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№６６-１平成２０年７月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

在宅介護を支援します

仙北市家族介護用品支給事業

在宅で寝たきり等の高齢者を介護している家仙北市では、

に対し、経済的負担の軽減を図り、在宅生活の継続、族

向上を目的として介護用品支給事業をおこなっております。

仙北市在住で、介護認定が要介護４又は■支給対象者：

要介護５と判定された方。ただし市民税非課税世帯に限り

ます。

※施設への長期入所・病院への長期

入院の場合は対象となりません。

１人月額 ４，０００円■支給券：
の介護用品券

指定薬局に介護用品券を提示し、紙お■支給の方法：

むつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャン

プー・ウエットテイッシュの６品目の中から希望の介護用
品と引き換えてご利用ください。

各地域センター・出張所・包括支援セン■申請の方法：

ターへ申請してくだい。

※次の３枚を揃えて申請してください。◎「申請される方」

◯家族介護用品支給申請書

◯介護保険被保険者証の写し

◯平成２０年度の市民税非課税証明書（本人・家族）

仙北市包括支援センター■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８３／ＦＡＸ（４７）２１１６

テレビ放送のお知らせ

「 」ＮＨＫ総合テレビで毎週放送されている 食彩浪漫

の収録が市内で行われました。本市出身の演歌歌手、

藤あや子さんがふるさとの料理を披露します。

皆さんどうぞご覧ください。

■放送予定日時：

７月１９日（土）午前９時３０分～（ＮＨＫ総合テレビ）

■再放送予定日時：
７月２４日（木）午前３時１０分～（ＮＨＫ総合テレビ）

７月２５日（金）午後０時２５分～（ＮＨＫ教育テレビ）

７月２３日（水）午前３時４０分～（ＢＳ２）

仙北市
仙北市職員（上級・初級）

採用試験実施概要について

※本詳細については、７月下旬に受験案内を掲載します。

◆受験案内・申込書の配布

平成２０年７月下旬より、田沢湖庁舎は総務部総務課

職員係、角館庁舎及び西木庁舎は各庁舎の地域センター

総合窓口課で配布します。

郵便請求の場合は、総務部総務課職員係で受け付

けますのでお問合せ下さい。

◆受験申込受付期間

平成２０年８月６日（水）～８月２７日（水）必着

◆試験日時と場所（第１次試験）

９月２１日（日）▽日時：

ノースアジア大学（秋田市下北手桜）▽場所：

※第２次試験は、第１次試験の合格者に通知します。

◆試験区分、募集人員

◇上級一般事務・・・若干名（一般的な行政事務に従事）

◇初級一般事務・・・若干名（一般的な行政事務に従事）

◆受験資格（年齢要件）

昭和５４年４月２日から昭和６２年４月１日までに生ま◇上級＝

れた人。または昭和６２年４月２日以降に生まれた人

で大学卒または平成２１年３月卒業見込の人。

昭和５８年４月２日から平成３年４月１日までに生まれ◇初級＝

た人で短期大学卒業者を含みます。ただし、４年制大

学卒業者（見込みを含む）は受験できません。

◆採用予定年月日

平成２１年４月１日

◆問合せ

仙北市総務部総務課職員係

〒０１４－１２９８

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地

TEL（４３）１１１１

第３回仙北市長杯争奪
野球選手権大会の参加チーム募集

仙北市野球連盟では、第３回仙北市長杯争奪野球

大会の一般参加チームを募集しています。

仙北市に在住している、野球好きの幅広い年齢層の
方を対象としています。”暑い時期に熱い野球”で交流

してみませんか！

７月２６日（土）～２７日（日）予定■大会日：

落合運動公園落合野球場 他■会場：

仙北市野球連盟■問合せ：

事務局 小松誠一

ＴＥＬ（５４）２２４１
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第１回パソコン講座受講生募集

＜パソコン基本操作＞ （４日間）

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

初心者■対象：
７月９日（水）、１０日（木）、１６日（水）、１７日（木）■日時：

午後１時～４時

（ ）＜ワード2003で暑中見舞いをつくろう！＞ ２日間

基本操作を習得している方■対象：

７月２３日（水）、２４日（木）■日時：

午後１時～４時

WindowsXP■使用するパソコン

仙北市総合情報センター研修室■場所：

角館町田町上丁２３
無料■受講料：

※テキスト代として千円程度負担あり（旧テキストお持

ちの方は不要）

お申込の際、お問合せ下さい■テキスト：
各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９

「創作工房はなた」

ペーパークラフト展示会

メルヘン＆ファンタジーなペーパークラフト。リアルな

昆虫が飛び出すｐｏｐ－ｕｐ（ポップアップ）カード。デザイ

ン・ランプシェード（灯り）等、数点の紙によるクラフト作

品を展示いたします。

夢のある作品で、心を癒してください。皆様のお越し

をお待ちしています。

７月１２日（土）～１４日（月）の３日間■日時：

午前１０時から午後５時まで

※ただし、１４日は午後４時まで

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後２７■場所：
仙北市総合開発センター １階 談話室

ＴＥＬ （４３）１７７０■問合せ： 花田 恵

のお知らせ保健課から検診

特定健康診査 「結核検診 「がん検診 「肝炎ウィル「 」 」 」

ス検診 が７月３日から始まります 配布しました健(検)」 。

診日程表をご確認のうえ忘れず受診してください。

また、受診票(ピンクの用紙)と健康保険証を忘れず

ご持参ください。

ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ先： 仙北市保健課

ピッカブーまつり

７月６日（日）１０：００～１４：００■日時：

総合型スポーツクラブハウス■会場：

（オープン薬局裏、旧ホームセンター狐崎向かい）

■催物：

１０：００～１４：００ ふろしき市、景品付き魚つりゲーム

１０：１５～１０：４５ スイーツ作り

１１：１５～１１：４５ 大木綾乃ミニライブ（無料）

１２：００～１４：００ バルーンプレゼンターひできくん

１３：００～１４：００ パワーストーン ストラップ作り

ほっと大仙・ちば珈琲店・豆腐工房豆太・太田種苗■出店：

店・ピッカブー など

ピッカブー赤ちゃん会 佐藤あゆみ■問合せ：

ＴＥＬ ０９０（７９３０）４５０６

講演会＆お話コンサートのご案内

◇田沢湖地区ＰＴＡ連合会／神代小・中学校ＰＴＡ共催◇

７月１０日（木）■開催日：

神代中学校 体育館■会場：

■催しご案内：

全体会 １４：１５ 講演会 １４：２５～１５：２５【第１部】

演題「メディアリテラシーの実践」

～インターネットとケイタイの利用に
わたしたちはどう向き合うべきか～

講師：千葉 薫 氏

１５：３０～１６：００【第２部】

地元の安藤満里氏、小柳生子氏、倉持千恵子氏の

３人による「朗読とミニコンサート」

★クラリネット演奏
「精霊のおどり」 グルック曲
「ユーモレスク」 ドボルザーク曲

★朗 読
「エリカ、奇跡のいのち」

◇クラリネット＆ピアノ 安藤満里 氏
◇朗 読 小柳生子 氏
◇ピアノ伴奏 倉持千恵子 氏

※なお、連合会の講演会は、秋に生保内地区でも開催

する予定です。

ＴＥＬ （４４）２１１５■問合せ： 神代小学校
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国土交通省からの

国有財産売却のお知らせ

国土交通省秋田河川国道事務所では、田沢湖生保内

地内の国有財産（土地）を、一般競争により売却します。

土地１，７６４．０８㎡（生保内字駒ヶ岳■売却資産：
２－１１０外１筆）

７月１８日（金）午後１時３０分～■下見（現場説明 ：）

７月３０日（水）午後２時～■入札：

入札を希望される方は、事前に入札説明書■その他：
を入手し、下見に参加することが条件です。

国土交通省 秋田河川国道事務所■問合せ：

ＴＥＬ０１８（８６４）２２８３経理課 契約係
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｈｒ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ/ａｋｉｔａ/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

仙北市成人式について

今年度の仙北市成人式は、８月１５日（金）に仙北市
民会館において行います。

該当者は昭和６２年４月２日～６３年４月１日生まれ

の方々です。

該当の方々には７月中旬に案内を送付しますが、送
付されなかった方は生涯学習課にお問い合わせくださ

い。

なお、転出されている方につきましては、中学校卒業

時の住所へ送付いたします。
仙北市教育委員会生涯学習課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７

耳が聞こえない方が運転しています

６月１日から、聴覚障害者も普

通自動車を運転出来るようになり

ました。

聴覚障害者は、緊急車両やク

ラクションなどの音が聞こえない

ので、反応が遅れてしまいます

が、そんな場面こそ、皆さんの広い心の出番です！

が貼ってある車を見かけた時に「聴覚障害者マーク」

は、あなたのやさしい運転を思う存分発揮して、より安

全な車社会を作りましょう。

市道ぶな森線・市道湯淵線
全面通行止めのお知らせ

８月２０日（水）まで災害復旧工事のため、

となっておりますのでご協力をお願い全面通行止め
いたします。

ＴＥＬ（４３）２２９４■問合せ先： 仙北市建設課

ＴＥＬ（４３）１１１５田沢湖地域センター

市営住宅入居者募集

～７月１４日（月）まで■募集期間：
■募集住宅：

（築２８年）／角館町菅沢４６－１◇菅沢住宅６－７７
・３ ３階建の３階部分 駐車場なしDK
・月額家賃 １６，３００円～（所得割による）

（築９年）／西木町西荒井◇ニュータウン塚野腰５－東
字塚野腰１６４－１
・３ ２階 月額駐車料金１，０００円（２台分）LDK
・月額家賃 ２１，１００円～（所得割による）

（築８年）／西木町小渕野◇ニュータウン塚野腰８－西
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 ２１，５００円～（所得割による）

（築４年）／西木町桧木内字◇松葉住宅 西－２０２
松葉２４７－３
・２ ２階建の２階部分LDK
・月額駐車料金１，０００円（２台目より）
・月額家賃 ３５，０００円（駐車料金１台分を含む）

※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■入居資格：
ること。ただし、松葉住宅については①及び②の条
件を付さない。
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２００ ０００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２６８ ０００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■申込方法：
えて、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
振興班、角館地域センター地域振興班、神代出張
所、桧木内出張所
◇添付書類
①入居希望者の （省略事項のな住民票謄本１通
いもの・婚姻予定者等は各１通）
②入居希望者全員の （学生は所得証明書各１通
除く）

市県民税世帯証※複数人が入居希望の場合は、
明書１通
③入居希望者全員の （学生は納税証明書各１通
除く）

応募者多数の場合、書類審査のうえ公開■選考方法：
抽選（申込人によるくじ引き）を行います。

７月２３日（水）午前１０時◇抽選日時・・・
西木庁舎 開発センター２階◇抽選場所・・・
農林研修室

７月３０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■問合せ先：
住宅公園係
TEL（４３）２２９５／FAX（４７）２１６６（代）
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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

①０５０４１－５８９２８１②会場係(常雇)パート労働者③不◆

◆問④１，０００～１，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１－５９６８８１②介護員(常雇)正社員以外③不問④

１３８，０００～１５５，６００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

ヘルパー２級以上 ①０５０４１－５９１６８１②介護職員【急◆

募】常雇(正社員)③不問④１３０，０００～１７０，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 准看護師以上又は介護福祉士、

２級ヘルパー以上 ①０５０４１－５９２９８１②フロント兼ウェ◆

ディングプラン(常雇)パート労働者③不問④６５０～８００⑤

仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－５９３５８１②◆

訪問介護員(常雇)正社員以外③不問④１３４，０００～１４２，

８００⑤仙北市⑥ホームヘルパー２級以上 ①０５０４１－５◆

９４４８１②接客、販売【２１：３０～】常雇(パート労働者)③不

問④８５０～８５０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０◆

４１－５９５７８１②配達スタッフ(常雇)パート労働者③不問④

９００～１，１００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０１◆

０－６９６７８８１②一般貨物運転手(常雇)正社員③１８歳～６

４歳(省令 号)④１７５，０００～２２０，０００⑤秋田市⑥旧普1
通自動車免許または新中型自動車免許（ＡＴ限定不可） ①◆

０５０１６－１５７６２８１②小売店販売員（コンビニ）常雇(パー

ト労働者)③不問④７００～７００⑤仙北市⑥不問 ①０５０１◆

０－６８５３７８１②賠償主事(常雇)正社員以外③不問④２８

０，３００～２８０，３００⑤横手市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０４０１０－２１６８１５８１②販売員(常雇)正社員以外③不問

④１２３，２００～１３２，０００⑤横手市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４０－１４９９３８１②警備員(臨時４ヶ月未満)正◆

社員以外③不問④１７６，０００～１７６，０００⑤大仙市⑥普

通自動車免許一種（通勤用） ①０５０１０－６８５７０８１②◆

（派）溶接業務(臨時４ヶ月以上)登録型派遣③不問④１３４，

９９２～１６８，７４０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０－１５０９８◆

８１②家具塗装工(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④１９

８，０００～１９８，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４０－１５１６４８１②工場作業員(臨時４ヶ月未満)パート

労働者③不問④６５０～６５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０◆

－１５１３６８１②(派）光学レンズの加工・検査(常雇)常用型

派遣③不問④１２９，１９５～１３７，８０８⑤大仙市⑥普通自

動車免許一種（通勤用） ①０５０４０－１５２３５８１②(派）電◆

子基板自動装着機オペレータ「横手市」常雇(常用型派遣)③

不問④１４８，５００～１５８，４００⑤横手市⑥普通自動車免

許一種 ①０５０４０－１５２４４８１②(派）機械組立「由利本◆

荘市」常雇(常用型派遣)③不問④１４９，６００～１５８，４００

⑤由利本荘市⑥普通自動車免許一種（通勤用） ①０５０４◆

０－１５０５９８１②看護補助者(臨時４ヶ月未満)正社員以外

③不問④１１５，７００～１２４，６００⑤大仙市⑥不問 ①０２◆

０３０－４５９５０８１②販売員【角館店】（準社員）常雇(正社員

以外)③３５歳以下(省令３号イ)④１７０，０００～１７０，０００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０６０－８８３１８１◆

②調理師見習(常雇)正社員③不問④１２４，２００～１４３，７

５０⑤横手市⑥普通自動車免許一種 ①０５０６０－８８７９８◆

１②検査業務(常雇)正社員③５９歳以下(省令１号)④１１４，

４００～１２３，２００⑤横手市⑥普通自動車免許一種（通勤

用） ①０５０６０－８８２２８１②一般事務員(常雇)正社員③◆

４０歳以下(省令３号イ)④１３０，０００～１３７，０００⑤横手市

⑥普通自動車免許一種（通勤用） ①０５０１０－６９２０３８１◆

②医療事務(常雇)正社員③不問④１５５，０００～１７５，０００

⑤秋田市⑥不問 ①０５０１０－６９７１９８１②臨床検査技師◆

(常雇)正社員③不問④２０５，０００～２４５，０００⑤秋田市⑥

臨床検査技師免許

※平成２０年６月１３日～６月１９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、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。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

第３回仙北市伝統芸能フェスティバル

この北浦地域に伝えられる伝統芸能を一堂に集めて
開催する当フェスティバルは、今年で通算１０回目と節
目の年を迎えました。
ゲストには、「葛根田田植踊り」と「八木巻神楽」の２

団体をお招きして行われます。是非、見に来てたんひ！
７月２０日(日)■期日：
開場 １１：３０ 開演 １２：００
仙北市民会館■会場：
前売券 ６００円 ペア券 １，０００円■入場券：

田沢湖図書館・田沢湖公民館・田口■入場券取扱所：
本店・たざわこ芸術村・ブックイン１０５・西木公民館・神
代支所・西木温泉クリオン

石神番楽保存会・石神稲穂太鼓会・生保■出演団体：
内田植踊り保存会・雪んこ会・生保内岡本新内保存会・
お山ばやし清友会・田口民謡会・日民田沢湖支部・田
沢おばこ保存会・角館高校お山囃子同好会・田沢湖龍
神太鼓保存会・中島弘子社中・佐藤令子社中・高橋キ
ヌ子社中
■ゲスト：
葛根田田植踊り（雫石町）・八木巻神楽（花巻市）

■問合せ：
仙北市伝統芸能フェスティバル実行委員会事務局

ＴＥＬ（４３）３１４３（仙北市民会館内）

「休暇村乳頭温泉郷」に名称変更

休暇村田沢湖高原は、７月１日から「休暇村乳頭温
泉郷」になります。
乳頭温泉郷に所在しながら、隣接地区名を名称にし

ていた為、お客様の誤解が多いことから名称変更しま
した。

ＴＥＬ（４６）２２４４■休暇村乳頭温泉郷：
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№６６-２平成２０年７月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

７月は国民健康保険税の納税月です

納税通知書は、７月中旬ごろに発送の予定です。

国保に加入している方の世帯の世帯主宛に送りま

す。（世帯主が他の保険に加入している場合でも、世帯

主宛にお送りします）

国保税が１０月の年金から天引き◆制度改正により、

される方がいます。

それは、次の条件に全部当てはまる方です。

①世帯主が国保の加入者である。

②世帯の国保加入者は全員６５～７４歳である。

③世帯主の年金が年額１８万円以上ある。

④世帯主の年金の年間手取額が、介護保険料と国

保税を天引きされても、２分の１を超える額がある。

上記の方は、平成２０年１０月より国保税が年金より

天引きされます。（７月～９月までは納付書などでおさ

めます）

※ただし、以下の①、②の両方に該当する方は、申し

出いただきますと、年金からの天引きではなく口座振

替に変更することもできます。

①これまで、国保税を滞納することなく納付していた方。

②いままで口座振替により納付していた方、または

これから口座振替により納付する方。

振替の口座を記入した申出書を、７月３１日までにお

出し下さい。 （用紙は税務課等提出先の窓口に備え付

けております）

※申し出の後、審査し、１０月の年金天引きを中止いた

します。なお、７月３１日以降に申し出しても、年金天

引き中止の手続きはできます。申し出の時期により
１２月以降の年金から順次手続きいたします。

仙北市税務課、角館・西木各地域センター■提出先：

総合窓口課、各出張所

ＴＥＬ（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

仙北市
スマイルバス臨時運行

夏休み期間中スマイルバスを臨時運行します。

子供たちのプール通いなど学校への通学にご利用く

ださい。

７月２３日（水）～８月１９日（火）※土日は運休■期間：

■運行経路、時刻：

角館駅前１２：３２→下菅沢１２：３４→菅沢ﾆｭｰﾀｳﾝ１２：

（ここから下延八３６→菅沢団地１２：３７→上菅沢１２：３８

角館駅前１２：４０→※警察署割第２系統第３便になります）

前着は１２：５０となります。

(仙北市指定管理者)■問合せ：（株）西宮家

ＴＥＬ（５２）２４３８

～夏の車内彩りキャンペーン実施中～

市民バス車内で「夏」を体感しませんか。カブトムシ

やヒマワリなど楽しい飾り付けをして、みなさまのご乗

ぜひ一度ご乗車ください！車をお待ちしています。

変わる！最低賃金法

秋田県地域別最低賃金（現行６１８円）より下回る賃

金を支払った場合の罰金額が５０万円（現行２万円）に

引き上げられます。

派遣労働者については、派遣先事業場に適用される

地域別（又は産業別）最低賃金が適用されます。

ＴＥＬ０１８（８８３）４２６６問合せ：秋田労働局賃金室

夏祭り手踊り発表会
～子供の手踊りと若い衆の太鼓と踊りの競演～

７月２０日（日）１２時３０分■日時：

かたくり館（八津駅から1分）■場所：

①千葉社中【西明寺】潟野手踊り教■出演予定団体：

室②藤原社中【角館】③中仙ドンパン【中仙】④龍神太

鼓【神代】⑤ヤートセ【秋田市】⑥その他 ※入場無

料、金魚すくいなどの出店あり

ＴＥＬ（４７）３５３５■問合せ：かたくり館
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公費の援助又は扶助を受ける
ために必要な証明書について

公費の援助を受けるための証明手数料が無料となります。

公費の援助を受けるためには、仙北市からの証明書の添

付が必要です。その場合の証明手数料は、仙北市民の方で

あれば無料となります。

証明を申請する際には、次の援助の申請をするために必

要と確認できる書類を、窓口にご提示ください。

１．特別児童扶養手当・児童扶養手当１

２．母子生活支援施設入所１

３．保育所保育料の助成（すこやか子育て支援事業）１

４．認可外保育所保育料の助成（すこやか子育て支援事業）１

５．福祉手当（経過措置）１

６．幼稚園保育料の減免・補助（すこやか子育て支援事業）１

７．幼稚園保育料の補助（就園奨励費）１

８．特定疾患医療受給者証更新１

９．未熟児養育医療給付１

１０．自立支援医療（育成医療）費支給

１１．特定不妊治療費助成

１２．特別障害者手当

１３．障害児福祉手当

TEL（４３）１１１７■問合せ先：仙北市税務課市民税係

TEL（４３）３３０７仙北市市民課市民係

自衛官募集 案 内

○２等陸・海・空士（男女）及び一般曹候補生

・受付期間：８月１日（金）～９月１０日（水）

・試験期日：９月２０日（土）
・受験資格：１８歳以上２７歳未満の男女

○航空学生

・受付期間：８月１日（金）～９月１０日（水）
・試験期日：一次試験：９月２３日（火）

・受験資格：１８歳以上２１歳未満の男女

○看護学生

・受付期間：９月８日（月）～９月３０日（火）
・試験期日：一次試験：１０月２５日（土）

・受験資格：高卒（見込含）２４歳未満の男女

■応募資格、試験期日等の問合せ：

大仙市大曲田町２１－５
自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所

ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３

<生徒説明会案内>
◎仙北市地区
・時期：平成２０年７月１３日（日）

午後２時から午後３時３０分
・場所：西木総合開発センター

２ 農林研修室F
・住所：仙北市西木町上荒井字古堀田４７

■連絡先（問い合わせ）
自衛隊秋田地方協力本部大仙地域事務所

ＴＥＬ０１８７（６３）１３１３

田

沢

湖

家 屋 調 査 に ご 協 力 下 さ い

新（増）築した建物につきましては、市役所税務課による「家屋調査」（訪問調査）を実施しております。

これは、固定資産税の課税の基礎となる課税標準額算定のために実施するものですので、Ｈ２０年建築

のものに限らず、まだ調査を受けていない家屋を所有されている方は、ご連絡をお願いいたします。

（土日曜日・祝祭日を除く９：００～１６：００）＜家 屋 調 査 期 日＞

期 日 地 区

７月 １日 ～ ７月１１日 角 雲沢地区１ １ １

７月１４日 ～ ７月２５日 館 中川・白岩地区１ １

７月２８日 ～ ８月 ８日 町 上記以外の地区１ １ １

８月１１日 ～ ８月２２日 西 上桧木内・桧木内地区１ １

８月２５日 ～ ９月 ５日 木 西明寺・小山田・門屋地区１ １ １

９月 ８日 ～ ９月１９日 町 上荒井・小渕野・西荒井地区１ １ １

９月２４日 ～１０月１０日 田沢・潟・生保内（高野・造道・石神・小先達・中生保内・１

田沢湖高原・水沢）地区

１０月１４日 ～１０日２４日 生保内（上記以外）・刺巻地区

１０月２７日 ～１１月 ７日 神代地区１

１１月１０日以降随時 全 地 区

※予めご都合の良い日時があればご連絡ください。

◎建物を取り壊された方へ

建物を取り壊されたときには、早めに窓口（税務課・各地域センター・各出張所）に備え付けの「建物

取り壊し申請書」に、必要事項をご記入の上提出してください。

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 固定資産税係家屋担当


