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№４５平成１９年８月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市営住宅入居者募集

８月１５日（水）～９月１２日（水）■募集期限：
■募集住宅

６－４（築３５年）／角館町西下タ野２７◇岩瀬住宅
・２ ２階 駐車場なしLK
・月額家賃 ７６００円～１２７００円（所得額による）, ,

１３－西（築７年）◇ニュータウン塚野腰
西木町小渕野字中関１－１

・３ ２階 月額駐車料金 １ ０００円（２台分)LDK ,
・月額家賃 ２１５００円から３５７００円（所得額による）, ,

１８－東（築４年）◇ニュータウン塚野腰
西木町小渕野字西田１２４

・３ ２階 月額駐車料金 １ ０００円（２台分)LDK ,
・月額家賃 ２３，０００円から３８２００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。（岩瀬住宅を除く）

※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ること。■入居資格：

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。
※市外在住の方でも入居可能です。

申込書に必要事項を記入し必要書類を添え■申込方法：
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、神代出張所、
桧木内出張所

◇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抽■選考方法：
選（申込人によるくじ引き）を行います。

・・・９月２１日（金）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
１０月１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

仙北市
は８月３１日

市県民税２期・国民健康保険税２期
！！の です。 め れのないように納期限 納 忘

の は です。口座振替 振替日 ８月２７日
！！前日 残高 確認 願までに の をお いします

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市総務部税務課

８月から を導入「市税徴収嘱託員制度」

仙北市では市税の滞納額圧縮と収納率向上のため、

８月から「市税徴収嘱託員制度」を導入し、２人の嘱託員

が臨戸徴収を行います。

※嘱託員は身分証明書を携帯しています。ご不審の際は

身分証明書をご確認ください。

※嘱託員は担当区域ごとに納付期限が過ぎた市県民税・

軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税の収納や口

座振替の勧奨のため戸別訪問します。

税のことについてのご相談お問い合わせは

TEL（４３）１１１７仙北市総務部税務課

平成２１年度評価替えに関する
現地調査について

評価替えにおける土地鑑定作業のための現地調査（仙

北市管内）を実施予定です。場合によっては調査員が私

有地へ立ち入る場合がありますので、調査の実施につい

て周知くださるようお願いいたします。

平成１９年８月上旬～平成２０年３月中旬■立入期間：

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市総務部税務課

自衛官募集

（男女）【一般曹候補生】

８月１日（水）～９月７日（金）受付期間：

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】

８月１日（水）～９月７日（金）受付期間：

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付ます。

（男子うち女子若干名）【航空学生】

８月１日（水）～９月７日（金）受付期間：

９月２２日（土） 高卒（見込含）２１歳未満試験日： 受験資格：
【看護学生】

９月７日（金）～９月２８日（金）受付期間：
１次 １０月１４日（日）試験日
２次 １１月１７日（土）～１８日（日）
高卒（見込含）２４歳未満受験資格：

（一般）【防衛大学校学生】
９月７日（金）～９月２８日（金）受付期間：
１次 １１月１０日（土）～１１日（日）試験日
２次 １２月１１日（火）～１４日（金）
高卒（見込含）２１歳未満受験資格：

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３
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第２２回田沢湖マラソン・ボランティア募集

平成１９年９月１６日（日）第２２回田沢湖マラソンが開

催されます。田沢湖マラソン事務局では、給水係や受付

係など、大会を支えるボランティアを募集しています。

ボランティアや沿道で応援する人などを対象に、この大

会に貢献していただいた個人、または団体を表彰する「田

沢湖マラソン賞」も準備しています。

当日、ボランティアとしてご協力いただける方は、田沢

湖マラソン事務局、田沢湖・角館・西木庁舎の各地域セン

ター・各出張所に備え付けの用紙にご協力いただける方

全員の名前を記入し、８月２４日（金）までマラソン事務局

へ提出してください。皆さんのご協力をお願いします。

■問合せ：田沢湖マラソン事務局（観光課内）

TEL（４３）１１１６／ＦＡＸ（５４）４１０２

「犬のきもちとしつけ教室」のご案内

愛犬との生活やしつけで困っていることはありませんか？

これから犬を飼いたい方、不安はありませんか？犬に

よる実演も交えてお教えします。

参加は無料です。この機会に是非

ご家族で参加してはいかがでしょうか。

なお、飼い犬の入館はできませんので、

ご了承ください。

９月２日（日） １４：００～１６：３０■日時：

秋田市下北手「遊学舎」（秋田日赤病院となり）■場所：

山本央子先生■講師：

TEL０１８（８６０）１５９３■問合せ：秋田県生活衛生課

福祉のしごとセミナー・就職ミニフェア

社会福祉を目的とする事業に従事したい方や資格を取
得したい方、福祉に関心を持っている方等を対象に「福祉
のしごと」を分かりやすく説明します。また、福祉現場の人
事担当者と福祉職を希望する方々との直接面談の場とし
て就職ミニフェアを開催します。

９月１日（土）■日時：

９：３０～受付 １０：００開会「福祉のしごとセミナー」

１３：３０～受付 １４：３０開会「福祉の就職ミニフェア」

横手市ふれあいセンター かまくら館５階■会場：

秋田県福祉保健人材・研修センター■申込・問合せ：

TEL０１８（８６４）２８８０

東北電力から愛犬家の皆さまへお願い

東北電力では、検針員がメーター（計量器）の検針にお
伺いしておりますが、犬に吠えられて検針ができなかった
り、他地域ではありますが、犬に噛みつかれるといった災
害も発生しております。
愛犬家の皆さまには、検針作業へのご理解とあわせて

愛犬の管理にご配慮いただき、災害の未然防止にご協力
をお願いいたします。
なお、東北電力の検針員がお伺いする検針日は、地域

によって異なりますので「電気使用量のお知らせ」にてご確
認ください。

東北電力大曲営業所お客さまセンター■問合せ：
TEL０１２０（１７５）４６６（フリーダイヤル）

スキルアップセミナー開催

お勤めの方を対象とするスキルアップセミナーを開催し

ます。

（定員 １５名）◆ガス溶接技能講習◆
９月４日（火）・５日（水）の２日間

（定員 １５名）◆第一種電気工事士筆記試験準備講習◆
９月１１日（火）・１２日（水）・１９日（水）・２０日（木）の４日間

（定員 １０名）◆ビジネスマナー講習◆
９月２５日（火）・２６日（水）の２日間

※時間は、いずれも９：００～１６：００、受講料は無料です。

■場所：大曲技術専門校

■受講資格：現在お勤めの方

■申込み・問合せ：大曲技術専門校 民間訓練支援室

TEL０１８７（６２）６３２１／FAX０１８７（６２）３６８０

職長等安全衛生教育講習会

安全衛生法に基づいた労働者の労働災害の防止を図

るため、労働者を直接指導監督する職長クラスの方々で

建設業種を対象に講習会を開催します。

９月４日・５日（２日間） ９：００～１７：００■日時：

大曲地域職業訓練センター（大仙市大曲田町３－１）■場所：

■内容

①作業手順、作業方法の改善及び指導・教育に関すること

②作業設備及び作業場所の保守管理に関すること

③異常時等における措置に関すること

④その他、現場監督者として行うべき労働災害防止活動

に関すること

建設業関係者で労働者を直接指導また■対象者・定員：

は監督する立場の方 ３０人

８月２０日（月）■申込締切：

８，０００円■受講料：

TEL０１８７（６２）１７２６■問合せ：大曲仙北職業訓練協会

福祉に関する無料相談援助事業

広く県民が住みなれた地域において、安全で安心な生

活を送るよう社会福祉士による地域単位での相談援助事

業を実施し、より身近な立場からの支援を提供します。

高齢者、障害、権利擁護に関すること■内容：

すこやか横手地域福祉センター（横手市横山町１－１）■場所：

毎月第４土曜日 ９：００～１２：００■日時：

※９月２２日（土）が第１回目の相談日となります。

※社会福祉士が相談に応じます。面談を原則とし、相談

はすべて無料です。お気軽にご相談ください。

TEL０１８（８９６）７８８１■問合せ：秋田県社会福祉士会

フロン回収にご協力を！！
冷蔵庫やエアコン等の業務用冷凍空調機器中の
フロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因と
なるため、機器廃棄時等には知事登録業者による
回収が必要です。適切なフロン類の回収にご協力
をお願いします。
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外国の電波によるテレビ受信障害

毎年５月～９月にかけてテレビの
１～３チャンネルの映像に「しま模様」
が入ることがあります。
この受信障害を「 スポ混信障害」E

といいます。これは、外国の電波が
日本まで飛んできて、テレビ電波に障害を与えるために起
こります。
これらの外国電波は、通常日本に飛んでくることはあり

ませんが、この時期、日本海上空に突発的に電離層が発
生し、外国の電波を反射させることで日本に到来します。

UHFこの電波障害は、気象条件により発生しますが、
電波では影響を受けません。 中継局を受信できるUHF
地域の方は、 チャンネルでの受信をおすすめいたしUHF
ます。

受信相談専用窓口■問合せ： NHK
TEL０５７０（００）３４３４

秋田県立大学
！！科目等履修生・聴講生を募集

平成１９年度後期（平成１９年１０月から）の科目等履修
生（特定の授業を受けて単位を修得）及び聴講生（特定
の授業を聴講するが単位は修得できない）を募集します。

８月３１日（金）まで■募集期限：
①入学検定料 ９，８００円■費用：
②入学料 ２８，２００円
③１単位あたり授業料

科目等履修生 １４，８００円
聴講生 ７，４００円

TEL０１８（８７２）１５３４■申込・問合せ：秋田キャンパス
TEL０１８４（２７）２０００本庄キャンパス

多重債務でお悩みの方へ

消費者金融（サラ金）・クレジットから借金を重ねて返せ

なくなる多重債務者が、ここ数年増えています。

その背景には違法な高金利があり、法的に対処するこ

とで多重債務は解決できます。

あなたやあなたの周囲に
多重債務で困っている人がいたら
一刻も早く最寄りの相談窓口へ

あなたに合った解決方法が
必ず見つかります！

■相談窓口
TEL（４３）３３０８仙北市環境防災課 生活環境係

仙北地域振興局地域企画課 県民生活班
TEL０１８７（６３）５１１４

生活センター（秋田市アトリオン７階）
TEL０１８（８３５）０９９９

元気が出る子育てフォーラム

秋田県では、子育て中の親が自信を持って元気に子育
てできるきっかけづくりとして、スポーツキャスターの長田
渚左さんをメインゲストに迎え、講演会などを行います。
入場無料、事前申し込み必要、託児サービスあり。

８月２６日（日） １３：００～１６：００■日時：

秋田県児童会館 （秋田市山王中島町１－２）■場所：

秋田県子育て支援課■問合せ：

TEL０１８（８６０）１３４２／FAX０１８（８６０）３８４４

子育てを支える「家族・地域のきずな」に関する作品募集！！

内閣府では、平成１９年１１月１８日（日）を「家族の日」・平成１９年１１月１１日（日）～２４日（土）を「家族の週間」とし、「家族・

地域のきずなを再生する国民運動」の一環として、作品を募集しています。優秀作品は内閣府特命担当大臣（少子化対策）か

ら表彰されます。この機会に夫婦で、親子で、家族全員でいろいろなことを話し合って応募してみませんか？

標 語 手紙 ・ メ ール募集作品

以下のいずれかを簡潔に表現したもの。 子育てを家族みんなで支え合うことの大切さ、感謝

１．子育てを支える家族みんなの力 などの思いを伝える内容のもの、また、子育てを社会応募テーマ
２．子育てを応援する地域みんなの力 も応援していくことの大切さを訴える内容のもの。

（例）夫から妻へ、父親から胎児へ、子どもから（祖）父３．子どもや生命を大切にする社会の輪

母へ、上司から子育て中の社員へなど。

小 学 生 以 上 （１）小学生の部 （２）中・高校生の部 （３）一般の部応募資格（区分）
以下を作品に明記してください。 作品は２００～４００字程度で、以下を作品に明記して

（１）応募テーマ、（２）郵便番号・住所、 ください。応募にあたって
（３）氏名（ふりがな）、（４）電話番号、 （１）応募区分、（２）郵便番号・住所、

※児童・生徒のかた・・・（５）学校名・学年 （３）氏名（ふりがな）、（４）電話番号、

※一般のかた・・・（５）年齢・職業、（６）応募の動機 ※児童・生徒のかた・・・（５）学校名・学年

※一般のかた・・・（５）年齢・職業、（６）応募の動機

平成１ ９年 ９月 １ ０日 （当日消印有効 ）応募期限

応募点数の上限は「標語」「手紙・メール」それぞれ１点までで、いずれも未発表作品に限ります。その他

郵送の場合

〒１０７ ８８８０ 東京都港区赤坂郵便局局留「家族・地域のきずな作品募集係」までお送りください。応募方法 -
電子メール等でも応募できます。

詳しくは内閣府ホームページ内 をご覧ください。http://www8.cao.go.jp/shoushi/kizuna/bosyu.html

TEL０３（３５８９）１１１３■問合せ：家族・地域のきずな作品募集事務局



- 4 -

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）

子宮がん・卵巣腫瘍検診対象：
２０～３９歳の方は毎年・４０歳以上で平成２０年４月１日

までに偶数年齢になる女性

乳がん検診
４０歳以上で平成２０年４月１日までに偶数年齢になる女性

月 日 曜日 検診会場
６日 木 吉田体育館（西木町桧木内）

９月 ７日 金 紙風船館（西木町上桧木内）

西木保健センター１０日 月
１１日 火

（受付時間 正午～午後１時）◎骨粗しょう症検診
４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性対象：

月 日 曜日 検診会場
６日 木 吉田体育館（西木町桧木内）９月
１０日 月 西木保健センター

◎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
３日 月
４日 火 角館交流センター
５日 水 （広域交流センター）
６日 木
１２日 水 西長野小学校体育館

９月 １３日 木 雲沢集落センター
１４日 金 （農林業研修センター）
１８日 火 角館中学校体育館
１９日 水 中川小学校体育館

白岩小学校２０日 木
２１日 金
２５日 火 角館交流センター（広域交流センター）

※２８日の対象地区で下タ町丁となって２６日 水
いますが、下タ野丁の誤りです。２７日 木
ご了承ください。２８日 金

☆９月の検診会場は、角館・西木地区ですが、どこの地区の

方でも受けられます。

◎病院検診のお知らせ
（子宮がん・卵巣腫瘍検診、乳がん、肺がん検診）

◆検診実施場所と申込みは、「市立角館総合病院」です。
◆検診予約受付

子宮・卵巣腫瘍、乳がん検診 １１月２９日まで期間：
肺がん検診 １０月２９日まで
電話でお申し込みください。予約方法：

市立角館総合病院 総務企画課 TEL（５４）２１１１

※お申し込みの際、「仙北市の検診です」と伝えてください。

※外来では、受け付けておりませんのでご注意ください。

※各地区で行う集団検診と病院検診の両方を受けることは

できませんのでご了承ください。

☆詳しくは、保健課までお問い合わせください。

TEL（５５）１１１２

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

◆①０５０４１－８００９７１②一般事務（常雇）（正社員）③６０以上
④１２０，０００～１５０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆
①０５０４１－８０１１７１②歯科衛生士（常雇）（正社員）③２０～４０
④１４０，０００～１５０，０００⑤大仙市⑥歯科衛生士◆①０５０４１
－８０２０７１②ミシン工（常雇）（正社員）③不問④１１４，４００～１１
４，４００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－８０３３７１②配送員（臨時
４ヶ月未満）（正社員以外）③２０～４５④１４４，０００～１６８，０００
⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８０４６７
１②一般事務（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④６５０～６
５０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－８０５５７１②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◆①０５０４１－８０６４７１②設備管理
係（常雇）（正社員）③不問④１６０，０００～２８０，０００⑤仙北市田
沢湖⑥不問◆①０５０４１－８０８８７１②裁断工（常雇）（正社員）③
不問④１２３，０００～１３０，０００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５
０４１－８４４１７１②ミシン縫製工【急募】（常雇）（正社員）③１８～６
０④１０７，８００～１０７，８００⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－８１
００７１②厨房補助及び接客（常雇）（パート労働者）③不問④７５０
～７５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－８１１３７１②歯科
助手（常雇）正社員）③１８～３０④１３０，０００～２０４，０００⑤大
仙市⑥普通自動車免許一種◆①５０４１－８１２６７１②サービス
係（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③不問④６８０～８００⑤仙北
市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８１３５７１②調
理助手【急募】（常雇）（正社員③不問④１３０，０００～１５０，０００
⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８１４４７
１②調理員（常雇）（正社員）③４０～５０④１１７，５００～１１７，５０
０⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０４０１０－３３１９
８６７１②個別学習指導講師（常雇）（パート労働者③不問④１，０
００～１，５００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４０－２１３７２７１②薬剤
師（常雇）（パート労働者）③不問④２，０００～２，３００⑤仙北市⑥
薬剤師（含受験予定者）◆①０５０４０－２１３６８７１②薬剤師（常
雇）（正社員）③不問④２３５，０００～４２０，０００⑤仙北市⑥薬剤
師（含受験予定者）◆①０５０４０－２０８６５７１②介護職員（八乙
女荘）（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１１４，０００～１３
０，０００⑤大仙市⑥ヘルパー２級以上◆①０５０４０－２０７２２７１
②（派）液晶パネル組立及び検査（常雇）（登録型派遣）③不問④
７００～７５０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－８４
５０７１②送迎、仕出し補助など（常雇）（パート労働者）③１８～４０
④６１０～６１０⑤仙北市角館町⑥大型自動車免許一種◆①０５０
４１－８４７６７１②宴会サービス（常雇）（パート労働者）③１８～４０
④６１０～６１０⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０
４１－８５４３７１②皿洗いなど（雑務）（常雇）（パート労働者）③１８
～５０④６１０～６１０⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆
①０５０４１－８４６３７１②調理補助（常雇）（パート労働者）③１８～
５０④６１０～６１０⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０
５０４１－８５３０７１②ホームヘルパー及び介助補助（常雇）（正社
員）③不問④１１０，０００～１４０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免
許一種◆①０３０４０－２５１２７７１②販売員（常雇）（パート労働
者）③１８～４５④６８０～７００⑤仙北市⑥不問◆①０３０４０－２５
１５９７１②販売員（常雇）（パート労働者）③１８～４０④７２０～７２
０⑤仙北市⑥不問

※平成１９年７月２７日～８月２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


