、市内の生産者においても「麺」や「パン」等の
製造販売が意欲的に行われている状況です。

そこで、田沢湖包和会々長の斉藤忠一さんを講師に
地場産米粉や米粉麺を使った「新メニュー（試作）講座」
を開催し、観光地仙北市の飲食店・宿泊施設における
新たな地場産名物メニュー創作の可能性を探りたいと
思います。

また、同時に仙北市認定農業者協議会や関係機関
の方々と意見交換を実施し、今後の地場産食材による
「産業と観光のネットワーク」を構築するための手法を
探りたいと思います。

３月１０日（水）１３：００～１６：００■開催日時：
神代就業改善センター■会場：
新メニュー（試作）講座・試食及び意見交換会■内容：
無料■参加費：

３０名（事前申込が必要です）■定員：
※対象は市内の飲食店・宿泊施設関係者のみとなります。

仙北市重点プロジェクト推進室■主催・問合せ：
ＴＥＬ（４３）１２４１ ＦＡＸ（４３）１３００

田沢湖スキー学校メニュー２０１０

◇＜こどもまつり＞
スキーや雪で遊びながら、たくさんの友達を作って、楽

しい１日にしましょう！お昼には餅つきがあります。
【第２回】２月２０日（土）■日時：
スキーと雪あそびを楽しみたい５歳～小学６年■対象：
３，５００円（講習料・保険料・諸経費）■料金：
３０名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜ジュニア技術選手権 強化キャンプ＞

ビデオ撮影も予定しておりますので自分の滑りをチェッ
クしてみましょう！

第１回 ２月２０日（土）～２１日（日）■開催日：
第２回 ２月２７日（土）

小澤喜美男（ＳＡＪブロック技術員）■講師：
秋田県ジュニア技術選手権大会に参加する選手■対象：
２日間参加 ９，０００円（講習料、保険料含）■料金：
１日のみ参加 ５，０００円（講習料、保険料含）
各回２０名（各回定員になり次第締切）■定員：

ホームページ申込フォームに必要事項を■申込方法：
入力し、送信ください。電話での申し込みも可能です。
ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/
ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ

田沢湖スキー学校■問合せ：
TEL（４６）２６５３／ＦＡＸ（４６）２６６１

花 葉 館 よ り の お 知 ら せ

<日帰り旅行>
仙台泉プレミアム・アウトレット研修、日帰りバス旅行を

計画いたしております。
詳しくは、お問合せください。

TEL（５５）５８８８■上記に関する問合せ：花葉館
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求人情報ハローワーク角館
※求人への応募には、ハローワーク角館が発行する紹介状が
必要です。直接、事業所へ連絡をすることはできません。

■問合せ：ハローワーク角館 ＴＥＬ（５４）２４３４

①求人№ ②職種 ③年齢 ④賃金（パートタイム求人の場合
は、時間給です）⑤就業場所 ⑥必要な免許・資格

①０５０４１ ７７１０１②接客サービス係常雇正社員◆ -
③不問④１４０，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自

動車免許【雇用期間２２年４月５日～】 ①０５０４１ ７◆ -
９７０１②売店担当臨時(４ヶ月以上）パート労働者③不

問④６３５～６８０⑤仙北市⑥普通自動車免許【雇用期

間２２年４月１０日～２２年１１月１５日】 ①０５０４１ ７◆ -
８４０１②接客サービス係臨時(４ヶ月以上）パート労働

者③不問④６３５～７００⑤仙北市⑥普通自動車免許

【雇用期間２２年４月５日～２２年１１月１５日】 ①０５◆

０４１ ７５６０１②木工作業員常雇正社員③４０歳以下-
④１５４，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ７６９０１◆ -
②農作業臨時(４ヶ月以上)パート労働者③不問④６３２

～７００⑤仙北市⑥普通自動車免許 ①０５０４１ ５９◆ -
６０１②学校事務補助臨時（４ヶ月以上）パート労働者

③不問④１，０３４⑤仙北市⑥(パソコン操作可能な方）

【雇用期間２２年４月１日～２３年３月３１日】 ①０５０◆

４１ ６０４０１②森林作業員常雇正社員③不問④１６-
８，０００～２６４，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許（作

業経験者） ①０５０４１ ６２８０１②水産部門担当常雇◆ -
◆パート労働者③不問④６４０～６５０⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ６３２０１②食肉部門担当常雇パート労働-
者③不問④６４０～６５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１◆

６４５０１②ガソリンスタンドスタッフ常雇パート労働者-
③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥普通自動車免許危

険物（乙４）あれば優遇 ①０５０４１ ６１７０１②訪問◆ -
介護サービス提供責任者常雇正社員③不問④１２１，

３４４～１４０，８００⑤仙北市⑥ヘルパー１級・介護福

祉士・看護師・ヘルパー２級（実務経験３年以上）いず

れか普通自動車免許 ①０５０４１ ８０５０１②事務全◆ -
般常雇正社員③２５歳以下④１４６，０７０～１７６，０７

０⑤仙北市⑥普通自動車免許 ①０５０１０ １１４２６０◆ -
１②設備管理業務スタッフ常雇正社員以外③不問④１

２０，０００～１４０，０００⑤仙北市⑥電気工事士消防

設備士 ①０５０４１ ８１００１②接客・販売常雇パート◆ -
労働者③不問④６５０～７５０⑤仙北市⑥普通自動車

免許 ①０５０４１ ８２３０１②総合事務職常雇正社員◆ -
③不問④１０７，２５０～１４０，２５０⑤仙北市⑥普通自

動車免許（大学卒又は社会福祉主事任用資格のある

方）（パソコン操作必須） ①０５０４１ ８３６０１②総合◆ -
事務職常雇パート労働者③不問④６５０～８５０⑤仙北

市⑥普通自動車免許（大学卒又は社会福祉主事任用

資格のある方）（パソコン操作必須） ①０５０４１ ６６３◆ -
０１②営業・配達常雇正社員以外③不問④８３，２００

⑤仙北市⑥普通自動車免許（ＡＴ限定不可）（パソコン

操作可能な方） ①０５０４１ ６７６０１②タクシードライ◆ -
バー常雇正社員③不問④１１１，２３２⑤仙北市⑥普通

-自動車２種免許（ヘルパー資格者優遇） ①０５０４１◆

７１２０１②施設維持管理業務常雇正社員③不問④１３

０，０００～２５０，０００⑤仙北市⑥土木施工管理１級

又は２級普通自動車免許 ①０５０４１ ７３００１②歯◆ -
科衛生士臨時（４ヶ月以上）パート労働者③不問④８２

０⑤仙北市⑥歯科衛生士 ①０５０４１ ６５００１②正◆ -
看護師・准看護師常雇パート労働者③不問④１，２００

～１，８００⑤仙北市⑥正看護師または准看護師のど

ちらか ①０５０４１ ７４３０１②ガソリンスタンドスタッフ◆ -
臨時（４ヶ月以上）パート労働者③５９歳以下④８００～

１，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許危険物乙種４類

免許あれば尚可

※平成２２年１月２９日～２月４日の間にハローワーク角館に

申込みのあった求人情報です。なお、既に決定している

場合がありますので、詳しい情報については、「ハローワー

ク角館」 にお問い合わせください。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

『秋田で元気に！』キャンペーン
・写真展開 催 の お 知ら せ

テレビＣＭ『秋田で元気に！』の収録風景を撮影した写

真展をキャンペーンの集大成として開催しています。

県内２５市町村それぞれの“元気！”が感じられます。

～２月２６日(金)までの平日８：３０～１７：１５■開催期間：

県本庁舎 １階 正庁前通路■開催場所：
※どなたでもご自由にご観覧いただけます。

※テレビ番組及びＣＭの内容は、県のホームページ

「美の国あきたネット」でもご覧いただけます。
ｈｔｔｐ：//ｗｅｂｔｖ．ｐｒｅｆ．ａｋｉｔａ．ｊｐ/ｇｅｎｋｉｃａｎ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

樺細工で生まれ変わったピアノ

完 成 お 披 露 目 コ ン サ ー ト

傷だらけだった古いピアノが生まれ変わりました。

みごとな樺細工とともに美しい音色をぜひお聞きください。

３月３日（水）１８：３０開演■日時：

仙北市角館交流センター■会場：

本田武久（テノール）、鳥井俊之（ピアノ）■出演：
大人２，０００円、中・高生１，０００円、■入場料：

小学生以下５００円

■主催・問合せ：

を楽しむ会－古きピアノに樺のアート・プロジェクトOto
TEL０９０（２９８９）２９１８代表 安藤満里


