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№９３平成２１年８月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

仙北市臨時職員等を募集します

公園環境整備作業

【作業員３名】都市整備課 TEL（４３）２２９５

８月２０日（木）～８月２７日（木）■募集期間：
９月１６日から２ヶ月未満■雇用予定期間：

ハローワーク角館の紹介状と履歴書を、担当課■申込方法：
へご持参願います。（募集期間が短いため、郵送での受付

は致しません。）

（緊急雇用対策室 ＴＥＬ（４３）■問合せ：担当課又は商工課

へお問い合わせください。３３５１）
※採用については、書類又は面接によって選考します。

※募集業種、採用人数、雇用予定期間が変更になる場合が

ありますのでご了承ください。

※今回の募集は、企業の景気悪化により解雇及び離職を余
儀なくされた方、仙北市民の方を優先させていただきます。

仙北市長選挙・仙北市議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会のお知らせ

平成２１年１０月２５日執行予定の仙北市長選挙・仙北市議

会議員補欠選挙立候補予定者説明会を開催します。

立候補を予定されている方は、下記によりご参集ください。

９月１９日（土）■日時：

市長選挙説明会 午前１０時～

市議補欠選挙説明会 午前１１時～
仙北市役所田沢湖庁舎 ３階 第１会議室■会場：

ＴＥＬ（４３）１１５０■問合せ：仙北市選挙管理委員会

定額給付金の申請はお早めに！

平成２１年９月仙北市の定額給付金の申請期限は、

となっております。３０日まで

申請期限を過ぎてしまうと、定額給付金を受け取るこ

とはできません。まだ申請がお済でない方は、お早め
に申請してください。

また、世帯主の方で申請書が届いていない場合は、

平成２１年２月１日に住民登録をしている市町村へお問

い合わせください。
不明な点は、下記までご連絡ください。

ＴＥＬ（４３）１１１１■問合せ：仙北市総務課

仙北市
市立角館総合病院職員募集案内

※受験申込は、９月１８日（金）まで

募集する職種及び採用予定人員◆
【新卒者】・・・１名◇臨床検査技師
【新卒者】・・・１名◇作業療法士
【新卒者又は経験者】・・・１名◇臨床工学技士
【新卒者又は経験者】・・・若干名◇助 産 師
【新卒者又は経験者】・・・若干名（３名以上）◇看 護 師

受験資格（年齢要件）◆
平成２２年３月卒業見込の学生で、免許取◇臨床検査技師＝

得見込みの者

平成２２年３月卒業見込の学生で、免許取◇作業療法士＝
得見込みの者

平成２２年３月卒業見込の学生で、免許取◇臨床工学技士＝
得見込みの者
経験者：平成２１年８月１日現在、満３０歳未満の者で、現に臨床
工学技士免許を有し、医療機関等にて の経臨床工学技士業務
験がある者

新卒者：平成２２年３月卒業見込の学生で、免許◇助産師＝
取得見込みの者
経験者：平成２１年８月１日現在、満２５歳未満の者で、現に助産

師免許を有し、医療機関等にて助産師業務の経験がある者

新卒者：平成２２年３月卒業見込の学生で、免許◇看護師＝
取得見込みの者

経験者：平成２１年８月１日現在、満３５歳未満の者で、現に看護

師免許を有し、医療機関等にて看護師業務の経験がある者
※いずれも欠格事項ありますのでお問合せください

試験方法◆
試験は作文試験、面接試験、身体検査を行います

試験日時と場所◆
９月２８日（月）午後１時受付開始▽日時：
市立角館総合病院 会議室▽場所：

受験手続き◆
申込用紙は、市立角館総合病院総▽申込用紙の請求：

務企画課まで請求してください。
郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申
込用紙請求」と朱書きし、宛名を明記して１４０円切手
を貼った返信用封筒（角２サイズ）を必ず同封してくだ
さい。

申込書に所要事項を全部記載し、受験票に▽申込手続：
.は 近撮影した上半身、脱帽、正面向、縦４㌢×横３

５㌢の写真を貼って、市立角館総合病院総務企画課
宛に提出してください。郵送の場合は「職員採用試験
申込」と朱書し、宛名を明記して８０円切手を貼った長
形３号サイズの受験票返信用封筒を必ず同封してくだ
さい。また、受験票返送用封筒を同封していない場合
は、受験票を返送しませんのでご注意願います。

○申込書１部（所定の申込書使用）、▽提出書類等：
○履歴書１部（当病院仕様用紙）、○健康診断書１部
（当病院仕様用紙）※受験料は不要です。

受験申込受付期間◆
平成２１年８月１７日（月）～９月１８日（金）必着
（土曜日・日曜日を除く平日午前８時３０分から午後５
時までです）

採用予定年月日◆
平成２２年４月１日以降平成２３年３月３１日まで

問合せ（受験申込）◆
市立角館総合病院 総務企画課
〒０１４－０３９４
仙北市角館町上野１８番地
TEL（５４）２１１１／ＦＡＸ（５４）２７１５
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８月角館地区

特定健診・後期高齢者健診・生活機能評価日程

大腸がん検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診
・肺がん検診・結核検診も同時実施

■日程：

実施月日 曜日 健 診 会 場
８月１７日 月 中川小学校

８月１８日 火 白岩小学校体育館

８月１９日 水

８月２０日 木 角館中学校体育館
８月２１日 金 西長野交流センター

（旧西長野小学校）

８月２４日 月 雲沢集落センター
８月２５日 火 （雲沢ﾄﾚｰﾆﾝｸ゙ｾﾝﾀｰ）

８月２６日 水

８月２７日 木

８月２８日 金 角館交流センター
８月３１日 月

９月 １日 火

午後１時から２時と午後３時から４時■受付時間：

※詳しくは対象者の方に既に配布している健（検）診の

お知らせをご覧ください。

また、「健（検）診のお知らせ」は、各地域センターの

総合窓口、出張所にもありますのでご利用ください。

TEL（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

「夜間納税窓口」開設のお知らせ

日中、仕事などで税金を納めることができない方のために、

夜間納税窓口を開設します。また、諸事情により納期限までに

税金を納めることが困難な方のために納税相談窓口も併せて

開設しますのでお気軽にご来庁ください。

平成２１年８月３１日 市・県民税第２期、国納期限の税目は

民健康保険税第２期、後期高齢者医療保険料(普通徴収)第

です。また、口座振替日も納期限日と同日ですので、前日２期

までに残高をご確認くださるようお願いします。

８月３１日（月）１７時１５分～１９時■開設日時：

※開設時間内に都合がつかない場合は、事前にご連絡ください。

（どの庁舎も正面玄関よりお入りください）■場所：

【田沢湖庁舎】税務課 【角館・西木庁舎】総合窓口課

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 納税係

※多重債務に関する相談も随時行っておりますので、ご遠

慮なく来庁、又はご連絡ください。

 

一般国道４６号 通行規制のお知らせ

湖山橋架け替え事業による橋梁撤去及び道路舗装工
事のため、一般国道４６号において、次のとおり終日片側
交互通行を行いますので、ご協力をお願いします。

仙北市田沢湖生保内地内■規制場所：
８月２４日（月）８：３０から■規制期間：

１１月２７日（金）１７：００まで（予定）

国土交通省 秋田河川国道事務所■問合せ先：
ＴＥＬ０１８（８２３）４１６７道路管理第一課

農業研修センター 研修案内

◇情報処理研修「エクセルを使った顧客管理①」
９月２日（水）１０：００～１６：００■日時：
自治研修所（潟上市天王字追分）■会場：
一般２０名 １，５００円■対象： ■受講料：

◇農産物の高付加価値化について
９月８日（火）１０：００～１５：００■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等２５名 １，０００円■対象： ■受講料：

◇複合作目技術導入研修「花き」
９月１１日（金）１０：００～１６：３０■日時：
農業研修センター（南秋田郡大潟村）■会場：
農業者等２５名 ５００円■対象： ■受講料：

農業研修センター（南秋田郡大潟村）■申込・問合せ：
ＴＥＬ０１８５（４５）３１１３ ＦＡＸ０１８５（４５）３１１６

平成２１年度

仙北市高齢者共同生活支援事業のお知らせ

家庭の事情により養護を必要とする高齢者■事業の目的：

に対して、一時的に施設において養護することにより、高齢

者及びその家族の日常生活を支援する事業です。

仙北市に居住し、６５歳以上の高齢者で養護■利用対象者：

を必要とし、施設において共同生活のできる方が対象です。

１人部屋…６室、２人部屋…１室■入所定数：

１１月から翌年４月末までの６ヶ月間■利用期間：

１人 １日２，２００円（食事含む）■使用料：

社会福祉法人県南ふくし会「清流苑」内■入所施設：

各地域センター窓口及び福祉事務所に申請書がありま■申請：

す。必要事項を記載し９月１６日（水）まで提出してください。

仙北市福祉事務所 長寿子育て課■申請先・問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８１長寿いきがい係
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「大腸がん検診の研究（比較試験 」が）
雑 誌 に 掲 載 ！

今年7月から仙北市で行われている「大腸がん検診の

研究（比較試験）」が、発行部数約13万部、情報力と分析

力で定評のあるビジネス誌『週刊東洋経済』7/18号に掲

載されました。
内視鏡を用いた大腸がん検診の比較試験が始動『秋

田県の小都市で世界初の研究事業のなぜ』と題し、2ペ

ージにわたって紹介されました。

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40歳から74歳の皆さん
の健康チェックも兼ねてぜひ、大腸がん検診の研究（比較

試験）に参加、ご協力お願いします！

◇今後の検診スケジュールは、

８月１７日（月）から角館地区
９月 ８日（火）から田沢湖地区

※ご自分の地区以外の検診会場でも検診にご参加いただ

けます。西木地区の方で、まだ参加なさっていない方も、

ぜひご参加ください！
※参加いただくには便潜血検査の容器に便をとり、検診会

場まで必ず『ご自分で』お持ちください。

TEL（５５）１１１２■詳しい問合せ：仙北市保健課

月～金曜日 ９：００～１７：００（土日祝日・年末年始を除く）

ノルデックウォーキング教室

専用のポールを使用するウォーキングは、下半身だ
けでなく腕・上半身の筋肉などの全身を使うエクササイ
ズになります。

８月２３日(日) ８時４５分集合■開催日時：
１２時００分解散予定

仙北市田沢湖スポーツセンター■集合場所：
乳頭・鶴の湯コース（約７km）■コース：

スポーツセンター～（バス移動）～蟹場温泉～孫六温泉～
黒湯温泉～空吹湿原～休暇村キャンプ場～鶴の湯～
（バス移動）～田沢湖スポーツセンター

水分補給用ドリンク、タオル、着替え、雨具等■携行品：
５００円（保険料含む。受付時におあずかりいたします）■参加料：

※ポールレンタル別途５００円。
事前にお申し込みください。■その他：

定員２５名になり次第締め切らせていただきます。

秋田県ノルディックウォーキングクラブ■主催：
仙北市教育委員会・角館町観光協会・社団法人■後援：

田沢湖観光協会・西木観光協会・ＮＨＫ秋田放送・ＡＢＳ
秋田放送・ＡＫＴ秋田テレビ・ＡＡＢ秋田朝日放送

田沢湖スポーツセンター内■申込・問合せ：
秋田県ノルディックウォーキングクラブ

ＴＥＬ（４６）２００１ ＦＡＸ（４６）２００３
〒０１４－１２０１ 仙北市田沢湖生保内字下高野７３－７５

【今後の予定】
○９月２７日(日) 田沢湖畔コース(約７km)
○１１月１日(日) 抱返り渓谷コース(約５km)

第１１回 田沢湖ツーデーマーチ

ご家族やお友達と一緒にウォー
キングを楽しみませんか。コースは
自分の体力にあわせてお選びいた
だけます。

コース途中には、麦茶接待や汁
物サービスもあります。

なお、仙北市にお住まいの方

は、９月９日（水）までにお申込みの場合、参加料が一

般５００円になります。みなさん多数のご参加をお待ち

しています。

１０月３日（土）～４日（日）■期日：

■参加料（仙北市在住の方 ：）

９月９日まで一般５００円、高校生以下無料
９月１０日以降一般１，０００円、高校生以下無料

（ ）の時刻まで、白浜会場にお越しください。■出発：

４０ (６：３０) ２２ (９：１５) １２・５ (９：４５)１日目： km km km
３０ (７：１５) ２０ (８：１５) １０・５ (９：１５)２日目： km km km

TEL（５８）００６３■申込・問合せ：田沢湖観光協会

※申込用紙は田沢湖観光協会、仙北市役所各地域

センターにあります。

自 衛 官 募 集

＜２等陸・海・空士（男女）及び一般曹候補生＞

８月１日（土）～９月１１日（金）■受付期間：
９月１９日（土）及び指定された日■試験期日：

１８歳以上２７歳未満の者■受験資格：

＜航空学生＞

８月１日（土）～９月１１日（金）■受付期間：

一次試験：９月２３日（水）■試験期日：
二次試験：１０月１７日（土）～２２日（木）

高卒（見込含）２１歳未満の者■受験資格：

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：

TEL０１８７（６３）１３１３

駅伝大会へのご協力について

大曲仙北中学校駅伝大会が田沢湖畔一周

コースを会場に９月１日（火）午前１１時に

スタートします。（選手等の輸送は９時半頃

から行います。）車でお出かけの際は時計

回りでお願いいたします。周辺の皆様には

ご不便をおかけしますがご協力をお願い

いたします。１２時半頃終了予定です。

ＴＥＬ（４３）１１８１■問合せ：大会事務局（生保内中学校）



- 4 -

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

①０５０４１－６２９８９１②自動販売機設置業務(常◆

雇)正社員③不問④１２６，５００～１２６，５００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 移動式クレーン運転士 玉

掛技能者 ①０５０４１－６３０１９１②接客サービス係◆

臨時４ヶ月未満(パート労働者)③不問④７００～７０

０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－６３１０９１②接客サ◆

ービス（住込）常雇(パート労働者)③不問④７００～７０

０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－６３２３９１②縫製裁◆

断(常雇)正社員以外③不問④１１４，４００～１１４，４０

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６３◆

３６９１②保健師(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問

④９，６００～９，６００⑤仙北市⑥保健師 ①０５０４１◆

－６３４９９１②施設維持管理業務(常雇)正社員③不問

④１３０，０００～２５０，０００⑤仙北市⑥土木施工管理

技士１級 土木施工管理技士２級 ①０５０４１－６３５◆

４９１②看護師(常雇)正社員③不問④２０４，１６０～２

２１，１６０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 看護師

准看護師 ①０５０４１－６３６７９１②歯科衛生士(臨◆

時４ヶ月以上)パート労働者③不問④８２０～８２０⑤仙

北市⑥歯科衛生士 ①０５０４１－６３７８９１②販売員◆

(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④６３０～７００

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－６３８２９１②看護師◆

(常雇)正社員③不問④１３５，０００～１５７，０００⑤仙

北市⑥看護師 准看護師 ①０５０４１－６３９５９１②◆

客室係常雇(パート労働者)③不問④６３０～７６０⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６４０３９１◆

②介護支援専門員(常雇)パート労働者③不問④８５０

～１，０００⑤仙北市⑥ホームヘルパー２級 ①０５０４◆

１－６４１６９１②掃除、洗い場係(常雇)パート労働者③

不問④６３０～７３０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－６４４７９１②電子部品の組立(常雇)パ◆

ート労働者③不問 ④６３０～６５０⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１－６４５８９１②国立公園登◆

山道等保全業務(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問

④２２０，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免

許一種 ①０５０４１－６４７５９１②山林労務(臨時４ヶ◆

月未満)正社員以外③不問④１６０，０００～１６０，００

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－６４◆

８１９１②事務員(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④

１２０，０００～１２０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１－６４９０９１②雑務係(常雇)正社員◆

③不問④１１０，７７０～１１０，７７０⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 ①０５０４１－６５０９９１②一般事務お◆

よび雑務・ネットシ(常雇)正社員③不問④１２２，０００

～１２２，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０◆

５０４１－６５１４９１②事務係(臨時４ヶ月以上)正社員

以外③不問④１５４，０００～１７６，０００⑤仙北市⑥不

問

※平成２１年７月３１日～８月６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

子どもからお年寄りまで遊べる、癒しの渓流イベント

生 保 内 川 癒 し d e交 流

イワナのつかみ取りと放流、民謡、民話、ビンゴゲー

ムなど盛りだくさんです！

８月２９日(日)１０：００～１４：００■日時：
生保内川大暗渠えん堤上流側の広場■集合場所：

（雨天時は、総合開発センター １階 大集会室）

５００円（当日徴収）■参加費：

８月２６日（水）■申込期限：
ＮＰＯ法人癒しの渓流・里・まちネット■申込・問合せ：

（担当：田沢の郷 田口）

ＴＥＬ（５８）０１１２／ＦＡＸ（５８）００２２
※豚汁、イワナの塩焼き、焼き芋等は用意しますので、

お弁当とお飲み物は各自でご持参ください。

＜会場案内図＞

「平成百景」をめぐる旅の提案を！

読売新聞創刊１３５年を記念した企画「平成百景」の中に“

角館”が日本全国より選定されましたが、読売新聞では「平成

百景」をルートに織り込んだ旅行プランを募集しています。

“角館”をルートに含めた旅プランを企画してみませんか？

※応募の詳細はこちらから
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