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№４３-１成１９年７月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

な に りたい大切 人 贈

脳ドック・血管ドックのプレゼント健診

一度は受けておきたい『ドック』です。ところが、「どこも

悪い所がない」「受診するには、まだはやい」「異常が見つ

かるのが怖い」などを思うと、なかなか受けられないこと

が多いでしょう。ドックや健診で、普段の状態を知ることは

重要です。そこで、一般的なドック・健診では受けられない

を感謝の気持ちをこめて『 』『 』脳ドック 血管ドック
に してみませんか？大切な人 プレゼント

脳血管疾患の予防につながることはもちろん、更なる

健康づくりへの機会になることでしょう。

《脳ドック》
尿検査・血液検査・眼底検査・心電図・検査内容：

脳画像診断

通常３６，７５０円のところ、２５，０００円です。検査費用：

水・金曜日検査日：

《血管ドック》
症状スクリーニング 血圧／脈波の測定・検査内容：

頚動脈超音波検査（可視範囲において）

通常１０，０００円のところ、８，０００円です。検査費用：

月・水・金曜日検査日：

※費用はすべて税込です。

※お申込みの際は、各市町村・共済保険・会社等から

の補助のある方はご利用ください。また、誕生月にお

申込みいただく「誕生月申込み脳ドック」もありますの

で、ご活用ください。

※お申込み時は、受診希望日・受診者名（本人に必ず

確認してください）をお願いします。

※検査結果については、１０日ほどで郵送いたします。

市立角館総合病院■申込・問合せ：

ＴＥＬ（５４）２１１１（代）地域保健室（担当：小原）

仙北市

市民課国保年金係からのお知らせ

下記に該当する方には７月下旬に新しい受給者証・認

定証が郵送されます。

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方

有効期限が平成１９年７月３１日となっておりますので、

新しい受給者証を７月下旬に郵送いたします。

老人保健法の医療受給者証をお持ちの方

現在お持ちの医療受給者証には有効期限がありませ

んが、一部負担金の割合が変更になる方については、新

しい受給者証を７月下旬に郵送いたします。

７０歳以上で「国民健康保険限度額適用・標準負担

額減額認定証」・「老人医療の限度額適用・標準負

担額減額認定証」をお持ちの方
有効期限が平成１９年７月３１日となっております。該当

する方には７月下旬に通知いたします。

※ 該当となる方 ※
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

…世帯主及び国保加入者が平成１９年度市民税非課税の方

老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証

…世帯全員が平成１９年度市民税非課税の方

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課国保年金係

下水道課からのお知らせ

下水のにおいが気になる時がありませんか？

家庭からの汚水と一緒に、台所で不要になった油が流

されることがあります。

油は、水が汚れるもっとも

大きな原因のひとつです。

また、排水管の中で油が冷

やされて固まりオイルボールと

なって、管を詰まらせてしまうことがあります。

オイルボールができると、台所やトイレが使

えなくなったり、 の原因となります。悪臭
不要になった油は、古紙やぼろ布で吸い取ったり、固

形化させて燃えるゴミとして捨てて下さい。

TEL（４３）２２９６■問合せ：仙北市下水道課

県道日三市角館線「鵜ノ崎バイパス」が８月４日（土）から供用開始予定です。
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県民と知事との意見交換会

「元気なふるさとトーク」

地域の将来のあり方などについて、トーク参加者が知

事と向き合い、話しをする会です。

県民の皆さまとの率直な意見交換を、今後の県政の推

進に役立てていきます！

テーマ 「元気なふるさと秋田づくり」
☆元気な秋田をつくるため、今私たちはこんな事を必要としています！

☆「創意・工夫」により、新しい時代にあった秋田づくりを目指した

い！

このような思いを知事と語り合います！

７月３１日（火） １４：３０～１６：３０■日時：

仙北市角館交流センター■会場：

※託児サービス付です。お子様のいらっしゃる方も、安心

してご参加ください。

※傍聴の申し込みを受付中です。

※申込は電話、 等で、氏名、住所、年齢、性別、FAX
電話番号、職業、託児希望の有無をご連絡ください。

仙北地域振興局 地域企画課■申込・問合せ：

TEL ０１８７（６３）５２２６／FAX ０１８７（６３）６３６９

聖域なき行革を語る 県民フォーラム

第４期行財政改革（平成２０年～２２年）のあり方を県民

参加により議論していただくため、フォーラム（意見交換

会）を開催します。

多数の皆さまの参加をお待ちしています。

■会場・日時

仙北ふれあい文化センター（大仙市堀見内）【県南】

８月２日（木）１３：３０～１５：３０

秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」（秋田市）【中央】

８月７日（火）１４：００～１６：００

北秋田市交流センター（北秋田市材木町）【県北】

８月９日（木）１３：３０～１５：３０

※各会場に託児所あり（事前申込要）

秋田県知事公室総務課 企画・行政改革班■申込・問合せ：

TEL ０１８（８６０）２０８４／FAX ０１８（８６０）１０５６

角館調停協会 無料調停相談会

家庭内トラブルや消費者金融に関する問題、土地や建

物をめぐる争い、金銭貸借、交通事故などの相談に応じ

ます。相談内容の秘密は守られ、無料です。

７月３０日（月） １０：００～１５：００■日時：

角館簡易裁判所■場所：

TEL（５３）２３０５■問合せ：角館簡易裁判所

平成２０年４月から新しく

後期高齢者医療制度が始まります

これまでは、７５歳以上の人は国民健康保険・被用者

保険などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制

度」で医療を受けていましたが、平成２０年４月からは新

たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制

度」で医療を受けることになります。

後期高齢者医療制度のポイント

○新しい後期高齢者医療制度は平成２０年４月から始

まります。

○７５歳以上の人（一定の障害がある人は６５歳以上）

が後期高齢者医療制度の被保険者となります。その

ため、７５歳以上の人は、平成２０年４月から現在ご

加入の国民健康保険・被用者保険等から後期高齢

者医療制度に移行することになります。

○制度の運営は県内すべての市町村が加入する「秋

田県後期高齢者医療広域連合」が行います。

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課国保年金係

※この制度について詳しい内容が秋田県後期高齢者医療広

域連合ホームページ（http://www.akita-kouiki.jp）に掲載

さ れています。

「年金記録相談」

出張相談所をご利用ください

７月２３日（月）、大曲社会保険事務所が「年金記録相

談」に係る臨時の相談窓口を開設しますので、ぜひご利

用ください。

仙北市角館交流センター 第１研修室■場所：

９：３０～１６：００■受付時間

■問合せ

TEL０１８７（６３）２２９４／２２９５大曲社会保険事務所

第２回仙北市長杯争奪野球選手権大会

『第２回仙北市長杯争奪野球選手権大会』の監督会議

並びに組合せ抽選会を開催いたします。出場を予定して

いるチームは、下記日時までご出席下さい。

第２回仙北市長杯争奪野球選手権大会■大会名：

７月２０日（金） １８：００～■監督会議：

仙北市角館交流センター 第１研修室■場所：

７月２８日（土）～７月２９日（日）■大会日：

落合野球場・雲然野球場■大会会場：

仙北市野球連盟■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３６１事務局 小松

～水道使用者名義変更届の提出をお願いします～
水道使用者が亡くなられた場合は、名義変更の届出が必要となります。企業局及び各地域センター窓口で手続きを

お願いします。なお、支払口座を変更する場合は金融機関窓口での手続きが必要となります。

仙北市企業局業務課 TEL（５４）２３８８■問合せ：
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内陸線おばけやしき開催

７月２８日（土）～８月５日（日）■開催期間：

１０：００～１３：３０ ・ １４：３０～１７：００

秋田内陸線阿仁合駅 特設会場■開催場所：

小学生以上 ５００円■入場料金：

（内陸線利用者は ４００円）

内陸線おばけやしき実行委員会■主催：

北秋田市観光案内所 四季美館■問合せ：

TEL ０１８６（７５）３３５５

メモリアル 花火をＭＹ
打ち上げてみませんか

８月１７日(金)に行われる「第１２回戸沢氏祭花火大会」で

皆さんの記念花火を打ち上げてみませんか？

お孫さんの誕生や結婚祝い、成人祝いなどの記念に、ま

た大切な人へ伝えたい気持ちをメッセージと共に真夏の夜空

に打ち上げる大輪の花に想いを託して伝えてみませんか？

：１口 １０，０００円■打上費用

４号玉と２．５号玉のセット（各１発づつ）■打上内容：

※打ち上げ前にはメッセージを読み上げてご紹介いたします。

８月３日(金)まで■申込期日：

※応募多数の場合、抽選となります。

TEL（４３）２２４４■申込・問合せ：戸沢氏祭実行委員会事務局

自衛官募集

８月１日（水）～９月７日（金）■受付期間：

（男女）【一般曹候補生】

９月１７日（月） １８歳以上２７歳未満試験日： 受験資格：

（男女）【２等陸・海・空士】

９月２１日（金） １８歳以上２７歳未満試験日： 受験資格：

※男子については年間を通じて受け付けます。

（男子うち女子若干名）【航空学生】

９月２２日（土） 高卒（見込含）２１歳未満試験日： 受験資格：

自衛官採用説明会

７月２２日（日） １４：００～１５：００

大曲広域交流センター

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：

TEL ０１８７（６３）１３１３

「生活保護１１０番」秋田県青年司法書士会

次の日程で、電話による相談を行います。

７月２８日（土） １０：００～１５：００

電話番号 ０１２０－０５２－０８８
秋田県司法書士会館

平成１９年度
特別支援教育かがやきミィーティング

「平成１９年度特別支援教育かがやきミィーティング」を開
催いたします。多くの皆さまの参加をお待ちしております。

幼稚園・保育所、小・中・高等学校の教職員や保護■趣旨：
者、関係者に対し、特別支援教育への理解啓発を図る
とともに、お互いの連携を強化することにより、特別支援
教育の推進に資する。
８月６日（月） １３：１５～１６：５０（１２：４５～受付）■日時：
浅舞公民館（横手市平鹿浅舞字覚町１４０）■会場：

■内容

講師：阿部利彦 氏講演

（所沢市教育委員会学校教育課健やか輝き支援室

支援員、埼玉県特別支援教育専門家チーム委員）

演題：「発達障がいを持つ子の『いいところ』応援計

画」

大曲養護学校、横手養護学校、稲川養護学校実践発表：

幼稚園、保育所・小・中・高等学校、特別支援■参加者：
学校の教員、保護者、教育関係者、その他特別支援
教育に関心のある方（２００名程度）

※７月２０日（金）までに電話でお申し込みください。
秋田県教育委員会■主催：
秋田県教育庁南教育事務所■主管：

仙北市教育委員会教育研究室 田口和典■申込・問合せ：

TEL（４３）３３８７

仙北市都市計画

マスタープラン策定委員 募集の

仙北市では、今後のまちづくりの基本となる「仙北

市都市計画マスタープラン」を策定しています。

作成にあたり、庁内組織とは別に有識者で構成された

「仙北市都市計画マスタープラン策定委員会」を設置し、
まちづくりに関してのご意見をいただくことにしました。

専門的知識を有する有識者と一緒に仙北市の今後

のまちづくりについて話し合ってくださる「まちづくり」に

関心の高い市民の参加を募っています。

策定委員は１２名前後を予定し、そのうち４名が公
募対象です。まちづくりに関心のある方の応募をお待

ちしております。

平成１９年～２０年（年３回の開催を予定）■委員任期：

４名（男２名・女２名）■募集人員：
仙北市在住の満２０歳以上の方■募集要件：

■応募方法

次の①～⑥の内容を含んだ文書を提出してください。

①住所 ②氏名 ③年齢 ④職業 ⑤電話番号
⑥まちづくりについての意見（８００字以内）

※応募用紙は仙北市役所各庁舎の総合窓口課に

あります。（任意の様式でも可）

庁内での選考により決定します。■決定方法：
（結果は個別に連絡します）

８月３０日（木）■申込締切：

TEL（４３）２２９５■応募・問合せ：仙北市都市整備課

E-mail：toshi@city.semboku.akita.jp
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かくのだて歴史案内人組合

新人募集と養成講座のお知らせ

７月２４日（火）・２５日（水） ２日間■日時：

９：３０～１５：００

角館樺細工伝承館 第１研修室■会場：

午前…講義 午後…現場研修■内容：

１，０００円（当日徴収）■受講料：

７月２１日（土）■申込期限：

仙北市在住の６５歳以下の方で、案内活■募集対象：

動をする意志のある方

講座修了後、随時６回程度実地研修あり。■その他：

受講申込者には、後日詳細を連絡します。

角館町小人町６ 戸沢嗣郎■申込・問合せ：

TEL（５３）３３４０

たざわ湖まつり協賛

ソーラー水陸両用車をつくろう！

ソーラーパワーで陸上・水上を走る未来カー

太陽電池の仕組み・船が進む仕組みが学べます。

７月２９日（日） １３：３０ 受付■日時：

たざわ湖まつり 縄文の森会場■場所：

※受付は先着２０名です。お早めに申込ください。

※対象年齢は小学校高学年以上ですが、父兄同伴で

あれば、低学年でも参加可能です。

１，５００円（材料費込み）■参加費：

※ソーラーボートキットは市販２，６２５円のものを使用

します。費用は当日会場でいただきます。

田沢湖にいのちを育む会 事務局（杉山）■申込・問合せ：

TEL／FAX（４３）１０３４

秋田県国民健康保険団体連合会

夏休み「健康づくり絵画コンクール」

秋田県国民健康保険団体連合会（齋藤正寧理事長）

は、県内小学生から「健康づくり」をテーマに描いた絵を

募集します。締め切りは９月１０日。

四つ切りサイズ（３８ｃｍ×５４ｃｍ）の画用紙に自■応募方法：

由に描く（絵といっしょに文字や標語をいれても可）。画材は

クレヨン、絵の具。裏面に「絵のタイトル」、名前、学校名、学

年、保護者の名前、住所、電話番号を明記。

主催者ホームページ上で９月下旬に発表（受賞■発表：

http://www.akita-kokuhoren.or.jp/者には通知）

応募者全員に後日、記念品を、最優秀賞ほか入賞者に賞■賞品：

状と図書カード贈呈。入賞作品の中からテレビＣＭ及びカレンダ

ーポスターに使用。入賞作品はホームページに掲載。ほか応

募作品は湯沢市開催の種苗交換会場に展示を行います。

TEL０１８（８６２）６５８５■問合せ：事業課調査広報班

保健課から、検診のお知らせ！

（受付時間 午前６時～８時）◎胃がん検診
◎子宮がん・卵巣腫瘍・乳がん検診

（受付時間 正午～午後１時）
月 日 曜日 検診会場

７月 ３１日 火

田沢湖健康増進センター１日 水
２日 木
３日 金

８月 ６日 月 田沢交流センター
７日 火

就業改善センター
８日 水
９日 木
１０日 金

（受付時間 正午～午後１時）◎骨粗しょう症検診
月 日 曜日 検診会場

１日 水 田沢湖健康増進センター
８月 ６日 月 田沢交流センター

１０日 金 就業改善センター

◎結核検診・基本健診・大腸がん検診・
前立腺がん検診・胸部総合（肺がん検診）・
肝炎ウィルス検診

（受付時間 午後１時～２時・３時～４時）
月 日 曜日 検診会場

吉田体育館（西木町桧木内）
１８日 水
１９日 木

紙風船館（西木町上桧木内）
２０日 金

７月 ２３日 月
２４日 火

西木保健センター
２５日 水
２６日 木
２７日 金

☆検診期日、会場変更のお知らせ
田沢地区の骨粗しょう症検診の実施日と会場を「８月２日

田沢湖健康増進センター」から「８月６日田沢交流センター」に
変更します。
☆訂正

基本健診等の日程表には、９月２８日の対象地区が
下タ町丁となっていますが、下タ野丁の誤りです。ご了
承ください。
７、８月の検診会場は、田沢湖、西木地区ですが、どこ☆
の地区の方でも受けられます。
詳しくは、仙北市保健課までお問い合わせください。☆

TEL（５５）１１１２

食育に関する勉強会のご案内

７月２４日（火） １３：３０～■日時：
西木温泉ふれあいプラザクリオン■場所：
講師…結城 登美雄 氏（ ）■講演： 宮城県民俗研究家・農業

演題：「食育とはなんぞや」
～食育を実践するにあたって～

TEL（４７）２０１０■申込：クリオン
※どなたでも参加できます。
グリーンツーリズム西木研究会 藤井会長■問合せ：

TEL（４７）３１０３
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平

№４３-２成１９年７月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

新分野進出等企業支援補助事業

地域における新産業の育成等に資するため、企業等が市

場において新規性を有する商品開発や技術開発に取り組む

場合、予算の範囲内で市町村を通じて企業に助成します。

新分野進出研究開発補助金◇

補助対象経費の２／３以内（１，０００万円以内）補助額

小規模商品開発補助金◇

補助対象経費の２／３以内（３００万円以内）補助額

試作品の製作に係る次の経費■補助対象経費：
①原材料費等の購入に要する経費
②機械装置、工具器具等の購入、試作、改良、リース
等に要する経費

③もっぱら補助対象事業に従事する者に係る人件費
④新製品開発、製品化に付随する基本的なマーケット
リサーチに係る経費

⑤補助対象事業に必要な委託費
８月２０日（月）■申請締切：

TEL（４３）１１１２■申請・問合せ：仙北市企画政策課

！秋田わか杉国体を盛り上げよう
仙北市マークも入った

ポロシャツ購入を希望の方へ

「市民の手で成功させよう」をスローガンに秋田わか杉
国体の準備をしてまいりました。
本大会も近づき、さらに市民の連帯感とムードを盛り上

げるために「スギッチマーク入り」のポロシャツを用意いた
しました。市民の皆さまからお買い求めいただき、今一度
盛り上げていただきたいと思います。

２，５００円（税込）■価格：
・ ・ ・ ・３ （男女兼用）■サイズ： S M L LL L

■カラー
サックス、シルバーグレー、イエロー、ミントグリーン
※色見本が窓口にあります。

■申込場所
田沢湖地域センター総合窓口課

西木地域センター 総合窓口課

角館地域センター 総合窓口課

窓口でサイズ、カラー、■申込方法：

料金を添えて申し 込みください。

７月３０日（月）まで■申込締切：

８月１０日過ぎの予定。■納品：

※総合窓口課より連絡します。

仙北市
元気なふるさと秋田づくり活動支援事業

元気が一番！短歌展＆絵画展作品募集◇
テーマは自由、本人制作のもので未発表のもの

７月３１日（火） ８月１１日（土）■締切： ■表彰式：

内館牧子×高橋克彦 記念対談◇
「内館小町は歴史を変える？！」
８月１１日（土） １０：００～■日時：
わらび劇場■場所：
記念対談参加費 １，５００円■参加費：
昼食セットの参加費 ３，０００円

※内館牧子さん書きおろしのミュージカル「小野小町」観劇
希望の方は一緒にお申込みください。

（特別割引料金） ３，０００円
※定員になり次第締め切ります。■申込期限：７月３１日（火）

法人アート夢ネットあきた■申込・問合せ：NPO
TEL（４４）３９７０ （４４）３９３９または

快適パソコン生活

～あんなこと、こんなこと、困ったなぁ？が出る前に～
パソコンを使ってこんな悩みありませんか？

・電源を入れてから、パソコンが使えるまでに時間がかかる。

・保存したはずのものが、見つからない。

・保存する場所、保存するもの（フロッピー、CD、DVD等）に

ついて知りたい。

・パソコンを買ってから、１度も中を整理したことがない。

どれが必要？どれがいらない？

・自分のオリジナルCDを作成したい。

７月２８日（土） １０：００～１５：００■日時：
角館樺細工伝承館■場所：
１０名（定員まで、残りわずかです）■定員：
２，０００円（テキスト、 代含む）■受講料： CD

筆記用具、おにぎり程度の昼食■持参するもの：
※当日の弁当注文も受け付けます。（５００円位）

７月２５日まで■申込期限：
TEL０１８（８２９）１１１３■申込・問合せ：NPO法人あい
FAX０１８（８２６）１８８５
TEL／FAX（５５）１０１５村田 一人

訂正とお詫び
「お知らせ・ナビ」７月１日号で、問合せ電話番号の「村田一人

（５５）１８８５」とあるのは「（５５）１０１５」の誤りでした。訂正してTEL
お詫び申し上げます。

中小企業の皆さま！

退職金は中退共にお任せください！
中退共制度は中小企業で働く従業員のための外部

積立型の国の退職金制度です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構■問合せ：

中小企業退職金共済事業本部

TEL０３（３４３６）０１５１／FAX０３（３４３６）０４００

※電話申込みはで
きませんので、ご
了承願います。
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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

◆①０５０４１－６８８７７１②ホールスタッフ（常雇）（パ
ート労働者）③不問④７５０～１，１００⑤仙北市角館
町⑥不問◆①０５０４１－６８９８７１②型枠工（常雇）
（正社員）③１８～５５④１９２，０００～２８８，０００⑤
大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－ ６９
０１７１②温泉旅館業務（フロント）（常雇）（正社員以
外）③２０～４５④１１６，６００～１３２，０００⑤仙北市
田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－６９２３
７１②洋菓子製造職人（常雇）（正社員）③不問④１３
０，０００～２００，０００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０
５０４１－６９３６７１②和菓子製造職人（常雇）（正社
員）③不問④１３０，０００～２００，０００⑤仙北市角館
町⑥不問◆①０５０４１－６９５４７１②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◆①０５０４１－６９６７７１②フロント【急
募】（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８００⑤仙
北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－６
９７８７１②フロント【急募】（常雇）（パート労働者）③不
問④７００～８００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許
一種◆①０５０４１－６９８２７１②栄養士（常雇）（正社
員）③３５以下④１４０，０００～１６０，０００⑤仙北市
田沢湖⑥普通自動車免許一種、栄養士◆①０５０４１
－７０２８７１②理学又は作業療法士（常雇）（正社員）
③不問④１８２，１００～２０２，１００⑤仙北市田沢湖
⑥理学療法士、作業療法士◆①０５０４１－７０３２７１
②理学又は作業療法士（常雇）（パート労働者）③不
問④２，５００～２，５００⑤仙北市田沢湖⑥理学療法
士、作業療法士◆①０５０４１－７０７３７１②看護師又
は准看護師（常雇）（パート労働者）③不問④９８０～
１，３２０⑤仙北市田沢湖⑥看護師、准看護師◆①０
５０４１－７１６６７１②歯科助手（常雇）（正社員）③不
問④１２０，０００～１３０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不
問◆①０５０４１－７２８８７１②配管技術者（常雇）（正

社員）③不問④２３０，０００～２８０，０００⑤仙北市田
沢湖⑥普通自動車免許一種、管工事施工技士２級、
配管技能士２級◆①０５０４１－７２９２７１②販売員
（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７００⑤仙北
市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－７３
００７１②畑作作業員（臨時４ヶ月未満）（パート労働
者）③不問④６４０～８００⑤大仙市⑥普通自動車免
許一種◆①０５０４１－７３１３７１②調理員（常雇）（正
社員）③４０～５０④１１７，５００～１１７，５００⑤仙北
市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－７３
２６７１②重機オペレーター【急募】（臨時４ヶ月未満）
（正社員以外）③不問④１６１，０００～２０７，０００⑤
大仙市⑥普通自動車免許一種、車両系整地掘削用
運転◆①０５０４１－７３３５７１②一般土木作業員【急
募】（臨時４ヶ月未満）（正社員以外）③不問④１６１，
０００～２０７，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一
種、車両系整地掘削用運転◆①０５０４１－７３４４７１
②コンビニエンスストア店員（常雇）（パート労働者）③
１８～５２④６５０～７５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①
０５０４１－７４１５７１②土木作業員（常雇）（正社員）
③不問④１６８，０００～２１６，０００⑤仙北市・秋田市
⑥不問◆①０５０４１－７３７２７１②パタンナー（見本
作成要員）（常雇）（正社員）③不問④１１７，０００～１
４０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆
①０５０４１－７３８９７１②ソーイングオペレーター（常
雇）（正社員）③４５以下④１１７，０００～１２５，０００
⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１
－７４２４７１②事務員（常雇）（パート労働者）③不問
④７００～７００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一
種◆①０５０４１－７４３７７１②製造及び検査工（常
雇）（パート労働者）③４５以下④６１０～９８０⑤大仙
市⑥不問◆①０５０４１－７３９１７１②配達ドライバー
及び作業員（常雇）（正社員以外）③５０以下④１１７，
３００～１１７，３００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免
許一種

※平成１９年６月２９日～７月５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。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

市税徴収嘱託員 募集！！を

仙北市では、市税を徴収する嘱託員を募集します。

市税の徴収業務・徴収業務に伴う関連事務等■仕事の内容：

（男女の性別は問いませんが、普通自動車の免許を有している方）■年齢：採用時において３０歳以上６５歳未満の方。

月額 １００，０００円 ２名 平成１９年８月１日■報酬： ■募集人員： ■採用予定年月日：

仙北市税務課 TEL（４３）１１１７ 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地■問合せ：



- 7 -

仙北市の花・鳥・木募集要項

１．趣 旨
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。

２．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

３．応募できる人
仙北市に在住又は通勤、通学している方。年齢制限はありません。

４．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。

※右の応募用紙を切り取り、ご利用ください。

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５．応募締切

６．選定方法
応募された候補作品を「仙北市の花・鳥・木選定委員会」で審査、選考し、制定します。

なお、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。

７．記念品等
市の花、市の鳥、市の木として、決定された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。

８．個人情報の取り扱い
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。

９．問い合わせ先
仙北市市役所 総務課 総務係

〒０１４－１２９８

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

TEL（４３）１１１１ ／ ＦＡＸ（４３）１３００ ／ E-mail： somu@city.semboku.lg.jp
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市の「花・鳥・木」応募用紙

名 称 選 定 理 由 （１００字以内）

市の花

市の鳥

市の木

〒

住 所

ふりがな

氏 名 男 ・ 女 年齢 歳

職 業 電話番号

勤務先・通学先の名称


