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№５４平成２０年１月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

福祉灯油購入費を助成します

世帯主及び世帯員全員の平成１９年度市民■対象世帯：

税が でかつ下記の世帯です。非課税の世帯
（生活保護世帯は除きます）

高齢者世帯

７０歳以上の者のみで構成する世帯

（施設入所、長期入院中の方は、含まれません）

ひとり親世帯

１８歳未満の児童を扶養している母子世帯及び父子

世帯

障害者世帯

国民年金法による障害基礎年金受給者がいる世帯

特別障害者手当、障害児福祉手当、または経過的

福祉手当受給者がいる世帯

特別児童扶養手当受給者がいる世帯

身体障害者手帳１・２級、精神福祉保健手帳１級、

療育手帳Ａ所持者がいる世帯

１世帯 ５，０００円を上限とします。■助成金額：

平成２０年１月４日～２月２９日■申請期間：

田沢湖地域センター総合窓口課・角館地域■申請場所：

センター総合窓口課・仙北市福祉事務所（西木庁舎）

・各出張所

印鑑、年金証書、手当受給者証、各種障■持参するもの：

害者手帳、灯油代の領収証（１２月１日以降の５，０００円

以上、複数枚可、レシート可）、振込先の金融機関名と

口座番号

※各窓口に申請書は準備しておりますが、次回（１月１５日

号）「お知らせ・ナビ」と一緒に申請書（詳細内容含む）を配

布いたします。

ＴＥＬ（４３）２２８８■問合は：福祉事務所社会福祉課

「秋田の消防を考える県民の集い」開催

皆さんも一緒に消防、防災について考えてみません

か。当日は水中写真家の中村征夫氏による「北海道南西

沖地震に遭遇して」と題した講演や、女性消防団員による

意見発表等が行われます。（どなたでも参加できます）

２月９日（土） 開場 １３：３０ 開演 １４：００■日時：

秋田市文化会館小ホール■場所：

■主催･問合せ

TEL ０１８（８６７）７３２０(財)秋田県消防協会

仙北市
健康教室講話のお知らせ

～救急講座を開催します！～

身近な人が倒れたらどうしますか？正しい救急方法を

身につけて、大切な命を救いましょう！

１月２２日（火）■期日：

健康管理センター■場所：

１２：３０～１２：５０ １３：００～１５：３０■時間：受付 講話

心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用■内容：

方法を講演と実習で学びます。受講者には、修了証

を発行します。

※実習を行いますので、動きやすい服装でお出でください。

１月１６日（水）（電話で申込ください）■申込締切：

TEL（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

仙北市農業振興整備計画
縦覧のお知らせ

仙北市では、農業振興整備計画を策定するため、市民

の皆さんからの意見や異議申し立てが出来るように縦覧

に供しています。

縦覧は、平成２０年１月１５日までの平日(土・日・年末

年始の休日を除く）に西木庁舎農政課で行っています。

詳しくは、下記にお問い合わせ下さい。

TEL（４３）２２０６■問合せ：仙北市農政課 政策調整係

平成２０年度
フロンティア農業者研修生の二次募集

新規就農者、新たな部門を開始しようとする既就農者

を対象に平成２０年度フロンティア農業研修生の二次募

集を行います。

１０名程度■募集人員：

■研修場所・コース

農林水産技術センター

農業試験場（秋田市雄和）・・・・・野菜・花きコース

果樹試験場（横手市平鹿町）・・・りんごコース

果樹試験場（鹿角市花輪）・・・・・りんごコース

果樹試験場（潟上市天王）・・・・・なし・ぶどうコース

畜産試験場（大仙市神宮寺）・・・肉用牛コース

２年間■研修期間：

新たに農業を始めようとする者又は現に農■応募資格：

業を営む者で、農業で自立しようとする意欲が高く、

研修終了後の と見込まれる者で、県内就農が確実

申請時の年齢が、 の者。４０歳未満
※仙北市農政課 必着■申請書締切：１月２５日（金）

２月１９日（火）・２０日（水）■面接審査：

※場所、時間は後日申請者にお知らせします。

２月２８日（木）■受入承認発表：

県農業研修センター■申込・問合せ：

TEL０１８５（４５）３１１３

http://www.pref.akita.lg.jp/atkikaku/

TEL（４３）２２０６仙北市農政課
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パソコン講座受講生（１月分）募集

（４日間）＜パソコン基本操作＞
マウス・キーボード操作、文字入力、インターネット

の利用、メールの送受信など

１月１５日（火）、１６日（水）、■日時：

２２日（火）、２３日（水）

１３：００～１６：００

（２日間）＜エクセルで表とグラフをつくる＞
※対象：文字入力等できる方

１月２９日（火）、３０日（水）■日時：

１３：００～１６：００

仙北市総合情報センター研修室（角館町）■場所：

※降雪量によっては駐車場が大変混み合う場合があり

ます。

無料■受講料：

「やさしいパソコン講座 パソコン入門総合版」■テキスト：

毎日コミュニケーションズ １，８９０円

※「荒川書店」「田口本店」「ブックイン１０５」「カネエイ

書店」などで各自ご購入下さい。テキストは３月まで

同じものを使用します。

各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

TEL（４３）３３３９

参加者大募集！！

冬期園芸生産拡大説明会

冬期園芸作物の新規作付・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。

１月２３日（水） ９：００～１２：００■日時：

秋田おばこ中仙支店■集合場所： JA
寒締めホウレン草、促成アスパラ、菌床シイタケ■内容：

について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■参加費：

１月１６日（水）■申込期限：

秋田おばこ各営農センター■申込・問合せ： JA
または、仙北地域振興局農林企画課

チャレンジプラン・生産振興班

TEL ０１８７（６３）６１１１

第１３回おやま囃子芸能発表会開催

各種団体が一同に会する数少ない機会です。

入場無料ですので、是非足をお運びください。

２月１１日（月・祝） １１：００～■日時：

仙北市角館交流センター■場所：

角館のお祭り保存会■主催：

TEL（４３）３３８４■問合せ：仙北市教育委員会文化財課

市営住宅入居者募集

１月４日（金）～２月１日（金）■募集期限：

■募集住宅

（築３５年）／角館町西下タ野２７◇岩瀬住宅６－４

・２ ２階 駐車場なしLK
・月額家賃 ７，６００円～１２，７００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。

※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。

（単身者の方については申し込み条件がありますの

で、事前に都市整備課へご連絡ください）

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。

※暴力団員は応募できません。

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

◇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）

※部屋の中をご覧になりたい方はご連絡ください。

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。

２月１３日（水）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・・・

２月２０日（水）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課 住宅公園係■問合せ：

TEL（４３）２２９５／FAX（４７）２１６６（代）

自衛官募集

◎ ２等陸・海・空士（男子）４次募集

随時■受付期間：

２月上旬■試験期日：

１８歳以上２７歳未満の者■受験資格：

平成２０年３月下旬■入隊予定：

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：

TEL０１８７（６３）１３１３



- 3 -

第２回仙北市民スキー大会開催

２月１１日（月・建国記念日）■日時：

受付８：００～・開会式９：００～・閉会式１３：００～

たざわ湖スキー場■会場：

及び、スポーツセンタークロスカントリーコース

男女別 アルペン（大回転）■種目：

男女別 クロスカントリー

・小学生、一般 ２㎞

・中学生 ４㎞

男女別 スノーボード（大回転）

※参加は１人１種目に限る

スノーボードは年齢区分なし

小学生（学年ごと）■参加区分：

中学生（スキー部員、部員以外）

一般 組（～３０歳）A
一般 組（３１～４５歳）B
一般 組（４６歳～）C
仙北市に在住、あるいは在勤している方。■参加資格：

１人２００円■参加料：

申込書に必要事項を記入し、参加料を添えて申■申込：

し込んでください。

※未成年の選手は、保護者の押印が必要です。

１月２５日（金） 期日厳守■申込締切：

■申込、問合せ

仙北市体育協会事務局（月～金 ９：００～１６：００）

TEL／FAX（５４）３４７４仙北市勤労青少年ホーム内

田沢湖地区体育協会事務局（月・水・金 １０：００～１６：００）

TEL／FAX（４３）０７５１田沢湖総合開発センター２階

田沢湖地区連合PTA母親委員会企画

“きりたんぽ”と“紙すき”体験に「来てたんせ」

秋田にはいろいろな“味”があります。中でも多くの皆さ

んに親しまれている“きりたんぽ鍋”・“みそたんぽ”（たん

ぽ）を囲炉裏で焼いて、手作りしてみませんか。西木の

「鎌足和紙」紙漉（かみすき）体験とあわせて、みんなで楽

しみましょう。ご参加をお待ちしています。

１月１２日（土） １０：００～１５：００頃まで■日時：

西木かたくり館 〈 （４７）３５３５〉■会場： TEL
エプロン、三角巾、どんぶり、みそたんぽをの■持ち物：

せる皿、お箸、筆記用具、絵の具セット

大人…１，０００円／小中高生…６００円／幼児無料■費用：

（当日集金します）

１月１０日（木） 電話で申し込みください。■申込締切：

■申込・問合せ

田沢湖地区連合 事務局 神代中学校 田口教頭PTA
TEL（４４）２１１０

TEL０９０（１０６６）３０８３母親委員会担当 菅原由比

平成１９年度「スポーツ研修会」開催

近年、「スポーツ・体育」が競技から生涯スポーツまで

幅広い愛好者が増えつつあり、スポーツ中の事故が心配

されることから、スポーツによる「ケガの防止と対応」につ

いてのスポーツ研修会を開催します。参加は無料です。

多くの市民のみなさまの参加をお待ちしております。

１月１９日（土） １４：３０～１６：００■日時：

西木温泉「クリオン」■会場：

心肺蘇生法と 活用について■内容： AED
速戦のテーピングについて

仙北市体育協会■申込・問合せ：

TEL／FAX（５４）３４７４仙北市勤労青少年ホーム内

平成１９年度「子ども スキー教室」開催

１月１９日（土）～２０日（日） １泊２日■期日・日程：

１９日…９：００受付・１０：００開講式・１０：３０スキー

２０日…９：００スキー・１２：００閉講式（昼食・解散）

田沢湖スポーツセンター・たざわ湖スキー場■会場：

小学１年生～３年生 ２５人■募集人数：

小学４年生～６年生 ２５人

初心者クラス・初級者クラス■募集クラス：

１人 １２，６６０円■参加料：

（１泊２食・リフト券・昼食２回・スクール受講料・保険料）

スキー用具一式・洗面用具・着替え・保険証写し・■持ち物：

運動靴（内用）・寝間着

※スキー・スキー靴・スキーウェア等のレンタルもあり

ますので、スポーツセンターまでご確認ください。

※保護者の方も宿泊できます。希望の方は申込書に

ご記入ください。（宿泊料：１泊２食 ６，０６０円）

１月５日（土） 必着■申込締切：

秋田県立田沢湖スポーツセンター■申込・問合せ：

（担当：民谷・真崎）TEL（４６）２００１／FAX（４６）２００３

第６回「囲碁まつり」

第７回「高橋杯争奪囲碁大会」

日本棋院・女流プロ棋士・矢代久美子プロ５段を迎えて

第６回「囲碁まつり」第７回「高橋杯争奪囲碁大会」が開催

されます。

２月２日（土）・３日（日）■日時：

たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ■場所：

■参加費

１５，０００円◇１泊３食・大会参加費

４，０００円◇日帰り参加、昼食・大会参加費

１月１９日（土）■申込締切：

TEL（４４）２５００■申込・問合せ：たざわこ芸術村

又は、 （千葉まで）TEL０９０（８９０３）３４３１
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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

◆①０５０８０－１９０８１７１②栄養士（常雇）（正社員）③不問④１５

０，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥栄養士◆①０５０８０－１９０７９

７１②総務用度係（常雇）（正社員）③不問④１４５，０００～１８５，０

００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１－１３１１７７１②運転（常雇）（パ

ート労働者）③不問④８００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許二

種◆①０５０１０－１４３３１８７１②ゲート見張員（臨時４ヶ月以上）

（正社員以外）③１８歳以上④１１９，３５０⑤仙北市⑥自家用車で

通勤できる方◆①０５０４１－１３１２８７１②ミシン縫製工【急募】

（常雇）（正社員）③不問④１０８，７６８⑤大仙市⑥不問◆①０５０１

０－１４４１８５７１②携帯電話の販売員（常雇）（パート労働者）③

不問④７００～８５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０８

０－１９０４７７１②（請）清掃係（常雇）（正社員以外）③不問④１４

１，１００～１５２，６００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１－１３１３２７１

②看護師（准看も可）（常雇）（パート労働者）③不問④１，０００～

１，４００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種、正看護師また

は准看護師◆①０５０１０－１４３７１７７１②営業及び店頭販売事

務（常雇）（正社員）③不問④１２０，０００～２００，０００⑤大仙市⑥

普通自動車免許一種◆①０５０４１－１３１５１７１②調理長、調理

補助係（常雇）（正社員）③不問④１８０，０００～２５０，０００⑤仙北

市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－１３１６０７１②清掃、ベットメーキ

ング他（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８００⑤仙北市田沢

湖⑥不問◆①０５０４１－１３１４９７１②樺細工製造職工（常雇）

（正社員）③不問④１２１，０００～１３２，０００⑤仙北市角館町⑥不

問◆①０５０１６－３７６００７１②清掃員（常雇）（パート労働者）③

不問④６５０⑤大仙市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分の一部を掲載しております）

◆①０５０４１－１３０８１７１②栄養士（臨時４ヶ月以上）（正社員以

外）③不問④１７３，０００⑤仙北市西木町⑥栄養士◆①０５０４１

－１２３８６７１②横切り結束作業員（常雇）（正社員）③不問④１２

６，５００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１１３２３７１②フロ

ントサービス及びルーム係（常雇）（正社員）③不問④１４５，０００

～２２０，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－１２２１６７１

②土木施工管理技士（常雇）（正社員）③不問④１８０，０００～２２

０，０００⑤仙北市田沢湖⑥土木施工管理技士１級または２級、普

通自動車免許一種◆①０５０４１－１２３１７７１②料亭業務全般

（常雇）（パート労働者）③不問④７００～８００⑤仙北市角館町⑥

不問◆①０５０４１－１２０１９７１②接客係（常雇）（パート労働者）

③不問④８００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１１７２０７１

②経理事務員（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７００⑤大

仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１１４４７７１②ハンバ

ーガー製造、販売（常雇）（パート労働者）③不問④７５０～８００⑤

大仙市⑥不問◆①０５０４１－１１６４０７１②店舗スタッフ（レジ担

当）（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④６５０⑤仙北市角

館町⑥不問◆①０５０４１－１１３６７７１②販売員（常雇）（パート労

働者）③不問④６２０～７００⑤仙北市角館町⑥不問

※平成１９年１２月１４日～１２月２０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

新春「秋田内陸線談議」

～宝物発見のヒントを探ろう～

テレビでお馴染みの橋本五郎さんをお迎えして、内陸

線と沿線地域の活性化に向けて『新春「秋田内陸線談

議」～宝物発見のヒントを探ろう～』を開催します。

どうぞお気軽にご参加ください。

１月１２日（土） １４：００～１６：００■日時：

西木温泉クリオン 多目的ホール■会場：

３００円（資料、お茶代等）■参加料：

秋田内陸縦貫鉄道を元気にする会■主催：

TEL４７－２０１０■申込・問合せ：西木温泉クリオン

守ろう！確かめよう！この最低賃金

すべての労働者に適用される「秋田県 低賃金」は、

から に改平成１９年１０月２８日 「時間額６１８円」
正されています。また、特定の産業に適用される４つの

「産業別 低賃金」も次のとおり改正されました。なお、産

業別 低賃金が適用される事業所であっても、１８歳未

満、６５歳以上、雇入れ後６ヶ月未満で技能習得中の労

働者などは秋田県 低賃金が適用されます。

産業別 低賃金の件名 低賃金額 効力発生日

非鉄金属製錬・精製業 時間額 平成１９年

（非鉄金属合金製造業 １２月９日７３１円

を含む）

電子応用装置、その他

の電気機械器具、電子

計算機・同附属装置、 時間額 平成１９年

電子部品・デバイス製 １２月２２日６８９円

造業（磁気テープ、磁気

ディスク製造業を除く）

自動車・同附属品製造 時間額 平成１９年

業 １２月２６日７２０円

自動車（新車）、自動車 時間額 平成１９年

部分品・附属品小売業 １２月１９日７０５円

※詳しくは秋田労働局賃金室（ ）TEL０１８（８８３）４２６６

または 寄りの労働基準監督署まで。


