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№７７平成２０年１２月１５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

◎２月から申告相談が始まります

平成２１年１月１日現在、仙北市に住んでいる方は、

仙北市に前年（平成２０年１月１日から１２月３１日まで）

の収入の状況を申告することになっています。

＜申告の準備をお願いします＞

給与や年金のほかに、農業や事業を行っている方や、家賃・

地代・小作料・受取保険金・譲渡所得（土地、建物を売った方）
など、他に収入がある方は申告しなければなりません。

２月初旬から申告相談を行いますので、早めの準備をお願

いします。

（注）収入がない場合でも、１８歳以上の方は住民税
申告が必要です。

詳細については、１月の市広報をご覧ください。

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

第４回 仙北市新春書き初め大会

仙北市の３公民館（田沢湖・角館・西木）主催の書き

初め大会を開催します。新年の新たな気持ちを筆に込

めて…。皆様のご参加をお待ちしております。

平成２１年１月６日（火）■日時：

９時～受付、１２時終了予定

角館交流センター■会場：

小中学校は書友社の■課題：

新年書初手本

高校・一般は自由課題

無料■参加費：

書道用具、下敷き（用紙は当日配布）■持ち物：

１２月２２日（月）■申込〆切：

寄りの公民館へ（電話での申込み可）■申込み・問合せ：

氏名・年齢(学年)・住所・電話番号をお知らせください。

TEL（４３）１０６１田沢湖公民館

TEL（５４）１１１０角館公民館

TEL（４７）３１００西木公民館

※田沢湖、西木地区は送迎バスを用意いたしますの

で、時間等はお問い合わせください。

仙北市
市立田沢湖病院
土・日・祝日・年末年始は急病患者に

対応しております！

１２月２７日～１月４日まで年末年始の休診となりま
すが、土曜・日曜・祝日と同じく、午前８時３０分～午後
５時１５分まで急病やケガの患者さんへの診療をおこな
います。

いつも飲んでいるお薬が必要な方は、年末年始の前
に受診してください。

TEL（４３）１１３１■ 市立田沢湖病院問合せ：

出産育児一時金が引き上げられます

平成２１年１月から、産科医療保障制度に加入して
いる分娩機関で出産した場合、出産育児一時金が現

行の３５万円から３８万円に引き上げられる予定です。

詳細は、市民課国保年金係へお問い合わせください。

TEL（４３）３３０７■問合せ：市民課国保年金係

定額給付金詐欺注 意！

①市区町村や総務省などがＡＴＭ（現金自動支払機）
絶対にありません。の操作をお願いすることは、

②ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んで
絶対にできません。もらうことは

③市区町村や総務省などが、「定額給付金」の給付の
絶対にために、手数料などの振込を求めることは

ありません。
④現時点で、市区町村や総務省などが、住民の皆様

の世帯構成や銀行口座番号などの、個人情報を問
絶対にありません。い合わせすることは

怪しい電話や郵便が届いたら、迷わず、警察にご連絡
仙北警察署 TEL（５３）２１１１ください。

小野崎家駐車場の冬季駐車について

いよいよ降雪の時節になりました。小野崎家駐車場
は、これから除雪作業がおこなわれることになりますの
で午後１０時から午前７時までは駐車をしないようご協
力お願いいたします。
※日頃、休日や早朝に駐車場の清掃やゴミ拾いに御

協力いただいた皆様ありがとうございました。

TEL（５４）１１１０■問合せ：角館公民館

製造事業所の皆様へ

工業統計調査にご協力ください

経済産業省では、平成２０年工業統計調査を１２月３１
日現在で実施いたします。

工業統計調査は、製造業を営む全事業所を対象として

調査するものです。１２月から１月にかけて調査員がお伺

いします。調査票の内容については、統計法に基づき秘
密が厳守されますので正確な記入をお願いします。

TEL（４３）１１１２■問合せ：仙北市企画政策課情報統計係
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『サンタ列車』秋田内陸線
&『新春雪見列車（お座敷 』）

『サンタ列車』

列車内をクリスマスツリーやモールで飾り、

運転士と車掌がサンタクロースに変身しま
す。毎年子供たちに大人気のサンタ列車に

ぜひご乗車ください！

１２月２０日（土）～１２月２５日（木）■期間：

角館駅１１：１０⇒鷹巣駅１３：０９（もりよし２号）■時間：
阿仁合駅９：３２⇒角館駅１０：４０（もりよし１号）

鷹巣駅１４：０１⇒角館駅１６：０１（もりよし３号）

『新春雪見列車（お座敷）』

内陸線で人気が高いお座敷車両を、ご家族や個人

でもお気軽にご利用いただけるよう、新春企画として毎
日運行します。お座敷車両と山里の冬景色を楽しんで

みませんか。

１月１日（木・元旦）～１月１２日（月・成人の日）■期間：
角館駅１１：１０⇒鷹巣駅１３：０９（もりよし２号）■時間：

阿仁合駅９：３２⇒角館駅１０：４０（もりよし１号）

鷹巣駅１４：０１⇒角館駅１６：０１（もりよし３号）

不要。急行停車駅から通常運賃で乗降自由。■申込：

１■問合せ：秋田内陸線本社 ℡０１８６（８２）３２３

蕎麦打ちと今一番大切な食べ物のお話
そ ば

地元田沢湖産のそば粉を使った

蕎麦打ちと、食べ物についての

お話を聞く会を開催します。

冬休み 後の土曜日、親子

で蕎麦打ちを楽しんでみませんか。

１月１０日（土） 受付９：３０～■開催日：

◇１０：００～ 蕎麦打ちを楽しもう

(講師：たざわこ地そば振興組合)

◇１３：３０～ 講演会「食べ物ってこわいもの？」

(講師：泉牧子先生 JA能代山本職員）

１家族１，５００円（大人１人１，０００円）■体験会費：

※包丁を使うので、親子での参加をお願いいたします。

エプロン、バンダナ等、おわん、おさら、おはし■持ち物：

田沢湖健康増進センター（市立田沢湖病院隣）■会場：

１２月２２日（月） ※講演会は申込み不要です。■申込締切：

ＴＥＬ（４４）２１１５■問合せ：神代小学校教頭：高橋

ＴＥＬ０９０（１０６６）３０８３生保内中学校母親委員：菅原

１００キロマラソンが放映されます

１２月２３日（火）１８：１０～１８：４５分間の予定■放映日時：

ＮＨＫ総合 《ホリデーにっぽん》■ＴＶ局：

「１００キロにかける～秋田内陸１００キロマラソン」

田沢湖スキー学校 イベント情報

今年も、盛り沢山のイベントで皆さまをお待ちしております。

◇１／１０Ｊｒバッジテスト・スキーバッジテスト

◇１／１７・１８、 ２／１４・１５コブキャンプ

テクニカル・クラウン プライズテスト

◇１／２４・２５、 ２／２１・２２、 ３／１５

◇１／２４・２５、 ３／７・８匠キャンプ

◇２／８、 ３／２２ボードバッジテスト

◇２／１５、 ３／１、 ３／１５スキーバッジテスト

◇２／２１、 ３／２０こどもまつり

◇３／２４・２５Ｊｒレーシングキャンプ

田沢湖スキー学校■問合せ：
TEL（４６）２６５３ FAX（４６）２６６１

コミック・絵本 お譲りください

西木公民館図書室にコミックコーナー・絵本コーナー
を設置するにあたり、読み終えてねむっているコミック・
絵本がありましたら無料でお譲りください。

１２月～２月末■収集期間：
西木公民館へお持ちください。■収集方法：
（来館できない方はご連絡ください）

TEL（４７）３１００■問合せ：西木公民館
（１２／１再掲）

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
（１１／１５再掲）

地上デジタルテレビ放送の試験電波を発射

地上デジタルテレビ放送中継局が、角館（太平山）・

田沢湖（熊ノ台）・西木（堂村）に完成し、１２月８日（角

館、西木）、９日（田沢湖）から試験電波が発射されてい
ます。開局までに調査等により試験電波が停止するこ

とがあります。

なお、開局は平成２１年１月中旬ころの予定です。
TEL（４３）３３８３■問合せ：仙北市教育委員会生涯学習課

訂 正 と お 詫 び

「 」１２月１日号に フラワーアレンジメント教室
について掲載いたしましたが、講師：太田千草さん”（太
田生花店）”とありましたが、”（太田草苑）”の誤りでした
ので訂正してお詫び申し上げます。
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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 １０２０１８１②サンプリングスタッフ(臨時４ヶ月未満)パ◆ -
ート労働者(アルバイト）③不問④１，０００～１，０００⑤大仙市⑥雇

用期間１２／１３～１／１２ ①０５０４１ １０２５５８１②学校事務補◆ -
助(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④１，０３４～１，０３４⑤仙

北市⑥不問 ①０５０４１ １０２６４８１②調理係(臨時４ヶ月以上)正◆ -
◆社員以外③不問④１６５，０００～２０９，０００⑤仙北市⑥調理師

①０５０４１ １０２９２８１②商品品出し、清掃係(常雇)パート労働者-
③不問④７００～１，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ １０３０３８１②商品品出し、レジ係(常雇)パート労働者◆ -
③不問④８００～１，０００⑤仙北市・大仙市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ １０３１６８１②看護師(常雇)正社員③不問④１３５，０◆ -
-００～１５７，０００⑤仙北市⑥看護師または准看護師 ①０５０４０◆

２８７８６８１②ミシン工(常雇)正社員③不問④１２０，９６０～１２０，９

６０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １０３４４８１②接客サービス(常◆ -
雇)パート労働者③不問④７００～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４◆

１ １０３７２８１②接客、販売【１７：００～】常雇(パート労働者)③不問-
④６３０～６３０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ １０６◆ -
６９８１②サービススタッフ（急募）常雇(パート労働者)③不問④７５０

～７５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１ １０６８４８１②サービススタッ◆ -
フ（急募）臨時４ヶ月未満(パート労働者)アルバイト③不問④６５０～

６５０⑤大仙市⑥雇用期間１２／２１～１／２０（高校生アルバイト

可） ①０５０４１ １０４２４８１②営業社員【急募】常雇(正社員)③不◆ -
◆問④１５６，５００～２０９，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１ １０４３７８１②営業（生命保険販売）常雇(正社員)③不問-
④１０６，０００～１０６，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①◆

０５０４１ １０６５６８１②看護師又は准看護師(常雇)正社員以外③-
不問④１７５，０００～２２０，０００⑤仙北市⑥看護師又は准看護師

①０５０４１ １０４５２８１②販売店員(常雇)パート労働者③不問④◆ -
６４０～６４０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１ １０５１７８１②レストラン◆ -
ホール担当【１１：００～】常雇(パート労働者)③不問④６５０～８００

⑤仙北市⑥普通自動車免許一種尚可 ①０５０４１ １０５２８８１②◆ -
レストランホール担当【１５：００～】常雇(パート労働者)③不問④６５

０～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種尚可 ①０５０４１ １０５◆ -
３２８１②調理補助担当【１５：００～】常雇(パート労働者)③不問④６

５０～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種尚可 ①０５０４１ １０◆ -
５４１８１②調理補助担当【１１：３０～】常雇(パート労働者)③不問④

６５０～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種尚可 ①０５０４１ １◆ -
０５５０８１②レストランホール担当【急募】常雇(正社員)③不問④１２

０，０００～１８０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 大型自

動車免許一種尚可 ①０５０４１ １０５６３８１②販売員(常雇)正社◆ -
員③不問④１２５，０００～１５０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許

一種 ①０５０４１ １０５７６８１②重機オペレーター及び土木作業◆ -
(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④１６５，０００～１７６，０００⑤

大仙市⑥普通自動車免許一種 車両系建設機械 ①０５０４１ １◆ -
０５８９８１②ホール・カウンターでの接客サービス(常雇)パート労働

者③不問④１，０００～１，１５０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４１ １０５◆ -
９５８１②食堂係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１３８，６００

～１９８，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １０６０８８１②フロント◆ -
予約係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不問④１３８，６００～１９８，

０００⑤仙北市⑥不問

※平成２０年１１月２８日～１２月４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

必ずチェック最低賃金使用者も労働者も

１１月２日から 低賃金が変わりました。「時間額６２９円」
秋田県 低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県

内すべての労働者に適用され、労使合意の上であった
としても、 低賃金以上の賃金を支払わないと、 低
賃金法違反で処罰されます。

TEL０１８（８８３）４２６６■問合せ：秋田労働局賃金室

「特別慰労品」贈呈の受付が終了します

締め切りは平成２１年３月３１日です。
外地からの引揚者（引揚者）、恩給などを受けていない

旧軍人（恩給欠格者）、シベリアなどで強制抑留された方
（戦後強制抑留者）に、『特別慰労品』を贈呈しています
（本人からの請求に基づいて贈呈され、遺族からの請求は
できません）
「引揚者」は、終戦の日まで引き続き１年以上外地で生

活していて、戦後引き揚げてきた家族全員が対象です。
請求書等は、仙北市福祉事務所社会福祉課、角館・田

沢湖地域センターの窓口にあります。未請求の方は早急
に申請してください。
資格要件等の問い合わせは、独立行政法人平和祈念

事業特別基金まで（請求に関する「お問合せ」や「ご相談」
は無料です。月～金、９：１５～１７：１５、土・日・祝日休）

０１２０（２３４）９３３■無料電話：

～高齢者のためのパソコン実務講習～

平成２１年１月１４日（水）～２７日（火）■期日：
（土日を除く）

仙北市総合情報センター（角館町田町上丁２３）■会場：

秋田県内在住で、就職、就業を希望する６０歳台■対象：

前半層を中心とした高齢者の方でパソコン操作のできる方
※定員２０名。受講料・テキスト代は無料。交通費、昼

食等は受講者負担。

■申込・問合せ：
TEL（５４）２４３４ハローワーク角館
TEL（５５）１６４６（社）仙北市シルバー人材センター

※このほか、県内各地でさまざまな技能講習が行わ
れます。詳しくは、仙北市シルバー人材センターま
たは主催の秋田県シルバー人材センター連合会

へお問い合わせください。TEL０１８（８８８）４６８０
（１２／１再掲）
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仙北市 開催消 防 出 初 式
について及び 交 通 規 制

新春恒例の仙北市消防出初式が１月６日（火）に開催さ

れ、田沢湖庁舎から田沢湖市街地を通り、仙北市民会館
まで消防団員、消防車両、ラッパ隊、バトンガールによる

分列行進が行われます。

市民会館前では、分列行進隊の観閲式や市長と消防
団長による餅撒きが行われ、ご希望があれば、はしご車

の体験乗車も出来ます。ぜひ日夜仙北市の防火・防災に

努力している、仙北市消防団の応援にお越しください。

開催日：１月６日（火）■出初式日程：
◇団員集合：１１時４５分 田沢湖庁舎前
◇人員報告：１１時５０分
◇分列行進：１２時００分
◇式 典：１３時１５分 仙北市民会館

※分列行進やはしご車の体験乗車は、悪天候の際は中
止する場合もあります。

※市長による観閲については、１２時３０分頃から市民会
前にて開始します。その後、はしご車からの餅撒きを行

います。

※分列行進予定道路沿いの皆様は、ぜひご声援をよろし

くお願いします。

１２時００分～１３時００分（分列行進の間）■交通規制：
◇車両通行止め：松月～男坂通り～営林署角十字路

◇片側通行：田沢湖庁舎～秋田銀行前十字路～松月

営林署角十字路～市民会館付近
※周辺の皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけ

しますが、ご協力をお願いします。

TEL（４３）３３０８■問合せ：仙北市環境防災課

「夜間納税窓口」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。

市県民税第４期、国平成２１年１月５日納期限の税目は

民健康保険税第６期、後期高齢者医療保険料（普通徴
です。口座振替日も納期限日と同日ですの収）第６期

で、前日までに残高をご確認くださるようお願いします。

１２月２５日（木）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。

仙北市環境保全センター
年末年始のごみの受け入れ

仙北市環境保全センターでは、

まで１２月２９日（月） ８：３０～１５：００
を受け付けます。ごみの搬入

新年は、 から平常通り受け付けます。１月５日（月）

■問合せ
仙北市環境保全センター

TEL（５４）３３０５

（１２／１再掲）

除雪作業への協力をお願いいたします

１．車道への雪出しは止めましょう
交通事故や交通渋滞の原因になります

２．路上駐車は止めましょう
１台でも大迷惑！道路はみんなが利用しています

３．玄関先から道路へ出る間口は各家庭で
間口の確保は利用目的にあわせて

各家庭で力をあわせて除雪しましょう

４．流雪溝は時間を守りましょう
時間・ルールを守らないと詰まる原因になります

危険防止のため、投入口の鉄格子は外さないでください

安全で快適な道路環境の確保にご協力をお願いいたします

お問い合わせは

田沢湖地域センター
℡（４３）１１１５

角館地域センター
℡（４３）３３０５

仙北市 建設課
℡（４３）２２９４


