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№３９平成１９年５月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

白岩地区・上桧木内地区の
空き家調査を実施します

少子高齢化と人口減少が続く中で、若者の定住促進
や団塊の世代の受け入れなどが、仙北市の大きな課
題になっています。
定住対策の一環として、平成１８年度は、田沢地区

の空き家調査を実施しましたが、平成１９年度は白岩
地区・上桧木内地区を対象に実施します。
５月下旬から６月上旬にかけて地区役員、部落会役

員のご協力により情報の収集を行いますので、皆さま

のご理解とご協力をお願いします。

また、空き家情報や定住対策に関する情報提供やご

提言等がありましたらお知らせ願います。

仙北市総務部企画政策課■問合せ：

TEL（４３）１１１２重点プロジェクト推進室

就業改善センターの利用について

今まで就業改善センターの利用申請につきまして
は、就業改善センターで受付しておりましたが、６月か
ら神代出張所で行うことといたしました。何かとご不便
をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をいただきたく
よろしくお願い申し上げます。
なお、土曜日・日曜日・祝日・夜間については、宿日

直員が対応いたします。

◇平日の使用申請先・・・神代出張所

TEL（４３）１３５２又は（４４）２４０２

◇平日以外の土曜・日曜、祝日、夜間は

TEL（４４）２４０２就業改善センターへお願いします。

「仙北市地域自立支援協議会運営委員」
を公募します

２名以内 任期は２年間■募集人数及び任期：
①仙北市障害福祉のシステムづくりに協■応募資格：

力できる方 ②日中の会議に参加できる方
③仙北市在住の満２０歳以上の方
各庁舎等備え付けの応募用紙または適■応募方法：

宜用紙に①氏名②住所③生年月日④性別
⑤職業⑥応募の動機⑦障害福祉についての
ご意見及びご提案を記載してください。
平成１９年５月１５日より６月６日まで■応募期間：
書類審査により決定します。■選考方法：

仙北市福祉事務所■応募先・問合せ：
社会福祉課 障害福祉係

〒 仙北市西木町上荒井字古堀田４７014-0592
TEL（４３）２２８８／FAX（４７）２１１６

仙北市
市立角館総合病院からのお知らせ
市立角館総合病院の外来受付は午前１１時までと

なっておりますのでご了承願います。
現在、仙北市の救急患者様は主に角館総合病院

で対応しておりますが、最近、通常時間外の診察が
大変多くなっております。分析した結果、重症及び緊
急性のある患者様が約２９％ですが、逆に緊急性が
低い患者様約７１％でした。
午後や夜間は入院や救急車で搬送される患者様

の対応のため、緊急性の低い患者様については、や
むを得ず他の医療機関へ紹介する場合がありますの
で、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、再来患者様には外来予約制を行っておりま

すので、ご活用下さい。

TEL（５４）２１１１■問合せ：市立角館総合病院

人権・いじめ・困りごと相談所の開設

～６月１日は人権擁護委員の日です～
◎次のような悩みごと・困りごとはありませんか？

●近隣との争いごと ●子どもや高齢者の虐待

●登記・戸籍・相続・扶養等の問題

●借地・借家の問題 ●押しつけやいやがらせ

●名誉・信用を傷つけられたとき

●いじめや体罰 ●配偶者からの暴力

●結婚・離婚の強要・妨害

大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支

局では、６月１日の「人権擁護委員の日」に特設相談所

を開設します。相談は無料で、秘密は厳守されます。

６月１日（金）１０：００～１５：００■日時：

仙北市役所角館庁舎 西側庁舎■会場：

仙北市田沢湖総合開発センター

仙北市社会福祉協議会 西木福祉センター

※人権擁護委員の自宅と秋田地方法務局大曲支局で

はいつでも相談に応じています。

TEL ０５７０（０７０）１１０■子どもの人権１１０番

TEL ０５７０（０７０）８１０■女性の人権ホットライン

財務行政懇話会の開催

秋田県財務事務所では国の財政・金融政策及び財

務事務所の業務について、一層のご理解とご意見を伺

うことを目的に財務行政懇話会（一日財務事務所）を開

催しており、このたび、仙北市において次の日程で開催

することとなりましたので、ぜひご出席ください。

５月２９日（火） １３：３０～１５：００■日時：

※意見交換等の関係から若干の時間延長も考えられます

ので、予めご了承ください。

仙北市田沢湖総合開発センター（田沢湖庁舎隣）■場所：

財務省東北財務局秋田財務事務所長■講演者：

中村 敏彦 氏

「日本の財政と秋田県経済について」■演題：

秋田県財務事務所 総務課■問合せ：

TEL ０１８（８６２）４１９１（内線１２２）
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市営住宅入居者募集

５月１５日（火）～６月１３日（水）■募集期間：
■募集住宅

８－６（築３７年）／角館町西下タ野２８◇岩瀬住宅
・２ ２階 駐車場なしLK
・月額家賃 ７ ３００円～１２ ２００円（所得額による）, ,

５－６６（築２７年）／角館町菅沢４６－１◇菅沢住宅
・３ ３階建の３階部分 駐車場なしDK
・月額家賃 １６３００円から２７１００円（所得額による）, ,

３－西（築７年）◇ニュータウン塚野腰
西木町西荒井字塚野腰１６４－１

・３ ２階 月額駐車料金 １ ０００円（２台分)LDK ,
・月額家賃 ２１１００円から３５０００円（所得額による）, ,
※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金の納付、連帯保証人
が必要となります。
※暖房器具は屋外給排気式（ＦＦ式等）又は電気ストーブを使

用していただきます。
※申込は１世帯１戸限りです。

次の①～④までの条件にすべてあてはま■入居資格：
ること。
①現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含
む）があること。又は、単身者の場合６０歳以上であること。

②月額所得が２０００００円以下であること。但し、小学校就学前,
の子供がいる世帯は２６８０００円以下であること。,
③現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
④市税を滞納していない者であること。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添■申込方法：
えて、募集期間内に提出して下さい。（当日必着）

◇提出先及び申込書設置場所
西木庁舎 都市整備課、田沢湖地域センター地域
振興課、角館地域センター地域振興課

◇添付書類
①入居希望者の住民票謄本１通（省略事項のないもの・婚

姻予定者等は各１通）
②入居希望者全員の所得証明書各１通（学生は除く）又は

市県民税世帯証明書１通
③入居希望者全員の前年度分納税証明書各１通（学生は除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開■選考方法：
抽選を行います。

・・・６月２１日（木）午前１０時◇抽選日時
・・・西木庁舎開発センター２階農林研修室◇抽選場所
７月２日（月）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課■問合せ：
TEL（４３）２２９５住宅公園係

自衛官（２等陸・海・空士）募集

平成１９年度第１回２等陸海空士を募集します。

５月１日（火）から６月１２日（火）まで■募集期間：

■応募資格、試験期日等の問合せ先は

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所まで！

TEL ０１８７（６３）１３１３

交通遺児奨学生募集します

(財)交通遺児育英会では保護者等が道路における
交通事故で死亡したり、重い後遺障害で働けないた
め、経済的理由で修学が困難な高等学校以上の生徒・
学生に奨学金を無利子で貸与しています。
応募者を募集しておりますのでお問い合わせください。

東京都千代田区平河町２－６－１■問合せ：
財団法人交通遺児育英会

TEL ０１２０（５２）１２８６

新たなスポーツ少年団が誕生しました！

この度、バレーボールとバドミントンのスポーツ少年
団が結成されましたのでお知らせいたします。スポーツ
しながら仲間たちと楽しい時間を過ごせます。
入団希望の方は、下記にご連絡下さい。
☆バレーボールスポーツ少年団
募集するお友達は小学校２年生～６年生の男女
連絡は 佐藤隆信（０９０－６６２６－２１８６）まで

☆バドミントンスポーツ少年団
募集するお友達は小学校１年生か～６年生の男女
連絡は 高橋栄作（ ）０９０－２２７６－１１８２

石郷岡大（ ）まで０９０－４０４０－９３５１

シニアワークプログラム
～高齢者のための技能講習～

緑地保全管理アシスタント講習
（庭木の剪定、冬囲いなど）

６月４日（月）～１２日（火）７日間■期日：
角館町森林総合利用施設・ロッジ■会場：

（仙北市角館町西長野古米沢・花葉館奥）
秋田県内在住で、就職を希望する６０歳台前半層■対象：
を中心とした高齢者の方

※定員２０名。受講料・テキスト代は無料。交通費、食
費等は受講者負担。

■申込・問合せ
TEL（５４）２４３４ハローワーク角館
TEL（５５）１６４６仙北市シルバー人材センター

※このほか、県内各地でさまざまな技能講習が行わ
れます。詳しくは、仙北市シルバー人材センターま
たは主催の秋田県シルバー人材センター連合会

へお問い合わせください。TEL０１８（８８８）４６８０

裁判員制度に関連する映画の上映

５月３０日（水） １３：３０～■日時：
秋田地方裁判所大曲支部会議室■会場：
裁判員制度に関する映画の上映■内容：
「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」
（出演：村上弘明、山口果林ほか）

質疑応答等
秋田地方裁判所大曲支部庶務課■問合せ：

TEL ０１８７（６３）２０３３ 内線４４

仙北平野土地改良区からのお知らせ 水難事故に注意！

土地改良区の農業用水は、５月上旬の代かき期より、水量が多く、流れも非常に速くなることから、水の事

故についてこれまで以上の注意が必要となります。水難事故を防止するため、農業用用水路及び頭首工

（河川をせき止めてる施設）・河川からの取水口等危険箇所への立ち入りは禁止です。ご注意ください。
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第４回 歴史と文化フォーラム
各地域の歴史と文化を理解し、新市「仙北市」の大

切な財産として活用し、交流し、地域の発展に資するこ
とを目的にルネッサンス・角館が主催する第４回「歴史
と文化フォーラム」を開催します。
多くの市民の皆さまのご参加をお待ちしております。

５ ２３ １３：３０～１６：００■日時： 月 日（水）
仙北市西木町 西木総合開発センター■場所：

■内容：
演題 「西木・今昔いろいろ」◇講演
講師 浅利 佳一郎 氏（西木町在住・作家）
テーマ「西木の寺社と行事について」◇トーク
ゲスト 沼田欣一郎 氏

（西木町文化財保護協会会長）
鈴木東司 氏 （上桧木内紙風船代表）
野中秀人 氏 （仙北市産業観光部長）
浅利佳一郎 氏 （作家）

ルネッサンス・角館 代表 鈴木 實■問合せ：
TEL（５３）３４４３

６月１日～７日は
「 検査普及週間」ですH I V

～秋田県エイズ検査普及週間キャッチフレーズ～
『行こうよ！エイズ検査』

ＨＩＶ感染者・エイズ患者の新規報告数は毎年過去最高
を記録し、また診断時には既にエイズを発症している事例
が約３割を占めることから、早期発見のための検査機会を
逸していると考えられ、昨年、「エイズ検査普及週間」が新
設されました。
大仙保健所では、標記週間にあわせ次のとおり相談・

検査を実施しますのでご利用ください。
６月７日（木）■日時：
１１：００～１２：００、１７：３０～２０：００

※通常は毎月第１木曜９：００～１０：３０、毎月第３
木曜９：００～１０：３０・１７：３０～２０：００
大仙保健所■場所：
無料 ※検査は、問診後に採血をします。■料金：

その日（６／７）にお伝えします。■検査結果：
（迅速検査を実施します）

匿名可。検査希望の方は、事前に予約が必要です。■申込：
エイズ検査と同時に性感染症等（クラミジア・梅毒・■その他：

肝炎）の検査が可能。随時、電話相談も実施しています。
大仙保健所 疾病予防・医薬班■問合せ：

TEL ０１８７（６３）３４０５
http://www.pref.akita.lg.jp/senb-fuku/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

秋田県発達障害者支援センター
愛 称 募 集 ！

秋田県では、１０月に開設予定の「発達障害者支援

センター」の愛称を募集中です。

募集要項は、仙北市福祉関係取扱窓口または、県

のホームページ［美の国あきた］→［健康福祉］→［障害

福祉］からダウンロードできます。
５月２５日（金）まで■募集期間：

秋田県障害福祉課 寮育機関再編班■問合せ：
発達障害者支援センター愛称募集係
TEL ０１８（８６０）１３３５／FAX ０１８（８６０）３８６６

春の樹木講座

昨秋、樹木講座をおこない大変好評だったため、バスで
まわって見学をおこなう「春の樹木講座」を実施することに
なりました。中川、下延、白岩方面の樹木について見学・
学習いたします。

６月８日（金） ９：３０～１６：３０■期日：
小野崎家駐車場■集合場所：

バス代、資料代として５００円（当日集金）■会費：
※お弁当については各自ご持参願います。

参加希望者は葉書で５月２５日（必着）ま■申込方法：
でお申し込みください。

※葉書の裏側に「樹木講座参加希望」と記載の上、郵
便番号、住所、氏名、電話番号（携帯番号でも可）を明
記の上、投函してください。
※１５名の募集といたしますので、希望者が多い場
合は抽選とさせていただきます。
（葉書１枚に１名様でお願いします。）

〒 角館町表町上丁６■申込・問合せ： 014-0334
TEL（５４）１１１０角館公民館

６月１日は商業統計調査の日です

６月１日、商業統計調査が実施されます。市内で卸

売業・小売業を営むすべての事業所が対象になります。

この調査は、商業の実態を明らかにし、国や都道府県、市

区町村における商業の振興、中心市街地の活性化など流

通産業施策のための基礎資料となるものです。

調査の項目は、事業所の名称、所在地、経営組織、

年間商品販売額等です。お答えいただいた内容を統計

以外の目的に使うことは法律で禁止されておりますの

で、安心してご記入ください。

５月下旬から調査員が各事業所に伺いますので、ご

協力をお願いします。

TEL（４３）１１１２■問合せ：仙北市企画政策課

秋田駒ヶ岳山開き参加者募集

秋田駒ヶ岳夏山登山の安全祈願と自然保護活動を
目的として、仙北市・雫石町合同で山開きを開催します。

６月１日（金）■日程：
９：００ 市役所田沢湖庁舎出発
１０：１０ 神事 駒ヶ岳八合目避難小屋
１０：４０ 記念登山出発
１２：００ 山頂交換会

※田沢湖庁舎からバスを利用される方は５月２４日
までご連絡ください。

TEL（４３）３３５２■問合せ：仙北市観光課
仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」

TEL（４３）２１１１

品目横断的経営安定対策
加入申込説明会開催のお知らせ

６月１日（金） １８：３０～■日時：

西木庁舎総合開発センター 集会室■場所：

東北農政局秋田農政事務所の担当者■説明：

筆記用具、印鑑、金融機関の口座番号（写し）■所持品：

TEL（４３）２２０６■問合せ：仙北市農政課

各営農センターJA
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求人情報

◆①０５０４１－４５５１７１②配送員（臨時）（４ヶ月未満）

（正社員以外）③１８～４５④１４４，０００～１６８，０００⑤

仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－４

５６０７１②惣菜担当（常雇）（パート労働者）③不問④６７

０～７００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－４５７３

７１②電工（常雇）（正社員）③不問④１７６，０００～２２

０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１

－４５８６７１②携帯電話販売員【トライアル】（常雇）（正

社員）③不問④１７０，０００～１８０，０００⑤仙北市角館

町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－４５９５７１②靴

の販売（常雇）（正社員以外）③不問④１０７，９１５～１１

５，９４０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１

－４６０８７１②接客及び、調理補助（常雇）（パート労働

者）③２５～４５④７００～１，０００⑤仙北市角館町⑥不

問◆①０５０４１－４６１２７１②惣菜売場担当（常雇）（パ

ート労働者）③不問④７００～８００⑤大仙市⑥不問◆①

０５０４１－４６２９７１②とび工（常雇）（正社員）③２０～５

０④１７６，０００～２２０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自

動車免許一種・玉掛技能者◆①０５０４１－４６５３７１②

販売員（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７００⑤

由利本荘市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－４６６

６７１②配管工（常雇）（正社員）③２５～４５④１２０，００

０～２５０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０

５０４１－４６７５７１②事務員（常雇）（パート労働者）③不

問④７００～７５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－

４６８４７１②酵素風呂担当（常雇）（パート労働者）③不

問④６５０～８５０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一

種◆①０５０４１－４７１１７１②社会福祉士（常雇）（正社

員）③不問④１４０，０００～２００，０００⑤仙北市角館町

⑥社会福祉士◆①０５０４０－１１２５８７②介護職員（常

雇）（正社員）③不問④１２０，０００～１６０，０００⑤仙北

市⑥介護福祉士またはヘルパー資格者◆①０３０４０－

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

１２９４８７１②販売員（臨時）（４ヶ月以上）（パート労働

者）③１８～５０④６８０～７７０⑤仙北市⑥不問◆①０５０

１６－１３６８５７１②普通銀行業務（臨時）（４ヶ月以上）

（パート労働者）③不問④９００⑤仙北市角館町⑥不問

◆①０５０８０－６８６３７１②配膳係（臨時）（４ヶ月以上）

（正社員以外）③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙

北市田沢湖⑥不問◆①０５０１６－１４０４６７１②清掃員

（常雇）（パート労働者）③不問④６５０⑤仙北市⑥不問

※見逃していませんか？この求人

（以下に先週以前受理の一部を掲載しております。）

◆①０５０４１－４４６２７１②清掃係（常雇）（パート労働

者）③５０以下④６５０～７００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆

①０５０４１－４４７９７１②ルーム係（臨時）（４ヶ月未満）

（正社員以外）③不問④１３０，０００⑤仙北市田沢湖⑥

不問◆①０５０４１－４４９０７１②接客係（常雇）（パート

労働者）③不問④８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０

４１－４５４９７１②土木作業員【急募】（臨時）（４ヶ月以

上）（正社員以外）③２０～５５④１９６，０００～２４０，００

０⑤奥州市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－４３２

３７１②酒類販売店員（常雇）（パート労働者）③不問④６

５０～７００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①

０５０４１－４３４５７１②歯科衛生士（常雇）（正社員）③

不問④１２５，０００～１３０，０００⑤仙北市田沢湖⑥歯

科衛生士◆①０５０８０－６２５１７１②売店係（臨時）（４

ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１３２，０００～１７６，０

００⑤仙北市田沢湖⑥不問

※平成１９年４月１９日～４月２５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、ホームページ上で

は、企業名等を掲載できませんので、削除しております。

ご了承ください。また、掲載している求人情報は、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」にお問い合わせ下さい。

ＴＥＬ（５４）２４３４■問合せ：ハローワーク角館

※求人への応募には、ハローワークが発行する紹介

状が必要です。

ＴＥＬ（４３）３３５１《担当》 仙北市商工課

市立田沢湖病院 外来診療のご案内

月 火 水 木 金
内 科 内 科 内 科 内 科 内 科
外 科 外科（大学医師） 外 科 外 科 外 科

脳神経外科 整形外科 整形外科 神経内科
（１３：３０～１５：３０） （午 前） （午 前） （隔週午前）

皮膚科 呼吸器科 呼吸器科 耳鼻咽喉科 皮膚科
（午 後） （午 後） （第２第４ 午前） （１３：３０～１５：３０） （午 後）

泌尿器科
（１２：００～１４：００）

※内科・外科の診察は午前中です。午後の診察は２時から総合外来となります。
※土・日・祭日などの急患につきましては午前８時３０分から午後５時１５分までは通常の日直体制で診察を
行っております。なお、夜間等の診察はその受入体制づくりに鋭意努力しておりますので、いましばらくご不

便
をおかけしますが、よろしくご協力のほどお願い致します。


