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№４１-1平成１９年６月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「仙北市民歌」歌詞募集

市では、合併を機に魅力的な資源を活かしながら、

未来に躍進する仙北市をイメージした市民歌の歌詞を

募集します。

市民のみなさんが親しみを感じ、仙北市■募集内容：

のイメージとしてふさわしい特色や未来像などを

表現しているもので、希望に満ちているもの。

市内・市外を問わず、どなたでも応募できます。■応募資格：

別紙に、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、■応募方法：

年齢、性別、職業、電話番号を記入のうえ、郵送、

電子メール又は直接持参して下さい。

（１）応募は、一人２作品までとし、個人（本人）、グルー

プでの応募もあわせて２作品までとします。

（２）歌詞は、１番から３番までとし、現代仮名づかいを

用い、読みちがいを予想される漢字には、ふりがな

をしてください。

（３）Ｂ４版白紙又は原稿用紙による筆記。ワープロの

場合は読みやすく大きめの文字。（メールで応募す

る場合は、ワード形式とします。）

（４）応募後の作品訂正はできません。

（５）応募作品は、自作の未発表作品で、他者の知的所

有権、知的財産権を侵害しないもの。

平成１９年７月３１日（火）必着■応募締切：

応募された歌詞のうちから「仙北市民歌選定委員■選定：

会」において選定します。

広報せんぼく、市ホームページ等で発表します。■発表：

なお、入賞者には別途通知いたします。

最優秀作品 １点 １０万円■賞金：

優秀作品 ２点 １点につき ３万円

■著作権等

（１）入賞作品の著作権は、仙北市に帰属します。

（２）応募された方々の個人情報については、適切に保

護管理し、他の目的には一切使用いたしません。

入賞作品が他者の知的所有権、■入賞作品の取り消し：

知的財産権を侵害する疑いがあるときは、入賞を

取り消す場合があります。

■その他

（１）応募作品は、返却しません。

（２）入賞作品について補作詞する場合があります。

■応募先・問合せ

仙北市総務課内 「仙北市民歌歌詞募集係」

〒 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０014-1298
TEL（４３）１１１１／ＦＡＸ（４３）１３００

E-mail : somu@city.semboku.lg.jp

仙北市
麻しん風しん混合ワクチン(MR)
予防接種は予約が必要です

麻しん風しん混合ワクチンの予防接種について
は、対象者には先に通知をしておりますが麻しんの
流行によりワクチンが品薄になってきている状況で
す。
しばらくは１歳代のMR１期ワクチンの接種を優先

して実施していますので、MR２期（年長児）の方は１
２月３１日の期限までに接種されるようお願いしま
す。
確実に受診日に接種できるように各医療機関に

必ず電話で予約をしてから受診してください。
また、市立角館総合病院小児科も６月から予約

制になりましたので、ご注意ください。
市立角館総合病院で接種希望の方は小児科外

来で予約受付をします。TEL（５４）２１１１（代表）

TEL（５５）１１１２■連絡・問合せ：仙北市保健課

仙北市の「花・鳥・木」募集

市では、豊かな自然環境や歴史、文化に恵まれた仙

北市のシンボルとしてふさわしい、市民から愛され、親

しまれる市の花、市の鳥、市の木を選定するため、みな

さんから候補を募集します。

■募集基準（花・鳥・木とも共通）

（１）仙北市を象徴するもの

（２）仙北市のイメージとしてふさわしいもの

（３）仙北市の自然、文化になじみの深いもの

仙北市に在住又は通勤、通学してい■応募できる人：

る方。年齢制限はありません。

■応募方法等

（１）応募用紙に必要事項を記入し応募してください。

※応募用紙以外の官製はがきや電子メール、ファックス
等でも応募できますが、その場合は「応募する花・鳥・
木の名前、選んだ理由（１００字以内）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、勤務先・通学先の名称」を
記入してください。

（２）応募用紙と応募は、仙北市役所の各庁舎、各出

張所の窓口で受付します。

（３）応募は花・鳥・木それぞれ一人１点、１回とします。

花だけ、花と木だけの記載などでもかまいません。

平成１９年７月２０日（金）必着■応募締切：

応募された候補作品を「仙北市の花・鳥・■選定方法：

木選定委員会」で審査、選考し、制定します。

※それぞれの応募数は選定委員会において参考としますが、

選定するうえでの条件とするものではありません。

市の花、市の鳥、市の木として、決定された■記念品等：

ものに応募した人の中から、抽選で各々１０人の方

に記念品を贈呈いたします。

応募された方々の個人情報につ■個人情報の取り扱い：
いては、適切に保護管理し、他の目的には一切使
用いたしません。

仙北市総務課 総務係■問合せ：

〒 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０014-1298



- 2 -

TEL（４３）１１１１／ＦＡＸ（４３）１３００

E-mail : somu@city.semboku.lg.jp

にしきのフラワーロード１０５一斉植栽の

参加ご協力について（お願い）

花いっぱい運動につきましては、ご理解ご協力を賜

り厚く御礼申し上げます。

さて、国道１０５号線バイパス（堂村～西荒井間、総

延長９．２㎞）花壇へマリーゴールドの一斉植栽を下記

のとおり実施します。つきましては、市民の皆様より多

数の参加ご協力くださいますようお願い申し上げます。

７月１日（日）午前９：００～（雨天決行）■日時：

西木庁舎駐車場に８時５０分まで集合ください。■場所：

① ９：００～ 開会式・ 一斉植栽説明■日程：

② ９：３０～ 一斉植栽開始

③１１：３０ 一斉植栽終了予定

※自家用車で参加の方は西木庁舎

北側駐車場をご利用ください。

仙北市教育委員会生涯学習課■問合せ：

TEL（４３）３３８３／FAX（５４）１７２７

田沢湖ツーデーマーチ参加者募集

６月３０日（土）～７月１日（日）の２日間にわたり、田
沢湖を舞台に歩く祭典「第９回田沢湖ツーデーマーチ」
が開催されます。
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
にあわせてお選びください。
コース途中には、麦茶接待や汁物

サービスもあります。みなさん多数の

ご参加をお待ちしています。

なお、当日参加も です。申込は、白浜会場（田沢OK
湖畔バス停下車）でどうぞ！

■参加料（仙北市にお住まいの方）

一般１，０００円 高校生以下無料

※１日参加でも２日参加でも同額

（ ）時刻まで白浜会場で受付けます。■受付：

１日目・・・４０㎞（６：３０）・２０㎞（９：１５）

１０㎞（９：４５）

２日目・・・３０㎞（７：１５）・２０㎞（８：１５）

１０㎞・５㎞（９：１５）

ＴＥＬ（５８）００６３■問合せ：田沢湖観光協会

事業主のみなさまへ

６月２０日来春の高卒者を対象とした学卒求人の受付が

より開始されます。

企業の将来を担う優秀な人材の確保と地元定着に

よる活力あるふるさとづくりのため、採用枠の拡大と学

卒求人の早期提出をお願いします。

また、応募者の適正と能力のみを基準とした公正な

採用選考をお願いします。

TEL（５４）２４３４■問合せ：ハローワーク角館
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参加者大募集！！
園芸作物新規作付説明会

野菜や花の新規作付・作付拡大に意欲がある方、説

明会に参加して圃場を視察してみませんか。

７月１日（日）１３：３０～１６：００■日時：

秋田おばこ中仙支店■集合場所： JA
①コース（枝豆・ソラマメ・リンドウ）■内容：

②コース（アスパラガス・モロヘイヤ・キュウリ）

③コース（ホウレン草・トマト）

※いずれかのコースを選択し、栽培技術等の講習を受け

たあと、バスにより圃場を視察します。

無料 ６月２５日（月）■参加費： ■申込期限：

秋田県仙北地域振興局農林企画課■申込・問合せ：

TEL ０１８７（６３）６１１１チャレンジプラン・生産振興班

定年帰農チャレンジ講習会
～第２の人生を「農業」で～

定年を迎えたら・・・
「 」 。セカンドライフを 農業 で歩んでみませんか

７月１日（日） ９：３０～１２：００■日時：

秋田おばこ中仙支店■場所： JA
※主会場：大仙市長野字柳田４ ほか

（１）実際に退職後に就農した方の体験談■内容：

（２）野菜・花づくりに関する講習会

（３）実際の作付圃場をバスにて見学

現在、農業以外の職業を主として従事し、■応募条件：

退職後に大仙市・仙北市・美郷町に所有（借地）

する農地で、農業に従事したいと考えている方。

３０名■応募人員：

※定員になり次第締切ます。お早めに！

※受講料等は一切不要です。

※問合せ、申込は事務局まで電話をお願いし

ます。

秋田県仙北地域振興局農林部農林企画課■問合せ：

TEL ０１８７（６３）６１１１チャレンジプラン・生産振興班

平成１９年度 秋田県公文書館

古文書解読講座

・はじめて古文書を学びたいと考えている方基礎講座
第１期 ７月７日（土）・７月２１日（土）・８月４日（土）

第２期 ８月１８日（土）・９月１日（土）・９月１５日（土）

※申込期限 ６月２９日（金）

・古文書を読んだことのある方、または現在専修講座
勉強されている方

第１回 ７月２４日（火） 申込期限 ７月１６日（月）

第２回 ９月１８日（火） 申込期限 ９月１０日（月）

第３回 １１月１３日（火） 申込期限 １１月５日（月）

秋田県公文書館 ３階多目的ホール■会場：

基礎 各２０人 専修 各４０人■定員：

秋田県公文書館 古文書班■申込・問合せ：

TEL ０１８（８６６）８３０１

第６回秋田県障害者技能競技大会
参加者募集！！

７月１４日（土）■期日：

秋田県立秋田技術専門校（秋田市）■会場：

■参加募集種目

…ワードプロセッサー・表計算身体・精神障害者対象

…木工・縫製・紙工・喫茶サービス知的障害者対象

（社）秋田県雇用開発協会■申込・問合せ：

（担当） 障害者業務部 池田

TEL ０１８（８９６）１２５２／FAX ０１８（８６３）１２２０

角館音頭踊ろう会・練習日変更のお知らせ

角館音頭踊ろう会の活動について、７月は練習日が増

えましたのでお知らせいたします。体を動かす絶好のチャ

ンスですので、初めての方もお気軽にご参加ください。

７月１日（日）、１５日（日）、８月５日（日）■練習日時：

それぞれ午後７時３０分より

角館武道館■練習場所：

角館音頭を踊ろう会■問合せ：

TEL（５５）２８１３代表 雲雀リヨ子

講演会の開催

秋田県の地域活動支援事業として認められた講演

会を開催します。入場は無料です。市民の皆さまのご

来場をお待ちしております。

７月１日（日） １３：００～■日時：

就業改善センター 婦人研修室■場所：

地域の介護力パワーアップ講座■内容：

◇神代診療所長 伊藤先生 「老いのむかえ方」

◇にしき歯科クリニック 福山先生 「口から食べたい」

ＮＰＯ法人ののはな 青柳司真■問合せ：

ＴＥＬ（４４）３８３６
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墨の美展

田沢湖生保内出身の歌川榮子さん（旧姓：坂本）の

“ふる里生保内で、一度っきり”の水墨画展「墨の美展」

を開催します。入場は無料です。市民の皆さまのご来

場をお待ちしております。

６月２３日（土）～２５日（月） １０：００～１７：００■日時：

仙北市田沢湖総合開発センター ２階■場所：

髙橋美弥子 （パレット）■問合せ： TEL（４３）３３５８

６月２０日より建築確認申請等の内容が変わります

建築物の安全性の確保を図るため建築基準法が大幅に改正されます。主な内容は次のとおりです。

１．建築確認審査期間の延長
一定規模以上及び一定の用途に該当する建築物の法定審査期間が２１日以内から３５日以内に延長されます。

また、構造計算適合性判定等に伴う合理的な理由があれば最大７０日まで延長されます。

２．構造計算適合性判定の義務付け
一定規模以上の建築物の構造計算は、従来の確認審査のほかに都道府県知事または知事が指定する構造計算適

合性判定機関による構造計算適合性判定審査が必要になります。

対象建築物： 階数が３以上（地階を含む）の共同住宅３．中間検査の義務付け
検査時期： ２階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程を終えたとき

４．建築確認申請等手数料の改正（金額は別表のとおり）
建築確認申請手数料、完了検査申請手数料が改正されました。また、構造計算適合性判定、中間検査、計画通知な

どの手数料が新たに徴収されることになります。

５．建築確認の厳格化
申請図書の作成にあたっては、図書の差し替え及び訂正等が原則禁止となることから、図書又は図書相互における

不整合等について十分に確認をしてから提出することが必要になります。

詳しくは最寄りの仙北地域振興局建設部建築課（０１８７－６３－３１１３）へお問い合わせ下さい。

（単位：円）別表 建築確認申請等手数料

床面積の合計 建築確認 中間検査・ 完了検査・完了通知

・計画通知 中間工程終了通知 中間検査あり 中間検査なし

３０㎡以内 ７，０００ １２，０００ １２，０００ １４，０００

３０㎡超え１００㎡以内 １３，０００ １４，０００ １４，０００ １７，０００

１００㎡超え２００㎡以内 ２０，０００ ２１，０００ ２１，０００ ２３，０００

２００㎡超え５００㎡以内 ２６，０００ ２８，０００ ２９，０００ ３１，０００

５００㎡超え１，０００㎡以内 ４６，０００ ４９，０００ ５０，０００ ５１，０００

１，０００㎡超え２，０００㎡以内 ６３，０００ ６６，０００ ６７，０００ ７３，０００

２，０００㎡超え１０，０００㎡以内 １８０，０００ １５１，０００ １６６，０００ １８０，０００

１０，０００㎡超え５０，０００㎡以内 ３１３，０００ ２５１，０００ ２７３，０００ ２８６，０００

５０，０００㎡超え ６０４，０００ ５１９，０００ ５６６，０００ ５７７，０００

※構造計算適合性判定手数料は規模と構造計算方法によって、１３８，０００円～７３５，０００円の範囲の額となります。
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定住対策･テンミリオン計画・産業連携
重点プロジェクトの推進についての意見を募集します

市では、昨年度、今後の市政運営の指針となる「仙北市総合計画」を策定しましたが、当面する主要課題については、「定

住対策」「テンミリオン計画」「産業連携」の３つの重点プロジェクトを設定し、１９年度からは専任の職員を配置して取り組んでい

るところです。３つのプロジェクトの概要については、下記のとおりですが、プロジェクトの実効性を高めていくためには、広く市

民の皆さんのご理解とご協力が必要であると考え、下記により、プロジェクトに関するご意見、ご提言を募集することにしまし

た。今、仙北市にとって必要なことは何なのか・・・どんなことでも結構ですので、皆さんの応募をお待ちしています。

■募集期間：６月１５日（金）～７月１７日（火）

■応募方法：様式は自由ですが、住所、氏名及びいずれかのプロジェクトについての意見、提言であるかを明記

のうえ、メールもしくはFAXまたは郵送で企画政策課重点プロジェクト推進室へお願いします。

（各地域センターの総合窓口課、各出張所へ提出されても結構です）

■その他：寄せられたご意見、ご提言については、定住対策懇談会等の会議の資料に活用させていただくなど、

匿名を条件に公表する場合がありますのであらかじめご了承願います。

■応募先：〒014-1298 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０ 仙北市総務部企画政策課 重点プロジェクト推進室

ＴＥＬ（４３）１１１２／ＦＡＸ（４３）１３００ E mail kikaku@city.semboku.akita.jp‐

＊＊＊ 仙北市重点プロジェクトの概要 ＊＊＊
仙北市では、昨年度、市政運営の指針となる仙北市総合計画を策定し、将来像を「観光産業を活かした北東北の交流拠点都

市」として、定住人口３万人の確保と交流人口１千万人のまちづくりを進めることにしました。
この目標実現のために、当面する主要課題については、「定住対策」、「テンミリオン計画」、「産業連携」の３つの重点プロジェク
トを設定して取り組むことにしています。４月からは、重点プロジェクト推進室を設置して、専任体制で取り組んでいます。

少子高齢化と人口減少が進む中で、定住人口３万人の確保を図る。１．定住対策プロジェクト

交流人口１千万人を目標に、交流人口の拡大を図る。２．テンミリオン計画プロジェクト

仙北市の特色ある資源を活かし、産業全般の振興を図る。３．産業連携プロジェクト

雇用環境の整備や企業誘致の促進、求人求職

情報の迅速な提供等、雇用の場の確保に努め、

若者や ターン希望者の受入体制の強化に努めU
るほか、子育て支援や保育体制の充実、地域医

療ネットワークの確立に努め、子供を生み育てる

環境を整備します。また、団塊の世代の受入につ

いて具体的な検討を行うなど、幅広く定住対策に

取り組み、定住人口の確保に努めます。

推進事項
・定住対策懇談会の開催・空き家（空き店舗）実態調査・市有

地、財産区有地調査・空き家情報バンクの開設、公開・定住対

策支援制度の導入・スローライフモニター体験事業の実施・高

校生事業所視察会・団塊の世代対策・求人求職情報の提供・子

育て支援策、保育体制の充実・誘致企業訪問（ヒアリング）・東

京ふるさと会でのＰＲ・遊休農地調査、活用策・美の国あきたネ

ットへのリンク・ 法人等へのアプローチNPO

観光誘客体制の整備や観光資源の掘り起こしに努める

とともに、観光拠点を結ぶ道路網の整備や二次アクセス

等の公共交通の利便性の充実を図ります。また、市内外

の関係機関との連携を図り、グリーンツーリズムやエコツ

ーリズムの推進に取り組むとともに、環境保護や景観の

保全に努め、本市の恵まれた自然環境や観光資源を最

大限に活かし、交流人口の拡大をめざします。

推進事項
・観光振興計画の策定 ・観光ＰＲ用ＤＶＤの製作

・ 等へのアプローチNPO
・大学等合宿ゼミの誘致（遊休公共施設の利活用）

・ノースアジア大学との連携

農林産物や特産品のブランド化をめざし、付加価

値の高い農林産物の生産や販路拡大に努める

ほか、地産地消の推進、地場産物を利用した特

産品、加工食品の開発、都市と農村の交流促進

に取り組みます。また、中心市街地の活性化対

策を進めるほか、特産品の首都圏への やイPR
ンターネットの活用等による販路拡大に取り組

み、観光産業と他産業の連携強化を図ります。

推進事項
・直売所等における地場産農産物の販売促進・地区重点品目

である戦略作物の市場における銘柄の確率（ブランド化）・森

林学習の場、憩いの場の整備による都市と地域住民との交流

促進・観光客のニーズの把握・物産と観光 機能を担うアンPR
テナショップ、 センターの調査、検討・仙北市推奨の物産PR
認証制度の創設・特産品開発事業への支援
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№４１-2平成１９年６月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

※今回はお知らせが多いので、№４１ ２を発行します。-

児童手当現況届の提出を！！

児童手当を受給しているすべての方■対象：
６月２５日■提出期限：

※現況届の提出がないと６月分以降の手当を受ける
ことができません。

仙北市福祉事務所長寿子育て課■問合せ：
ＴＥＬ（４３）２２８０総務企画係

仙北市 田沢湖図書館 臨時休館のお知らせ

田沢湖図書館では、６月２９日（金）を臨時休館と

させていただきます。

平成１９年度 調理師試験

８月３０日（木） １３：３０～１５：３０■日時：
秋田県庁 他■会場：

給食施設、飲食店等において、２年以上調理■受験資格：
※詳細についてはお問い合わせください。に従事した方

６月１８日（月）～７月１３日（金）■願書配布：
※平日 県内保健所
７月５日（木）～７月１３日（金）■願書受付：
※平日 住所地管轄保健所

仙北地域振興局福祉環境部（大仙保健所）■問合せ：

TEL０１８７（６３）３４０３大仙市大曲上栄町 13-62

◆ 平成１９年度 仙北市ふるさと景観賞の募集 ◆

※「仙北市歴史的景観審議会」において現地調査などの審査を行い、１１月に広報とインターネットで公表します。

※１１月に表彰式を行い、建築物等の所有者に木製銘板と賞状、設計者・施工者・活動団体や個人に賞状を贈呈します。

（４３）２２９５／ （４７）２１６６TEL FAX
■問合せ、応募先：仙北市建設部都市整備課 景観担当 E-mai toshi@city.semboku.akita.jp：

キ リ ト リ

「仙北市ふるさと景観賞」応募用紙

名 称

所 在 地 仙北市

選 ん だ

※写真を貼付していただけるとありがたいです。（写真はお返しできません）理 由

氏 名 年齢（ 歳）

〒
住 所

－ －TEL

●仙北市の景観についてご意見をお願いします。

■住民による景観づくりを表彰
仙北市らしい歴史的景観を「まもり」「そだて」「つくる」こ

とをもって一層愛着と親しみと誇りの持てる美しい市を創
出するために、良好な景観を形成している建築物や優れ
た景観づくりに貢献している個人・団体等を表彰します。
応募案件は「仙北市歴史的景観審議会」において現

地調査などの審査を行い、良好な景観形成に貢献して
いると評価されたものを表彰します。

仙北市において良好な景観づくりに貢献している■対象：
建築物、工作物、活動など

（例）①個人住宅、集合住宅、店舗、社屋、工場などの建物
②看板などの工作物 ③花壇造成、樹木植栽、美化清
掃などの活動 ④総合的な観点から景観づくりに貢献
しているもの

※対象外：◇国、県、市の所有する建築物など（伝承館、美
術館など） ◇表彰の対象が不明瞭なもの（桜堤の
風景、古城山からの眺望など）

平成１９年６月１日～８月３１日■募集期間：

応募用紙に必要事項を記入のうえ、お届けい■応募方法：
ただくか、郵送、ファクシミリ、Ｅメールでも受付します。
・自薦、他薦どちらでも結構です。
・応募者の中から抽選で記念品を贈呈します。
■選考基準：
◇歴史的な雰囲気を醸し出しているもの、また維持して
いるもの
◇歴史的な雰囲気をよみがえらせ、その景観的価値を
高めているもの
◇歴史的ないわれのあるもので、その形態を良好に維
持しているもの
◇周辺の景観に調和し美しいまちづくりに寄与している
もの
◇自然の要素をうまく利用しているもの
◇デザイン、機能的に優れており、将来の景観をリード
するもの
◇美しい景観の創造、維持、向上等についての活動を
おこなっているもの
◇優れた景観の創出に貢献しているもの
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住宅デー開催

秋田建築労働組合角館支部では、今年も住宅デー
を開催します。

６月２４日（日） １０：００～１５：００■日時：
北都銀行角館支店駐車場■場所：

無料住宅相談・無料包丁研ぎ・無料まな■主な内容：
板削り・神代幼稚園、小学校、中学校の小破修理
※組合員の皆様の参加をお願いします。
（北都銀行角館支店駐車場 ８：３０集合）
秋田建築労働組合角館支部■問合せ：

TEL（５４）３０９３草彅芳春

木造住宅の耐震診断改修無料相談会の
開催について

県では、木造住宅の耐震診断・改修の推進を目的とし
て、建築士が耐震診断・改修に関する相談、簡易な耐震
診断などを行う無料相談会を開催しますので、家の間取り
がわかる図面などをお持ちのうえお越し下さい。

７月８日（日） １０：００～１６：００■日時：
■場所

イオンスーパーセンター大館店県北会場
イトーヨーカドー秋田店 ぽぽろーど入口中央会場
秋田ふるさと村 ふるさと広場県南会場

秋田県建設交通部建築住宅課■問合せ：
TEL ０１８（８６０）２５６５

視覚障害者の困りごと等相談会

視覚障害者及びご家族の方々を対象に、日常生活
における困りごとの相談会及び福祉担当者による説明
会を開催します。

７月８日（日） １０：３０～１５：００■日時：
仙北市を中心とする大仙市及び美郷町地区■対象者：

の視覚障害者とその関係者
仙北市角館交流センター■会場：

■日程
１０：３０～１２：００
・個別の相談と平行して、点字ブロック、音響式信号
機など道路及び公共建築物の調査点検活動の実施
１２：００～１３：００ 昼食
１３：００～１５：００
・全体会
講話：新障害者基本計画及び重点施策実施５ヵ年

計画（新障害者プラン）と自立支援法について
質疑応答・調査点検活動の結果報告 ほか

※昼食について、希望者には実費７００円前後で昼
食を準備いたします。下記電話番号にお申込みく
ださい。

社団法人秋田県視覚障害者福祉協会■申込・問合せ：
TEL（５４）１４２５仙北支会長 武田利美

TEL ０１８（８６４）２７８３本会事務局

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。

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

◆①０５０４１－５８６１７１②介護職員（常雇）（正社員以外）
③不問④１２８，４８０～１４６，０８０⑤仙北市田沢湖⑥ホー
ムヘルパー２級◆①０５０４１－５８７０７１②介護員（常雇）
（正社員以外）③不問④１３３，０００⑤仙北市角館町⑥ホー
ムヘルパー２級・普通自動車免許一種◆①０５０４１－５８８
３７１②訪問介護員（常雇）（正社員以外）③不問④１３３，０
００⑤仙北市角館町⑥ホームヘルパー２級・普通自動車免
許一種◆①０５０４１－５９４１７１②機械設計（常雇）（正社
員）③２５～３５④２００，０００～４５０，０００⑤仙北市角館町
⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１ー５９５０７１②土木作
業員（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１７２，５００
～１９５，５００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４
１－６２９７７１②収穫、出荷作業（常雇）（正社員）③６０以下
④１０７，３６０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①
０５０４１－６３０９７１②’受付カウンター係（常雇）（パート労
働者）③不問④６５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①
０５０４１－６３１１７１②経理事務及び接客販売（常雇）（パー
ト労働者）③不問④６１０～７００⑤大仙市⑥普通自動車免
許一種◆①０５０４１－６３２０７１②レストラン接客サービス
係（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１４０，８００⑤
仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－６３４
６７１②介護職員（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④
１３０，０００～１７０，０００⑤仙北市田沢湖⑥ホームヘルパ
ー２級・普通自動車免許一種◆①０５０４１－６３５５７１②事
務全般（常雇）（正社員）③２０～３０④１４６，０００～１５６，０
００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０４０１０－
２４４９１９７１②フットエステ（常雇）（正社員）③２０～３５④１
７０，０００～２７０，０００⑤仙北市⑥エステ、マッサージ、整
体資格者優遇◆①０４０１０－２４４８７６７１②整体（常雇）

（正社員）③２０～３５④１７０，０００～２７０，０００⑤仙北市
⑥エステ、マッサージ、整体資格者優遇◆①０５０４０－１５
５６２７１②食材配達業務（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③
３０～４０④１１０，１６０～１２５，２８０⑤仙北市⑥普通自動
車免許一種◆①０５０４１－６３８８７１②そば調理（常雇）（パ
ート労働者）③２０～４８④７００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①
０５０４１－６３７７７１②ホール係（常雇）（パート労働者）③
不問④７００⑤仙北市田沢湖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）

◆①０５０４１－５４５３７１②営業（常雇）（正社員）③不問④

１５０，０００～２５０，０００⑤仙北市角館町⑥大型運転免許

◆①０５０４１－５３８６７１②接客サービス（常雇）（パート労

働者）③不問④７５０～１，０５０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動

車免許一種◆①０５０４１－５３０４７１②介護職員（常雇）

（パート労働者）③不問④７００～９００⑤仙北市田沢湖⑥准

看護師またはヘルパー２級以上・普通自動車免許一種◆①

０５０４１－５２５８７１②保育業務（臨時４ヶ月以上）（パート

労働者）③不問④８００⑤仙北市西木町⑥保育士資格◆①

０５０４１－４９９３７１②水産（常雇）（パート労働者）③不問

④７２０～８２０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－５００２７１②

早朝品出し（常雇）（パート労働者）③不問④６８０～９８０⑤

大仙市⑥不問

※平成１９年６月１日～６月７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。

■問合せ：ハローワーク角館 ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１


