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№７５-1平成２０年１１月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

個人事業税（２期）の納期限は
１２月１日（月）です

お近くの銀行・郵便局・信用金庫・農協等で忘れずに
納付してください。

また、県内の金融機関（郵便局は不可）の預金口座
により、安心安全で便利な口座振替（※）納税制度があ

ります。「申込みハガキ」は県税部又は金融機関窓口

にありますので、ご利用ください。（※口座振替は、申込
みの翌年度からになります。）

秋田県仙北地域振興局県税部■問合せ：
TEL０１８７（６３）５２２２

警 察 官 募 集
平成２０年度警察官採用試験特別公募の実施について

昭和５４年４月２日から平成３年４月１日ま■受験資格：
でに生まれた男性で、大学を卒業した者、又は平成２１

年３月に大学を卒業する見込みの者

１１月２１日（金）まで■申込受付期間：
【一次試験】１２月１３日（土）、１４日（日）■試験日程：

【二次試験】平成２１年１月中旬

平成２１年２月上旬■最終合格発表：

受験案内・申込書等関係書類は配布中です。■その他：
仙北警察署、又は 寄りの交番・駐在所まで■問合せ先：

TEL（５３）２１１１仙北警察署 警務係

家庭用ホームタンクや配管の定期点検を！
うっかり閉め忘れ 要注意！！

原因は、積雪１２月～３月は灯油流出多発期間です。
などや落雪・除雪作業での配管損傷・閉め忘れ・老朽化

です。

川に油を流してしまうと、回収に１缶あたり５０万円程度

の費用がかかり、その費用は原因者の負担です。
器具の定期点検や、給油時油流出事故を防ぐために、

は目を離さないことを徹底してください。

※油流出事故を起こした時、また発見した時は、お近くの

消防署、警察、市役所、県や国の機関へ連絡願います。

国土交通省 湯沢河川国道事務所 河川管理課■問合せ：

TEL０１８３（７３）５３４０

※仙北市農業委員会委員一般選挙情報
が２～３ページに掲載されています

仙北市 市営住宅入居者募集

～１２月１０日（水）まで■募集期間：

■募集住宅：

（築３８年）／角館町西下タ野２８岩瀬住宅９-５

２ＬＫ ２階建 駐車場なし

月額家賃７３００円から（所得額による）,
（築１２年）／角館町雲然荒屋敷４０９さくらぎの里Ａ-１-２

３ＬＤＫ ２階建 月額駐車料金２０００円（１台分）,
月額家賃２３ １００円から（所得額による）,

（築５年）／ニュータウン塚野腰１４-西
西木町小渕野字西田１２４

３ＬＤＫ 平屋建 月額駐車料金１０００円 (２台分),
月額家賃２２ ６００円から（所得額による）,

（築４年）／西木町桧木内字松葉２４７３松葉住宅西-２０２ -
２ＬＤＫ ２階建の２階部分

月額駐車料金１０００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。

※岩瀬住宅を除き、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。
※岩瀬住宅については、一度、部屋の現況を見ていただ

きますので事前にご連絡ください。

次の①～⑤までの条件に全てあてはまること。■入居資格：
ただし、松葉住宅については①及び②の条件を除きます。

①現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

（婚姻の予約者を含む）

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。

⑤暴力団員でないこと。
※市外在住の方でも入居可能です。

※不明な点は、事前に都市整備課へご連絡ください。

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ください。（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、桧木内出張所
◇添付書類

①入居希望者の世帯の住民票謄本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■選考方法：
抽選（申込人によるくじ引き）を行います。

◇抽選日時：１２月１６日（火）午前１０時

◇抽選場所：西木庁舎 開発センター２階 農林研修室

１２月２２日（月）から入居可能です。■入居時期：
仙北市 都市整備課 住宅公園係■問合せ先：

ＴＥＬ（４３）２２９５／ＦＡＸ（４７）２１６６
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が仙北市農業委員会委員一般選挙

本年 月 日（日） 告示 月 日（日） 投開票１２ ７ １２ １4に 、 に

の予定です。
今回の選挙は、合併前の旧町村単位で実施されます。

（下記の条件をすべて満たし、農業委員会委員選挙人名簿に登録されている方）◇選挙権の要件
〈住所〉仙北市に住所を有している方

〈年齢〉平成２０年３月３１日現在で満２０歳以上に達している方

※①または②のいずれかの要件を満たしている方〈耕作の業務〉

① １０アール以上の農地を耕作している方

② ①の同居の親族またはその配偶者で、耕作従事日数が年間６０日以上と農業委員会が認めた方

１２月 日（日）◇投・開票予定日 １４
投票は、 から まで、 開票は、 からの予定です。午前７時 午後６時 午後７時３０分

選 挙 区 開 票 会 場 投 票 所

第１選挙区（田沢湖地域） 田沢湖総合開発ｾﾝﾀｰ大集会室

第２選挙区（角館 地域） 角館庁舎大会議室 後述一覧表のとおり

第３選挙区（西木 地域） 西木総合開発ｾﾝﾀｰ集会室

◇期日前・不在者投票について

から まで期日前・不在者投票のできる期間 １２月 日 １２月 日８ １３
※投票日当日に仕事などのために投票所へ行くことのできない方は期日前・不在者投票をご利用ください。

なお、入場券がお手許に届いている場合は、ご持参ください。

は次により行うことができます。①期日前投票

（投票受付時間は午前８時３０分～午後８時まで）

第１選挙区（田沢湖地域）の投票区の方は、仙北市役所田沢湖庁舎

第２選挙区 角館地域 投票区の方は、仙北市役所角館庁舎（ ） の

第３選挙区（西木地域） の投票区の方は、仙北市西木総合開発ｾﾝﾀｰ

は、お早めに請求してください。②他の市区町村で不在者投票を行う場合
（１１月２８日から仙北市役所田沢湖庁舎・角館庁舎・西木庁舎の各窓口に請求書を準備します。）

は、病院等の担当者におたずねください。③不在者投票のできる病院等で行う場合

１２月８日を予定しています。◇入場券の発送は
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◇立候補予定者説明会等の開催について

次のとおり農業委員会委員一般選挙の立候補予定者説明会を開催しますので、立候補を

予定している方はご出席ください。

１．立候補予定者説明会

日 時 平成２０年１１月２６日（水）午前１０時００分

場 所 仙北市役所田沢湖庁舎３階 第１会議室

２．立候補届出書類事前審査

日 時 平成２０年１２月３日（水） 午前１０時００分～午後５時００分

場 所 仙北市役所田沢湖庁舎３階 第４・５会議室

◇選挙区別の投票所一覧表

第１選挙区（田沢湖地域） 第２選挙区（角館地域） 第３選挙区（西木地域）

投票区名 投票所名 投票区名 投票所名 投票区名 投票所名

市役所田沢湖庁舎 市役所角館庁舎 西木総合開発ｾﾝﾀｰ期日前投票所 期日前投票所 期日前投票所

上田沢 打野会館 角館 健康管理ｾﾝﾀｰ 戸沢 戸沢部落集会所

下田沢 前通会館 西 角館中学校 上桧木内 紙風船館

先達 先達会館 黒森 川崎文化振興会館 粟掛 三共集落会館

石神 石神会館 高屋 高屋住民会館 中里 中里児童館

宿 男坂町内会館 川原 中川集落ｾﾝﾀｰ 桧木内 桧木内地区公民館

向生保内 手倉野相内端会館 雲然 雲沢集落ｾﾝﾀｰ 西根 久保生活改善ｾﾝﾀｰ

刺巻 刺巻地区会館 八割 八割ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 潟野 潟野十二峠部落会館

潟 潟文化ｾﾝﾀｰ 下延 下延ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 西明寺 堂村部落会館

小松 羽根ヶ台会館 高森 高森部落会館 小山田 堀之内部落会館

東前郷 東前郷生活総合ｾﾝﾀｰ 中泊 西長野交流ｾﾝﾀｰ 門屋・上荒井 西木公民館

岡崎 岡崎生活総合ｾﾝﾀｰ 白岩 白岩小学校 小渕野 山崎部落会館

神代 田沢湖福祉医療ｾﾝﾀｰ 薗田 下花園集会所 西荒井 西荒井部落会館

梅沢 森腰構造改善ｾﾝﾀｰ 広久内 内沢林業会館広久内会館

卒田 卒田会館

お問い合わせは 仙北市選挙管理委員会 ＴＥＬ４３－１１５０ まで
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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 ９５７５８１②一般土木作業員【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 玉掛技能者

車輌系建設機械尚可 ①０５０４１ ９５８４８１②接客◆ -
係【急募】常雇(パート労働者)③不問④８００～８００⑤

仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９５９７８１②販売(臨時４ヶ◆ -
月以上)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤横手市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９６００８１②一般◆ -
作業員(常雇)正社員③不問④１６０，０００～２００，００

０⑤仙北市⑥車両系整地掘削用運転 運転技能講習

修了証 大型自動車免許一種 大型特種自動車一

種 ①０５０４１ ９６１３８１②販売(常雇)パート労働者◆ -
③不問④６５０～７５０⑤横手市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０４１ ９６２６８１②電子部品、機械設計技術◆ -
者(常雇)正社員③不問④１４６，０００～１８６，０００⑤
仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９６３９８１◆ -
②介護員(常雇)パート労働者③不問④７００～１，２００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ヘルパー２級以上

①０５０４１ ９６４５８１②土木施工管理技士(常雇)正◆ -
社員③不問④１８０，０００～２２０，０００⑤仙北市・大

仙市⑥普通自動車免許一種 土木施工管理技士１級

土木施工管理技士２級 ①０５０４１ ９６５４８１②介◆ -
護支援専門員(常雇)パート労働者③不問④８５０～１，

０００⑤仙北市⑥介護支援専門員 ①０５０４１ ９６６７◆ -
８１②看護師・准看護師(常雇)パート労働者③不問④

１，２００～１，８００⑤仙北市⑥看護師または准看護師
①０５０４１ ９６７８８１②塗装工(常雇)正社員③不問◆ -

④２９９，０００～２９９，０００⑤大仙市⑥塗装技能士（１

◆級）または鋼橋塗装技能保持者※両方あれば尚可

①０５０４１ ９６８２８１②看護師(常雇)正社員③不問④-
２０４，１６０～２２１，７６０⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種看護師または准看護師 ①０５０４１ ９６９１８１◆ -
②販売員(常雇)正社員③不問④１２１，０００～１５５，０
００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９７◆ -
９３８１②クリーニング工(常雇)パート労働者③不問④６

４０～６４０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１ ９７１９８１②◆ -
ダスキン業務全般及びその他事(常雇)パート労働者③
不問④６３０～１，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一

種（ＡＴ限定不可） ①０５０４１ ９７２５８１②技術職(常◆ -
雇)正社員③不問④１８３，６３８～２２３，６３８⑤仙北市

⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ９７３４８１②看護◆ -
職員【急募】常雇(正社員)③不問④１５０，０００～１８

０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 准看護師

以上 ①０５０４１ ９７４７８１②掃除、洗い場係(常雇)◆ -
◆パート労働者③不問④６２９～７６３⑤仙北市⑥不問

①０５０４１ ９７５８８１②看護職員【急募】常雇(正社員)-
③不問④１５０，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自

動車免許一種 准看護師以上 ①０５０４１ ９７６２８１◆ -
②コンビニエンスストア店員【急募】常雇（パート労働

者）③不問④６５０～８１２⑤仙北市⑥不問 ①０５０４◆

１ ９７７１８１②惣菜係【急募】常雇（パート労働者）③不-
問④６５０～６５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ９７８０◆ -
８１②鮮魚係【急募】常雇（パート労働者）③不問④６５

０～６５０⑤仙北市⑥不問 ①０４０１０ ３８４０８８８１②◆ -
（派）電子回路設計〔仙北市〕常雇（常用型派遣）③５９
歳以下（省令１号）④２２０，０００～３１０，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０４０１０ ３８３８４７８１◆ -
②（派）機械設計〔仙北市〕常雇常用型派遣③５９歳以

下（省令１号）④２０５，０００～３１０，０００⑤仙北市⑥
普通自動車免許一種 ①０２０３０ ９１２３９８１②販売◆ -
員【角館店】準社員（常雇）正社員以外③３５歳以下（省

令３号のイ）④１７０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥普

通自動車免許一種（ＡＴ限定可）

※平成２０年１０月３１日～１１月６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ＴＥＬ（５４）２４３４
さい。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

心のバリアフリー講演会

再評価カウンセリング（お互いの気持ちを聞きあう）・

ピアカウンセリング（障害当事者同士がお互いに平等
な立場で話を聞きあう）の第一線で活躍されている安

積遊歩さんを講師に迎え、講演会を開催します。興味

のある方はぜひご参加ください。お待ちしております。

１１月３０日（日）１３時～１６時■日時：

ルポールみずほ（旧みずほ苑）■場所：
１００名 ※参加費無料■定員：

１１月２５日（火）まで■参加受付：

ＴＥＬ０９０（９６３０）０９９３■問合せ：秋田ＲＣの会 鐙屋

すてきなお産と楽しい子育ち

鈴木さんのお話しを聞くと、子育てに自信が持てます。
育児本には書かれていない、育児のヒントがいっぱいで
す。鈴木さんと一緒に、おしゃべりしましょう。

１１月２６日（水）■日時：
〔講演〕１０：００～１０：５０ 〔座談会〕１１：００～１２：００

角館交流センター 和室■会場：
助産師 鈴木悠子さん■講師：
２５名（要予約）■定員：

※託児をご希望の方は１１月２０日までにご予約ください。
一般５００円 会員４００円■参加費：

ピッカブー赤ちゃん会事務局■申込・問合せ：
TEL ０９０（６６８６）７３０１千葉
TEL ０９０（７０７９）８１２９伊藤
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時間外窓口開設のお知らせ

日中、仕事などで税金を納めることができない方のため

に、夜間納税窓口を開設します。

また、諸事情により納期限までに税金を納めることが困

難な方のために、納税相談窓口も併せて開設します。

固定資産税第４平成２０年度１２月１日納期限の税目は

期、国民健康保険税第５期、後期高齢者医療保険料（普

です。通徴収）第５期

１２月１日（月）１７：１５～１９：００■開設日時：
※開設時間内にご都合がつかない場合は、事前にご連絡
をください。

田沢湖庁舎・・・税務課■場所：
角館・西木庁舎・・・総合窓口課

※正面玄関よりお入りください

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課納税係

※多重債務に関する相談も随時行っておりますので、
ご遠慮なく来庁、またはご連絡ください。

地域の活性化を語ろう！

「内陸線フォーラム」

首都圏で活躍している文化人（橋本五郎さん、山王

丸和恵さん）、内陸線支援団体の代表と、地域の活性

化について語りませんか。参加は無料です。

１１月２３日（日）１０時２０分～正午■日時：

打当温泉マタギの湯マタギホール（北秋田市）■会場：

先着１００名様■定員：

１１月２０日（木）■申込締切：

■パネラー（予定）：

橋本五郎氏（読売新聞特別編集委員・三種町出身）

山王丸和恵氏（日本テレビプロデューサー・秋田市出身）

佐藤信夫氏（内陸線の存続を考える会会長）

鈴木定平氏（内陸線を守る会会長）

（平日９時～１７時受付）■問合せ・申込先：

秋田内陸線地域活性化推進委員会

TEL０１８６（８２）３２３１

FAX０１８６（８２）３７９３

仙北市 自衛官募集 案 内

○自衛隊生徒

・受付期間：～平成２１年１月６日（火）まで

・試験期日：一次試験：平成２１年１月１０日（土）
一次試験合格発表：１月１９日（月）

二次試験：平成２１年１月２３日～２６日の１日

・受験資格：中学卒業（見込含む）１５歳以上１７歳未満の者

■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

第４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、

電子メールなどの基本部分
初心者■対象：
１２月３日（水）、４日（木）、１０日（水）、１１日（木）■日時：
午後１時～４時

＜ワード2003 まだ間に合う年賀状！＞（２日間）

基本操作を習得している方■対象：
１２月１７日（水）、１８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（※テキスト代として基本操作６００円、■受講料：
ワード２００円）

各３０名■定員：
仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９

健康講話のお知らせ

お腹回りが気になりませんか

今年から始まった、特定健診はどうでしたか。

おなか回りのサイズ、内臓脂肪等色々と気になることば

を聞くことが多くなりましたね。
では、どうしたらメタボリックシン

ドロームを予防して、より元気な

毎日が送れるのでしょうか。

市川先生の健康講話でその
ポイントをつかんでみませんか？

なお、参加される方は、当日会場においでください。

メタボリックシンドロームの予防について■テーマ：

１２月３日(水) １３：３０～１５：００■日時：

西木保健センター(クリオン隣)■場所：
西明寺診療所々長 市川晋一先生■講師：

ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課
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心もあったまる冬の健康講座

『水中ウォーキング教室』参加者募集

仙北市と仙北地域振興局の主催で、運動不足になり

がちな冬に『水中ウォーキング教室』を温泉入浴とセッ
トで開催します。ぜひご参加ください。

１２月１０日(水)１３：３０～１６：３０■開催日時：

大仙市 西仙北ぬく森温泉ユメリア■開催場所：

（ユメリアまでバスで移動します）■集合場所・時間：
田沢湖地区 田沢湖総合開発センター前 １１：２０

西木地区 西木総合開発センター前 １１：５５

角館地区 仙北市健康管理センター １２：１５
水中ウォーキング教室と温泉利用の健康づくり講■内容：

話・温泉入浴

仙北市内在住の成人男女■対象者：

２０名■参加定員：
無料■参加費：

水着・キャップ（レンタルは有料です）、入浴用具■持ち物：

昼食は、各自で済ませてください。■その他：

参加者は無料で入浴いただけます。
１２月１日（月）■申込締切：

仙北市教育委員会 生涯学習課■申込・問合先：

TEL（４３）３３８３ FAX（５４）１７２７社会体育係

＜男女共同参画社会づくり基礎講座＞

元気の出るおらほの食材講座

～“ホッ”とスープでハッピーコミュニティ～

羽後町西馬音内にある古民家をオウザン村カフェ・
レストランに甦らせた起業家・榎本鈴子さんの講演と、

地場産野菜を使ったスープ作りを行います。美味しいで

すよ！
１１月２４日（月）１３：３０～１５：３０■日時：

美郷町六郷保健センター■会場：

秋田県南部男女共同参画センター■事務局：

TEL０１８２（３３）７０１８（横手市神明町１－９）

美郷町役場総務課まちづくり班■申込先：

ＴＥＬ０１８７（８４）１１１１
(１１／１号再掲)

無料社交ダンス講習会

１１月２１日（金）、２８日（金）■日程：

１２月５日（金）、１９日（金）
１９：３０～（１９：００～受付）■時間：

西木公民館■会場：

ジルバ、ルンバ、チャチャチャ、ワルツ■種目：

市内在住、又は近辺の初心者。■対象：
年齢・性別問わず

ソシアルダンスクラブ 高橋■連絡先：

TEL（５７）２７２４
(１１／１号再掲)

展 覧 会 の ご 案 内

郷土秋田に集う■展覧会名： ◇
（ぶな）の会 ２００８ ◇橅

首都圏を舞台に活躍する秋田県出身作■展示内容：
家の作品２０点を展示。日本画、洋画、工芸等と作品

のジャンルは様々。

平福記念美術館 第２展示室■会場：

～１１月３０日（日）まで（会期中は無休）■会期：

大人３００円 小人２００円■入館料：
仙北市民は無料

平福記念美術館■問合せ：

ＴＥＬ（５４）３８８８／ＦＡＸ（５４）３８９０

来年の干支飾りを作ろう！

来年の多幸を願い、きめこみパッチワークの「干支飾
り」を作りませんか。楽しく簡単に作れます。

１２月８日（月） １３：００～１６：００■日時：
角館公民館 研修室１■場所：

１，５００円■材料費：
はさみ、目打ち■持参するもの：

１５名■募集人員：
１１月２８日（金）まで角館公民館へ■申込先・問合せ：

ＴＥＬ（５４）１１１０電話で申込みください。

中国伝統楽器「二胡」の演奏会

心に響き渡る二胡の生演奏を聴いて、秋の余剰を感

じてみませんか。

１２月４日（木）１４：３０～１５：３０■日時：
田沢湖総合開発センター２階 農林研修室■会場：

陳為さん（岩手県紫波町在住）■奏者：

二胡による演奏（８曲）、体験演奏■内容：

※当日１３：３０から行われている「中国語講座」の一部
を皆さんに開放するものですので、１４：３０までは教

室に入らないようにお願いします。

ＴＥＬ０１８（８６０）２２６４■問合せ：秋田県観光課

１２月１日は「世界エイズデー」です

大仙保健所では、エイズや性感染症に関する相談・検

査を実施しています。検査は無料です。

検査希望の方は事前申し込みが必要です（匿名可）。

毎月第１・３木曜日■相談日：

１２月 ４ ９：００～１０：３０、１７：３０～１９：３０日

１２月 ８ ０：００～１１：３０、１７：３０～１９：３０１ 日 １

大仙保健所■会場：

当日お伝えします（所要時間１時間程度）。■検査結果：

肝炎ウイルス検査（Ｂ型、Ｃ型）もできます。■その他：

大仙保健所 健康・予防班■問合せ・申込：

ＴＥＬ０１８７（６３）３４０３


