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№６０平成２０年４月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

税務課からのお知らせ

申告期限（３／１７）までに
市県民税の申告ができなかった方へ

市県民税の申告は、３月１７日で終了しましたが、病気

等やむを得ない事情で、申告期間内に市県民税の申告

ができなかった方のための申告相談を行っておりますの

でお越しください。

■申告相談の期間：

４月１５日までの平日 ９：００～１６：３０

仙北市役所税務課（田沢湖庁舎１階）■場所：

■持参するもの

○印鑑、源泉徴収票（年金、給与等）

○給与、年金以外に少しでも収入のあった方は、その

内容（収入、経費）がわかるもの。

○非課税年金（遺族年金、障害年金、労災年金、寡婦

年金等）等の受給者である場合は、そのことがわか

るもの。

■申告しなくてもよい方

○前年中の所得が給与だけで年末調整をした方。

○確定申告をした方。

＊＊ 一口メモ ＊＊
市県民税の申告をしていただかないと所得に関

する証明書などの発行ができません。

また、国民健康保険に加入している方は、所得が

なくても申告していただかなければ、国民健康保

険税の軽減措置が受けられなくなりますのでご注

意ください。

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 市民税係

廃棄物の「不法焼却」は
法律で禁止されています！

○不法焼却
廃棄物の焼却は、廃棄物の区分（一般廃棄物、産業廃

棄物）、種類、量を問わず法律で禁止されています。

野外焼却はダイオキシン類や、ばい煙の発生を抑

制するのが難しいこと、ばい煙は大気中に拡散し（思っ

た以上に遠くへ運ばれる）、人の健康や、周辺地域の

生活環境へ支障をきたすため禁止されたものです。

法律に違反して焼却した場合、行政処分の対象とな

るほかに、警察の摘発により「罰金」が適用されます。

環境防災課 生活環境係 ＴＥＬ（４３）３３０８

仙北市
市営住宅入居者募集

４月１日（火）～４月２８日（月）■募集期限：

■募集住宅：

４－５４（築２９年）／角館町菅沢４２－６１◇菅沢住宅
・２ ３階建の３階部分 駐車場なしLK
・月額家賃 １５，６００円～（所得額による）

３－３（築２１年）◇公園南団地
／田沢湖生保内字武蔵野１０５－８９５

・２ ３階建の３階部分 駐車場無料（１台分）LDK
・月額家賃 １８，８００円～（所得額による）

７－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 駐車場 １，０００円（２台分）LDK
・月額家賃 ２１，５００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、

角館地域センター、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）

※複数人が入居希望の場合は、市県民税世帯証

明書１通

③入居希望者全員の納税証明書各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。

５月１３日（火）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・・・

５月２０日（火）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）
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お忘れなく 労働保険の年度更新手続きは
４月１日～５月２０日までに！

労働保険（労災保険・雇用保険）の保険料は、事業主

が年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定

申告の上、精算することとなっています。

平成２０年度の申告・納付期間は、

から です。４月１日（火） ５月２０日（火）

お早めに手続きをお願いします。

◇平成１９年度より石綿健康被害救済のための「一般拠

出金」の申告・納付が始まっていますが、労働保険の

年度更新と併せて申告・納付します。

◇電子申請もご利用になれます。

http://www.e-gov.go.jp/電子政府の総合窓口

労働保険適用徴収・電子申請お知らせページ

http://ip.roho-chosyu.mhlw.go.jp/

大曲労働基準監督署■問合せ：

ＴＥＬ ０１８７（６３）５１５１

自衛隊幹部候補生募集

【一般・技術幹部候補生】

：４月１日（火）～５月１２日（月）○受付期間

５月１７日（土）○試験期日：

２０歳以上２６歳未満の者○受験資格：

※２２歳未満の者は大卒（見込含む）

【歯科・薬剤幹部候補生】

４月１日（火）～５月１２日（月）○受付期間：

５月１７日（土）○試験期日：

歯科幹部候補生（２０歳以上３０歳未満）○受験資格：

薬剤幹部候補生（２０歳以上２６歳未満）

自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所■問合せ：

ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３

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

４月１２日（土）・１３日（日） 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：

４月９日（水）まで■申込期限：

６５歳以下で案内活動をする意志のある方■募集対象：

（西木町、田沢湖も可）

講座修了後、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

犬、猫の迷惑行為をなくしましょう！

○フンの後始末は、飼い主のマナーです！
散歩中したフンは、ビニール袋などに入れて持ち帰り

処理しましょう。

○放し飼いは、やめましょう！

放し飼いは、人にとっては、咬傷事件、フン害、望ま

ない子犬を増やす要因になるなど迷惑な行為です。一

方犬にとっても交通事故にまきこまれたり、危険を防ぐ

ために捕獲される場合もあり、同じように迷惑なことです。

○ネコの迷惑行為について！
「ネコに庭や家屋を荒らされた」

「鳴き声がうるさい」「糞尿で汚された」

などの苦情や相談が増加しています。

これらは飼い主の気配りと責任ある飼

育で改善できます。無責任な飼育は、近

隣の人々に不満を抱かせ、近隣トラブル

の原因になります。飼い主の方は飼いネ

コが迷惑行為をおこさないようにしっかり

と管理しましょう。

環境防災課 生活環境係 ＴＥＬ（４３）３３０８

桜まつり踊りパレードの練習について

今年も角館の桜まつりに合わせて、角館音頭踊ろう会

では踊りパレードを実施する予定でおります。その練習日

として４月からは毎週月曜に武道館で練習を行いますの

で、今まで参加されていた方も、これから新規に踊りを覚

えたいという方も是非ご参加ください。また、今回からは

角館音頭に加え、秋田節も練習いたしますので興味のあ

る方はお気軽にどうぞご参加下さい。

４月毎週月曜日 １９：３０～■練習日：

武道館■場所：

角館音頭踊ろう会■問合せ：

ＴＥＬ（５５）２８１３代表 雲雀リヨ子

平成２０年度 秋田県初級障害者スポーツ
指導員養成講習会

１日目 ５月１０日（土） ９：３０～１７：００■期間：

２日目 ５月１１日（日） ９：００～１７：００

３日目 ５月１７日（土） ９：００～１６：００

４日目 ５月１８日（日） １０：００～１６：３０

秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町）■場所：

１８歳以上の県内在住者で、障害者スポーツ■受講対象者：

の振興に貢献しようとする意欲があり、講習終了後に障

害者スポーツ指導員として活動できる方。

３０人（定員を超えた場合は抽選とします）■定員：

無料■受講料：

所定の申込書により４／２５（金）までに問合せ先へ■申込：

※申込書は、福祉事務所、角館・田沢湖地域センター

にあります。

秋田県障害者スポーツ協会■申込・問合せ：

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０１８（８６４）２７５０
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短期人間ドック受診助成制度のお知らせ

仙北市国民健康保険では、病気の早期発見・早期治

療に役立てていただくため、短期人間ドックの助成を行って

おります。

仙北市国民健康保険加入者であり、年齢が当■対象者：

該年度で４０歳以上７５歳未満（後期高齢者医

療対象者除く）の方

前年度までの国保税を完納されている方

１人 ２１，０００円を限度とします■助成金額：

（年度内で一回のみ）

市立角館総合病院、市立田沢湖病院、■受診医療機関：

仙北組合総合病院の３ヶ所

※仙北組合総合病院を希望される場合、直接医療機

関へ予約をしてから助成金の申請を行ってください。

窓口で受診日の確認をします。

４月１日（火）～９月３０日（火）まで■募集期間：

※今年度から特定健診・特定保健指導が始まる関係

で、人間ドック受診日を９月３０日までとさせて頂きま

すので、早めに申請してください。人間ドックを受ける

方は特定健診を受診する必要はありません。

（募集定員を超えると〆切が早まる場合があります

のでご了承ください）

国民健康保険証、印鑑■持参するもの：

仙北市役所各庁舎窓口、各出張所窓口■受付場所：

※申請せずに受診された方でも助成を受けることが出

来ます。印鑑・領収書・金融機関の通帳を持参し、手

続きしてください。

仙北市役所 市民課国保年金係■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３０７

大曲仙北地区 市民公開講座「認知症」

入場無料、定員９４０人（先着順）です。どなたでもお気

軽にお越しください。

４月１９日（土） １４：３０～１７：００（開場１４：００）■日時：

大仙市大曲市民会館■場所：

■内容

「もの忘れ外来から診た認知症に関して」基調講演

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

リハビリ科 科長 下村辰雄 氏

「認知症の早期発見と予防に向けて」特別講演

鳥取大学大学院医学系研究科

保健学専攻病態解析学分野 教授 浦上克哉 氏

「認知症の対応と予防」シンポジウム

※詳しくは、仙北市役所各庁舎地域センターにパンフレッ

トがありますので、ご覧ください。

秋田市東通仲町４－１「アルヴェ」７階■問合せ：

エーザイ（株）内「大曲仙北地域市民公開講座事務局」

平成２０年度労働基準監督官採用試験

■受験資格

１．昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日生まれの者

２．昭和６２年４月２日以降生まれで大学を卒業した者

及び平成２１年３月までに卒業見込みの者、人事院

が同等の資格があると認めた者

６月１５日（日） ８：４５～１８：００■第一次試験：

秋田第一合同庁舎（秋田市山王）■会場：

全国の労働局、労働基準監督署、公■申込用紙請求先：

共職業安定所又は人事院地方事務局

４月１日（火）～４月１４日（月）■申込受付：

※提出はできるだけ郵送（配達記録）にしてください。

希望する第一次試験地に対応する労働局■試験申込先：

■秋田市希望の場合

〒１０１－０９５１ 秋田市山王７－１－３ 秋田第一合同庁舎

秋田労働局総務部総務課人事係

ＴＥＬ ０１８（８６２）６６８１

平成２０年度国家公務員

「 」（ ）国税専門官採用試験 大学卒業程度

仙台国税局では、地元の大学に通っている方、首都圏

からＵターンして公務員を目指す方など、東北を拠点に活

躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。

今回募集を行うのは、試験内容が大学卒業程度の「国

税専門官」です。

■受験資格

１．昭和５４年４月２日～昭和６２年４月１日生まれの者

２．昭和６２年４月２日以降生まれで大学を卒業した者

及び平成２１年３月までに卒業見込みの者、人事院

が同等の資格があると認めた者

４月１日（火）～４月１４日（月）■申込受付：

最寄りの税務署、仙台国税局人事第二課、■申込書請求先：

人事院東北事務局

仙台国税局人事第二課■問合せ：

ＴＥＬ ０２２（２６３）１１１１

直売施設「むらっこ物産館」
！！オープン

今年も４月１２日（土）９時より営業を
開始します。

先着５０名様 プレゼント！「 」紅白もち

問合せ：仙北市農林課
TEL（４３）２２０６
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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

◆①０５０４１－３０９４８１②温泉の清掃（常雇）（パート労働

者）③不問④７００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－３１

０２８１②受付カウンター（常雇）（パート労働者）③不問④６５０

～７５０⑤秋田市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－３１１

１８１②配管工又は同助手（常雇）（正社員）③不問④１４９，５

００～２３０，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４

１－３１２０８１②土木作業員【急募】（臨時４ヶ月以上）（正社員

以外）③不問④１９６，０００～２４０，０００⑤奥州市⑥普通自

動車免許一種あれば尚可◆①０５０４１－３１３３８１②接客・販

売（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④６５０～７５０⑤

仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－３１４６８

１②塗装工（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１３０，０

００～１７０，０００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－３１５

９８１②家庭相談員（常雇）（正社員以外）③不問④１２０，０００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種、大卒（社会学等）、医師、

社会福祉士、社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従

事者◆①０５０４１－３１７４８１②食品、酒、物産販売員（常雇）

（パート労働者）③不問④７５０～８５０⑤名取市⑥普通自動車

免許一種◆①０５０４１－３１８７８１②フロント事務【９：００～】

（常雇）（パート労働者）③不問④７００⑤仙北市田沢湖⑥普通

自動車免許一種（ＡＴ限定不可）、大型自動車免許尚可◆①０

５０４１－３１９８８１②フロント事務【１５：００～】（常雇）（パート

労働者）③不問④７００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一

種（ＡＴ限定不可）、大型自動車免許尚可◆①（０５０４１－３１６

５８１）②営業企画課 接客及びフロント（常雇）（正社員）③不

問④１４０，０００～２００，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車

免許一種（ＡＴ限定不可）、大型自動車免許尚可◆①０５０１６

－８０３５８１②普通銀行業務（角館支店）（臨時４ヶ月以上）

（パート労働者）③不問④７５０⑤仙北市⑥不問◆①０５０４０

－７６５４８１②総務担当【人事・会計】（常雇）（パート労働者）

③不問④６８０⑤大仙市⑥不問◆①０３０１０－４０９７７８１②

（派）システム開発（常雇）（常用型派遣）③不問④１７０，０００

～３１９，５００⑤仙北市⑥不問◆①０３０１０－４０９５５８１②

（派）機械設計（常雇）（常用型派遣）③不問④１７０，０００～３

１９，５００⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１－３２０１８１②ナイトマ

ネージャー（常雇）（パート労働者）③不問④７１０～８５０⑤大

仙市⑥不問◆①０５０４１－３２１０８１②水産担当（常雇）（パー

ト労働者）③不問④６４０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－３２２

３８１②電気工事士（常雇）（正社員）③不問④１６５，０００⑤仙

北市角館町⑥普通自動車免許一種、第二種電気工事士◆①

０５０４０－７８５１８１②介護職員（常雇）（正社員以外）③不問

④１２５，０００～１７０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

※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）

◆①０５０４１－１８８１８１②コンビニエンスストア店員（常雇）

（パート労働者）③不問④６５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０

５０４１－３０４０８１②コンビニエンスストア店員（常雇）（パート

労働者）③不問④６５０⑤仙北市角館町⑥不問

※平成２０年３月１４日～３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

春の火災予防運動に伴う
サイレン等の吹鳴について

４月６日（日）～１２日（土）の期間、春の火災予防運動

が実施され、期間中に消防署、防災無線、消防団による

サイレンの吹鳴が行われます。

どうかご理解とご協力をお願いします。

事前広報 午前６時５０分◆田沢湖地区

吹 鳴 午前６時５３分

吹 鳴 午前７時００分◆角館地区

吹 鳴 午前６時３０分◆西木地区

TEL（４３）３３０８■問合せ：仙北市環境防災課

JICAボランティア
平成２０年度春募集説明会開催

■応募資格

①青年海外協力隊…満２０～３９歳（Ｈ２０．５．２３現在）

までの日本国籍を持つ方

②シニア海外ボランティア…満４０～６９歳（Ｈ２０．５．２３

現在）までの日本国籍を持つ方

４月８日（火）～５月２３日（金）必着■募集期間：

海外でのボランティア活動■派遣内容：

（会場はいずれも秋田県社会福祉会館）■募集説明会

４月２４日（木） １８：３０～２０：３０青年海外協力隊

５月１１日（日） １４：００～１６：００

シニア海外ボランティア

５月１１日（日） １０：３０～１２：３０

※応募、選考に関する詳細はＪＩＣＡホームページ内の

「ＪＩＣＡボランティア事業のご案内」をご覧ください。

http://www.jica.go.jp/activities/volunteer/index.html

フットケア（リンパマッサージ）を
体験してみませんか

健康管理、コミュニケーション、ボランティア活動、介護
などの職業上の付加価値としてフットケアを体験してみま
せんか？

４月９日（水）・１０日（木） １０：００～／１３：００～■日時：
仙北市勤労青少年ホーム■会場：

法人日本リラクゼーションフットケア協会■問合せ： NPO
（浅利知美）ＴＥＬ ０９０（７７９５）９２８６
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（平成２０年４月１日付）仙北市人事異動

◆総務部長（角館地域センター長）藤川 実◆角館地域セン【部長級】

ター長（教育次長）大楽 進◆西木地域センター長（市民福祉部次長兼

環境保全センター所長）加藤義規◆教育次長（総務部次長兼企画政策

課長兼重点プロジェクト推進室長）倉橋典夫

◆総務部次長兼病院経営改革推進室長（市民福祉部保健【次長級】

課長兼田沢湖歯科診療所事務長兼田沢湖在宅介護支援センター所

長兼健康管理センター副所長）橋本 勲◆市民福祉部次長兼環境保

全センター所長（角館地域センター地域振興課長）小木田 隆◆建設

部次長（建設部下水道課長）高田秀市◆会計管理者兼会計課長（会

計管理者兼会計課長）田口総一

◆課長補佐兼文書広報係長（税務課固定資産税〔総務部〕【総務課】

係長）鈴木孝昭◆秘書係長（文書広報係長）朝水勝巳◆主事（教育委

員会西木公民館主事）武藤寛幸◆主事〈県市町村課派遣〉（企画政策

【企画政策課】課主事）鈴木 航◆主事（国体事務局主事）村岡耕平

◆課長（養護老人ホーム角館寿楽荘施設長）髙橋新子◆主任（主事）

小林郁子 ◆室長（産業観光部農政課課長補【重点プロジェクト推進室】

佐）小松弘樹◆参事（総務部企画政策課重点プロジェクト推進室参事（定

住対策担当））伊藤 寛◆係長（総務部企画政策課重点プロジェクト係

長（産業連携対策担当））鈴木一芳◆主任（総務部企画政策課重点プ

ロジェクト推進室主任（テンミリオン計画担当））田口吉博◆主任（総務

部企画政策課重点プロジェクト推進室主任（定住対策担当））高倉正人

（※新設）◆室長（総務課参事兼秘書係長）羽川茂【行政改革推進室】

幸◆係長（財政課財政係長兼入札契約室係長）菅原貞男◆主任（総

務課主任〈県市町村課派遣〉）武藤 衝 （※新【病院経営改革推進室】

設）◆室長補佐（医師確保対策室係長）髙橋信次◆主査（総務課主査）

千葉 正◆〈併任〉（市立田沢湖病院総務管理課医事係長）藤村史人

【総合◆〈併任〉（市立角館総合病院総務企画課総務係長）冨木弘一

◆参事兼ホームページ係長兼施設係長（館長補佐兼ホ情報センター】

ームページ係長兼施設係長）髙橋 真◆主任（福祉事務所長寿子育

て課主任）皆川 覚 ◆財政係長（財政課主査）藤村幸子◆主【財政課】

任（総務課主任）猪本博範◆主任（主事）山信田大作 ◆【入札契約室】

主査〈兼務〉（財政課主査）門脇朋宏 ◆課長（国体事務局長）【管財課】

大石誠亮◆課長補佐（国体事務局事務局長補佐）千葉 浩◆主査

（田沢出張所主査）豊巻泰三 ◆課長（産業観光部観光課長【税務課】

兼学習旅行支援室長）佐藤 強◆参事兼収納対策室長（福祉事務所

社会福祉課課長補佐）大楽 裕◆課長補佐兼市民税係長（教育委員

会教育総務課課長補佐兼管理係長）浦山 昇◆課長補佐兼固定資

産税係長（課長補佐）草彅裕士◆主任（産業観光部観光課主任）村瀬

克広◆主任（産業観光部観光課主任兼学習旅行支援室主任）渡辺直

弥◆主事（総務課主事）堀川貴吉◆主事（市民福祉部環境防災課主事）門

脇久行

◆主任（教育委員会生涯学習課主任）栗原由〔市民福祉部〕【市民課】

紀子◆主任（主事）小木田千晴◆主事（角館地域センター総合窓口課

主事）戸嶋くみ子◆主事（角館地域センター総合窓口課主事）伊藤

佑◆主事〈新規採用〉髙橋芳苗 ◆事務長兼田沢診療所【神代診療所】

事務長（環境防災課課長補佐）米澤 実 ◆課長（総務【環境防災課】

部管財課長）伊藤雅英◆課長補佐（課長補佐兼交通防災係長）雲雀

秀人◆課長補佐（保健課課長補佐兼保健指導係長）加藤隆政◆交通

防災係長（田沢湖地域センター総合窓口課生活福祉班長）石川一幸

【環◆主任（主事）佐々木邦憲◆主事（神代出張所主事）三浦亜里沙

◆所長補佐兼監理係長（建設部建設課課長補佐）茂境保全センター】

【保健課】木雅宏◆技術員（田沢湖学校給食センター技術員）髙橋繁幸

◆課長兼田沢湖歯科診療所事務長兼田沢湖在宅介護支援センター

所長兼健康管理センター副所長（環境防災課長）熊谷直人◆課長補

佐兼保健指導係長（田沢湖地域センター地域振興課課長補佐）羽崎

祥一◆課長補佐兼予防衛生係長（産業観光部商工課課長補佐兼労

政係長）赤坂宏秀◆主任保健師（保健課主任保健師兼長寿子育て課

主任保健師）髙橋悦子◆主任保健師（保健師）田口美智子◆栄養士

〈新規採用〉渡辺百合子 主任保健師（保健師）草【健康増進センター】◆

彅照美◆介護支援専門員（介護員）樋口紀子 ◆係【包括支援センター】

【社会福祉長（主査）伊藤静子◆介護支援専門員（介護員）浅利和磨

◆課長補佐（課長補佐兼障害福祉係長）成田祐子◆課長補佐兼課】

保護係長（保護係長）佐川厚子◆障害福祉係長（主査）冨岡美津子◆

【長寿子育主任（特別養護老人ホームかくのだて桜苑主任）佐藤憲悦

◆主査（主任）田口真吾◆主任（総務部税務課主任）千田千春◆て課】

保健師（角館在宅介護支援センター兼角館居宅介護支援事業所保健

師）柴田由子 （※新設）◆室長（総務部企画【福祉施設民営化推進室】

政策課参事兼医師確保対策室長）藤村好正◆主査（総務部国体事務

【特局主査）大山隆誠◆主査（総務部総合情報センター主査）大澤裕司

◆介護支援専門員（介護員）菅原別養護老人ホームたざわこ清眺苑】

百合子◆介護支援専門員（介護員）田村美保子◆准看護師（市立角

【特別養護老人ホームかくのだて桜館総合病院准看護師）鈴木加代子

◆主査（養護老人ホーム角館寿楽荘主査）宮田冨美子◆主査（主苑】

任）熊谷由佳利 ◆事務長（教育委員会【介護老人保健施設にしき園】

【角館在宅介学校教育課長兼西木学校給食センター所長）浅利武久

◆介護支援専門員（特別護支援センター・角館居宅介護支援事業所】

【養護老人ホーム養護老人ホームたざわこ清眺苑介護員）吉村美由喜

◆施設長（総務部税務課参事）嶋村武雄◆施設長補佐角館寿楽荘】

（神代診療所事務長）熊谷綾子◆主査（イベント交流館・学習資料館主

【角館保査）藤原典子◆介護員（環境保全センター技術員）鈴木弘康

◆副園長（主査保育士）鈴木美代子◆主査保育士（角館西保育育園】

園主査保育士）山本玲子◆主査保育士（白岩小百合保育園主査保育

士）信田千鶴子◆主査保育士（角館西保育園主査保育士）秋山千秋

【白岩小百合保育◆主任保育士（中川保育園主任保育士）松橋千幸

園】 【角館西保育園】◆主査保育士（角館保育園主査保育士）髙橋俊子

◆主査保育士（角館保育園主査保育士）佐々木栄子◆主査保育士

（角館保育園主査保育士）中村久子 ◆副園長（田沢【生保内保育園】

幼稚園副園長）阿部節子◆主査保育士（神代保育園主査保育士）佐

【神々木好子◆技術員（田沢湖学校給食センター調理師）柴田真理子

代保育園】 【に◆主査保育士（生保内保育園主査保育士）浅利まゆみ

◆園長（ひのきない保育園長兼かみひのきない保育園こにこ保育園】

長）渡辺由美子 ◆園長（角館保育園副園長）伊藤【ひのきない保育園】

タツ子 ◆園長〈兼務〉（ひのきない保育園副園【かみひのきない保育園】

長）布谷茂子

（※新設）◆課長（農政課長）布谷毅久雄◆参〔産業観光部〕【農林課】

事（農村整備課課長補佐）髙橋昇治◆課長補佐兼農村整備係長（西

木地域センター地域振興課振興班長）大澤龍太郎◆課長補佐（観光

課課長補佐兼観光係長）草彅博美◆課長補佐兼林務係長（総務部管

財課課長補佐兼財産区係長）田口幸栄◆課長補佐兼政策調整係長

（農政課課長補佐兼政策調整係長）藤村一栄◆農務係長（市民福祉

部環境保全センター監理係長）茂木博巳◆主査（農村整備課主査）田

口みゐ子◆主査（農村整備課主査）浅利和嗣◆主査（農政課主査）芳

賀昭範◆主査（農村整備課主査）八柳 司◆主査（農村整備課主査）

赤倉一男◆主査（農村整備課主査）髙橋英樹◆主任〈県産業経済労

働部産業政策課派遣〉（農政課主任〈県産業経済労働部産業政策課

派遣〉）畠山 徹◆主任（建設部建設課主任）田口俊彦◆主任（農政

課主任）平岡太一◆主任（農政課主任）藤原正輝◆主任（田沢湖地域

センター地域振興課主事）千葉 光◆主事（観光課主事）佐々木美樹
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子◆主事（農政課主事）千葉圭二◆主事（農村整備課主事）青山昌宏

◆主事〈仙北地域振興局派遣〉（農政課主事〈仙北地域振興局派遣〉）

齋藤和彦◆技術員（農政課技術員）佐藤 勉 ◆課長補佐兼【商工課】

労政係長（農政課課長補佐）後藤裕文◆商工物産係長（農村整備課

【観光林務係長）阿部慶太◆主事（市民福祉部市民課主事）髙橋牧子

◆課長（西木地域センター地域振興課長兼観光班長）大澤 清◆課】

課長補佐（教育委員会生涯学習課社会体育係長）草彅正勝◆課長補

佐（課長補佐兼観光施設係長）戸澤 浩◆観光係長（市民福祉部保

健課予防衛生係長）中村和彦◆観光施設係長（田沢湖地域センター

地域振興課観光班長）髙橋和宏◆主査（主査兼学習旅行支援室主

査）細川秀清◆主任（商工課主任）田口聡美

◆課長補佐（角館地域センター地域振興課課長補〔建設部〕【建設課】

佐）髙橋昭彦◆課長補佐（下水道課課長補佐兼総務係長）草彅正敏

◆課長補佐（課長補佐兼監理係長）武藤義彦◆監理係長（主査）髙橋

徳夫◆主事〈新規採用〉佐々木駿輔 ◆課長補佐（建設【都市整備課】

課課長補佐）簗田 正◆主査（下水道課主査）藤井 正◆主任（主事）

松本賢悟 ◆課長（産業観光部農村整備課長）田口安業◆【下水道課】

課長補佐（課長補佐兼整備係長）金谷正美◆課長補佐兼整備係長

（都市整備課課長補佐）髙橋吉一◆総務係長（農業委員会係長）吉田

稔◆主査（主任）髙橋良宣◆主任（都市整備課主任）茂木 剛

◆課長兼神代出張所長兼田沢出〔田沢湖地域センター〕【総合窓口課】

張所長（総務部企画政策課重点プロジェクト推進室参事）田口正明◆

課長補佐兼生活福祉班長（産業観光部農村整備課課長補佐兼整備

係長）佐川昇平◆振興班長（田沢湖地域センター地域振興課振興班長）

三浦正紀◆主査（田沢湖地域センター地域振興課主査）三浦みどり◆

主査（総務部管財課主査）伊藤 聡◆主査（主任）三浦純子◆技術主

任（田沢湖地域センター地域振興課技術主任）武藤幹夫◆技術員（田

沢湖地域センター地域振興課技術員）田口孝男◆技術員（田沢湖地

域センター地域振興課技術員）伊藤里己 ◆主査（市民【神代出張所】

福祉部環境防災課主査）清水洋衛

◆課長補佐兼総務班長（総務班長）〔角館地域センター〕【総合窓口課】

本田俊彦◆振興班長（角館地域センター地域振興課振興班長）小松

誠一◆主査（角館地域センター地域振興課主査）黒沢糸子◆主査（特

別養護老人ホームかくのだて桜苑主査）千葉量子◆主任（角館地域セ

ンター地域振興課主任）髙橋 達◆主任（総務部税務課主任）堀川順

子◆技術員（角館地域センター地域振興課技術員）伊藤孝良◆技術

員（角館地域センター地域振興課技術員）戸嶋 好◆技術員（田沢湖

地域センター地域振興課技術員）千葉和雄

◆振興班長（産業観光部農村整備〔西木地域センター〕【総合窓口課】

課主査）藤川俊明◆技術主任（西木地域センター地域振興課技術主

任）阿部直樹 ◆主査（上桧木内出張所主査）山田且【桧木内出張所】

也 ◆係長（産業観光部農政課農務係長）浅利芳宏【上桧木内出張所】

課長補佐兼管理係長（総務部国体事務〔教育委員会〕【教育総務課】

局局長補佐）能美寛一◆課長補佐（産業観光部商工課課長補佐）平

岡有介 ◆課長兼角館学校給食センター所長兼西木学【学校教育課】

校給食センター所長（生涯学習課長兼角館交流センター所長）茂木正

【田沢幼稚園】 【生保内道 ◆副園長（生保内幼稚園副園長）伊藤州子

◆副園長〈併任〉（生保内保育園副園長）阿部節子◆主査教幼稚園】

諭（神代幼稚園主査教諭）佐々木真貴子 ◆主査教諭（生【神代幼稚園】

保内幼稚園主査教諭）川井朋子 ◆技術員（養護老人ホ【角館小学校】

ーム角館寿楽荘介護員）佐々木竜喜 ◆係長【角館学校給食センター】

【田沢湖学校給食センタ（産業観光部商工課商工物産係長）冨木和夫

◆技術員（市民福祉部環境保全センター技術員）稲田忠晴◆技術ー】

員（生保内保育園技術員）大沼佳子 ◆課長兼角館交流【生涯学習課】

センター館長（介護老人保健施設にしき園事務長）佐藤 淳◆課長補

佐兼社会体育係長（課長補佐）小林志郎◆主査（主任）水平裕見子◆

主任（イベント交流館・学習資料館主事）髙橋由紀◆主事（総務部税務

【田沢湖公民館】 【西木公民課主事）猪本晃久 ◆主査（主任）真崎智明

館】 【平福記念◆主事（西木地域センター地域振興課主事）浅利大輔

美術館】 【イベント交流館・◆館長（総務部管財課課長補佐）高階 満

◆館長（主査）菅原球子◆主査（市民福祉部市民課主査）学習資料館】

松田修子◆主任（市民福祉部市民課主任）仲野谷美和子◆主事（産

業観光部農政課主事）齋藤五月

◆事務局長（企業局業務課長）高田紀市〔監査委員〕

◆係長（主査）鶴田和則〔選挙管理委員会〕

◆事務局長（田沢湖地域センター地域振興課長）藤原〔農業委員会〕

一良◆係長（総務部税務課市民税係長）竹下義博

◆課長（監査委員事務局長）成田平彦 ◆〔企業局〕【業務課】 【工務課】

主任（主事）畠山豊加寿◆技術員（田沢湖地域センター地域振興課技

術員）田口康男

◆内科科長〈新規採用〉鈴木直志◆事務長心得〔市立田沢湖病院〕

【総務管理課】兼総務管理課長（総務管理課長兼会計係長）高藤久晴

◆課長補佐（課長補佐兼医事係長）佐々木純悦◆総務係長兼会計係

長（総務係長）運藤俊子◆医事係長（主査）藤村史人 ◆主任薬【薬局】

剤師（薬剤師）鈴木謙一 ◆診療放射線技師〈新規採用〉太【放射線科】

田 彰 ◆臨床検査技師〈新規採用〉伊藤梨絵【看護科】助産【検査科】

師（市立角館総合病院助産師）浅利チエミ◆介護主任（介護員）田中千

笑美

◆診療部長兼総合診療科科長（診療〔市立角館総合病院〕【診療部】

部長兼循環器科科長）高橋和人◆総合診療科医師〈新規採用〉松本

志郎◆小児科医師〈新規採用〉松本 歩 ◆看護部長（副看【看護部】

護部長〈外来担当〉）木元京子◆看護部長〈病棟担当〉（副看護部長〈病

棟担当〉）後藤信子◆副看護部長〈外来担当〉（副看護部長兼第２病棟

看護師長）渡辺富久子◆救急担当兼中央材料室看護師長（外来診療

室看護師長兼手術室看護師長兼中央材料室看護師長）藤原美紀子

◆第２病棟看護師長（外来診療室看護師長）菅原智恵子◆手術室看

護師長（手術室主任看護師）柏谷トモ子◆外来診療室看護師長（第５

病棟主任看護師）加藤頼子◆第５病棟主任看護師（第３西病棟主任看

護師）畠本厚子◆第３西病棟主任看護師（看護師）阿部真須美◆手術

室主任看護師（看護師）佐藤恵子◆外来診療室主任助産師兼主任看

護師（助産師兼看護師）高橋くに子◆看護師〈新規採用〉佐藤理恵子

◆看護師〈新規採用〉井上悠也◆看護師〈新規採用〉斯波あゆみ

［退職 平成２０年３月３１日付］

◆総務部長 大澤 隆◆西木地域センター長 門脇主彦◆総務部

税務課長 新山正雄◆田沢湖地域センター総合窓口課長兼田沢出

張所長兼神代出張所長 柴田英孝◆桧木内出張所所長補佐 新山

和子◆にこにこ保育園長 赤上マツ◆生保内保育園副園長 平岡裕

子◆養護老人ホーム角館寿楽荘主査 青山 修◆市民福祉部環境

防災課主査 高田勝子◆市民福祉部市民課主査 田口幸子◆角館

地域センター地域振興課技術主任 荒川 信◆平福記念美術館長

米澤鐵夫◆角館学校給食センター所長 木元幹夫◆イベント交流

館・学習資料館長 安杖真佐子◆角館西小学校技術員 藤原 務

◆農業委員会事務局長 武藤博夫◆市立田沢湖病院事務長 高田

光一◆市立田沢湖病院放射線科技師長 吉田誠一◆市立角館総合

病院循環器科医長 佐藤隆太◆市立角館総合病院消化器科医師

松井宣昭◆市立角館総合病院臨床検査科副技師長 佐藤晴子◆市

立角館総合病院主任歯科技工士 佐藤 純◆市立角館総合病院看

護師 深澤春美◆市立角館総合病院総務企画課参事 千葉初子◆

市立角館総合病院総務企画課主査 佐々木 ミチ子


