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№１０２-1平成２２年１月１日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

冬期間の水道凍結防止について

冬期間は、水道管の凍結が心配されます。

天気予報などで寒くなる予報の時は、水

抜き栓を操作するなどして、水道管が凍ら
ないようご注意ください。もし凍ってしまった

ら、水道工事店にお問い合わせください。

なお、冬期間、積雪によりメーター検針ができない場

合、概算での請求になりますのでご了承ください。

水道の漏水による料金の減免について

自宅の水道の漏水を修理したときは、水道料金が減免

になります。この場合、『仙北市指定給水装置工事事業

者』の指定を受けている業者が修理した場合に限り、料

金の減免となりますのでご注意ください。

なお、業者の問合せ、不明な点は下記までお電話ください。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局 業務課

「パソコン講座」受講生募集第４回

＜①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
初心者■対象：

１月１２日（火）、１３日（水）、１９日（火）、２０日（水）■日時：

午後１時～４時

（ ）＜②エクセルで表とグラフを作ってみよう＞ ２日間

パソコン基本操作をおおよそ習得している方■対象：
１月２６日（火）、２７日（水）■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）

テキスト代として①６００円、②３００円■費用：
各３０名■定員：

仙北市総合情報センター■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３３９（年末年始及び土・日・祝日を除く）

※積雪量によっては駐車場が狭くなっている場合がありますが、
大変危険ですので軒下には駐車しないようお願いします。

仙北市
選挙人名簿農業委員会委員

登載申請書の提出について

につい「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」
て、申請資格該当者（選挙権を有する方：下記要件）

は、申請書に必要事項を記入のうえ集落推進委員等

へお届けくださるようお願いいたします。

とは、次の要件をすべて備えてい「選挙権を有する方」

ることが必要です。

１．仙北市に住所を有すること。
２．年齢が、平成２２年３月３１日現在で満２０歳以上

（生年月日が、平成２年４月１日以前のであること。
方が該当します。）
３．次の事項のいずれかに該当すること。

（１） １０ア―ル（１，０００㎡）以上の農地に経営主

つき耕作の業務を営む人（経営移譲や農地等の生
前一括贈与を行った場合は、受けた方が経営主と

なります。）

（２） 上記経営主の同居の親族又はその家族等

配偶者で、おおむね年間６０日以上実際に耕作に
従事している人（自家農業従事日数のみでなく、

雇用されて耕作に従事した日数も含みます。）

１月６日（水）まで集落推進委員へお願いします。■提出期限：

集落推進委員、農業委員会、各地域センター、■提出先：

市役所各出張所

ＴＥＬ（４３）１１５０■問合せ：仙北市選挙管理委員会
ＴＥＬ（４３）２２０９仙北市農業委員会

償却資産申告書の提出について

法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機

械、工具、器具、備品などの固定資産を「償却資産」といい、

土地・家屋と同じく固定資産税がかかります。
事業で使われる償却資産を所有されている方は、賦課期

日(平成２２年１月１日)現在所有の償却資産について、２月１

日（月）までに申告書の提出をお願いします。

平成２２年１月１日現在、仙北市内で工場や商店■申告義務者：

などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど、法

人や個人で事業を行っている方で「償却資産」を所有されている方。

※昨年申告された方には、申告書を１２月下旬に発送してい

ますが、新規に事業を開始された方などお手元に届かない

場合は、ご連絡ください。

平成２２年２月１日（月）■提出期限：

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課

雪害による事故が発生しています。屋根の雪下ろしや樹木等よりの落雪には十分注意願います。
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耕作放棄地再生利用
緊急対策交付金を活用しませんか！

現在、国・県では食糧自給率向上を目的に耕作放棄

地の再生・利用のための活動を支援しています。

■再生利用活動：

（貸借等により耕作放棄地を再生・利用する活動）

○障害物除去、深耕、整地等（取組初年度のみ）

・工事費の概算が6～10万円／10ａ → 4.5万円／10ａを交付

・工事費の概算が10万円以上／10ａ→ 7.5万円／10ａを交付

○土壌改良 ２．５万円／１０ａ（最大２年間）

○営農定着 ２．５万円／１０ａ（１年間）

※交付要件等詳細については下記までお問い合わせ

ください。

仙北市耕作放棄地対策協議会■問合せ：

TEL（４３）２２０９（農業委員会事務局内）

紙 ひ も ク ラ フ ト 教 室

梱包用として作られた、古紙を原料に再生した丈夫な紙

バンドをカッコウベのように編込み、カゴやバック等を作る
手芸です。安くて優しい素材と身近な道具で、お好みの作

品が完成します。経験者のステップアップコースを２回開催

します。

１月３０日(土)、２月１３日(土) ９：３０～１２：３０■日時：

田沢湖総合開発センター(生保内)■会場：

大山智子(エコクラフト講師)■講師：

１５名（定員になり次第締め切ります）■定員：

１回あたり２，０００円～３，０００円（毎回１作品■参加費：

づつ完成させます。）

※オプションにより別途料金がかかることもあります。

１月１２日(火)～１月２０日(水)■申込期間：

TEL（４３）１０６１■申込・問合せ：田沢湖公民館

展 覧 会 の お 知 ら せ

第３２回 児童生徒県南美術展■企画展：

◇県南の児童生徒の作品１，２２６点展示しています。

※出展者の家族は入館料無料

「平福穂庵・百穂展」■常設展：

～１月２７日（水）まで■会期：

元旦は開館しています。＊年始休館〈１／２～１／４〉

９：００～１６：３０（入館は３０分前まで）■開館時間：

大人（高校生以上）１５０円、小人 無料■入館料：

※仙北市民は無料 ※２０名より団体割引有り

ＴＥＬ（５４）３８８８■問合せ：平福記念美術館

田沢湖スキー学校メニュー２０１０

◇＜Ｊ ・ Ｊキャンプ＞
準指・指導員を目指す方、教程が新しくなりました。イグザミ

ナーから、直接学びませんか？技術をさらにアップしたい方、ナシ
ョナルデモと、滑って最新の滑りにしませんか？

１月２日（土）～３日（日） 受付 ２日 ９：００～■日時：
Ａコース 関口 淳（ＳＡＪイグザミナー）■講師：
Ｂコース 藤田潤子（ＳＡＪﾅｼｮﾅﾙﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰﾀｰ）
１５，０００円（講習料・保険料）・１日のみ８，０００円■料金：
各コース１０名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜ＳＡＪナショナルデモンストレーター＞
スペシャルゲストとして、佐藤久哉デモが１日レッスンしま

す！！ シーズン始めに、滑りを上達させませんか？このチャ

ンスに、是非参加してください！！
１月６（水）■開催日：

佐藤久哉（ＳＡＪナショナルデモンストレーター）■講師：

２級レベル以上の方■対象：

８，０００円（講習料・保険料・諸費用含む）■料金：
１０名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜こどもまつり＞
スキーや雪で遊びながら、たくさんの友達を作って、楽

しい１日にしましょう！お昼には餅つきがあります。
【第１回】１月 ９日（土）■日時：
【第２回】２月２０日（土）
スキーと雪あそびを楽しみたい５歳～小学６年■対象：
各回３，５００円（講習料・保険料・諸経費）■料金：
各回３０名（定員になり次第締切）■定員：

◇１／１６・１７◇＜その他１月予定＞ 匠キャンプ
◇１／１６・１７テレマークキャンプ

◇１／１６・１７、 ２／６・７潤子キャンプ

ホームページ申込フォームに必要事項を■申込方法：

入力し、送信ください。電話での申し込みも可能です。
ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/

ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ

田沢湖スキー学校■問合せ：

TEL（４６）２６５３／ＦＡＸ（４６）２６６１

＞＜健康向上企画！！

メタボ対策講習会の開催について

メタボ対策の料理教室と軽運動を行います！

１月１７日（日）１０：００～（受付９：３０～）■日時：

仙北市健康管理センター■会場：

無料■参加費：

先着３０名（定員になり次第締め切ります）■定員：
エプロン・運動できる服装・ズック■持参するもの：

仙北市体育協会■申込・問合せ：

大友までTEL（５４）３４７４
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絵 手 紙 教 室

もらって嬉しい、思いがいっぱいつまった素朴で温もりの

ある絵手紙を誰かに送ってみませんか。
今まで絵手紙講座に参加したことのない方を対象にし

た、初心者向けの教室です。

１月２０日（水）～２月２４日（水） ９：３０～１２：００■日程：

（毎週水曜日 全６回）
田沢湖総合開発センター(生保内)■会場：

鈴木優子■講師：

初回のみ筆代２，０００円程度■参加費：
１０人（定員になり次第締め切ります）■定員：

１月８日(金)～１月１４日(木)まで■申込期間：

TEL（４３）１０６１■申込：問合せ：田沢湖公民館

赤ちゃん連れで遊びに来ませんか？

育児サークル「ピッカブー赤ちゃん会」です。月一度

集まり子育ての情報交換などしています。

赤ちゃんを抱っこ・授乳などしながら参加できるサー

クルです。妊婦さんも大歓迎。サポートできる方も大歓

迎です。

一緒に気分転換しましょう。気楽な気持ちで遊びに

来てください！

毎月第３水曜日 １０：００～１２：００■日時：

仙北市角館交流センター 和室■場所：

TEL（５３）３５５８■問合せ先：千葉信子

平成２１年度 市民スキー教室開催のお知らせ
まもなく本格的な雪の季節がやってきます。冬を楽しく過ごすためにスキーをしませんか！

仙北市教育委員会■主催：
平成２２年１月９日（土）、１０日（日）、１１日（月） ８：５０～１２：００■日時：
田沢湖スキー場（集合場所：田沢湖スキーセンター「レラ」２階）■場所：

仙北市内在住の小学生から一般まで■募集対象者及び募集人員：
２０人（小学校１年～３年）…初めて経験する、経験が浅い等。①初心者コース

４０人（内、高校生以上は１０人以内）②初級者以上コース
・・・リフトに自分で乗れ、緩斜面を滑り、止まることができる。※初級者
・・・中斜面を滑ることができる。※中級者

無料（但し保険料とリフト代は各自負担願います。）■受講料：
※保険料 ・・・小・中学生６００円、高校生以上（各自で保険加入の事）

（保険料の返金はできませんのでご了承ください。）
※リフト代・・・市主催のスキー教室の場合、割り引きがあります。

田沢湖スキー学校、角館スキー連盟■指導者：
■申込み方法

① １月４日（月）午前９時から１月７日（木）午後５時まで、電話で申込んでください。
その際は、氏名、年齢、性別、学校名、学年、コース名、電話番号をお知らせください。

TEL （４３）３３８３◆申込み先：仙北市教育委員会 生涯学習課
② 保険料の支払いと申込み書の提出は電話で申込みをした後、１月４日（月）午前９時から

１月７日（木）までに、下記のいずれかにお願いいたします。
●田沢湖地域センター総合窓口課（田沢湖庁舎１階） ●教育委員会生涯学習課（角館庁舎２階） ●西木公民館

※定員になり次第締切りますのでご了承ください。土・日の受付けはいたしません。
期限までに手続きされない場合は、申込みを辞退したものとみなします。

★その他、詳細につきましては、申込み書を提出した際にお知らせいたします。

キ リ ト リ

「市民スキー教室」 参加申込み書
ふりがな 性 年 技 術

学校名・学年 保護者名 住 所 電話番号
参加者氏名 別 齢 レベル

仙北市

仙北市

仙北市

※個人情報は、当教室にのみ使用し、その他には使用しません。
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フロンティア農業者研修生二次募集平成２２年度

県の農業試験場等で行う農業研修です。

申し込みには健康診断書等が必要です。詳しくはお

問い合せください。

花き・果樹・酪農・肉用牛■研修コース：

２３ヶ月（平成２２年４月～平成２４年２月）■研修期間：

※研修奨励金があります。

１月１５日（金）■申込書提出期限：

TEL（４３）２２０６■申込み・問合せ：仙北市農林課

火災警報器の悪質な訪問販売に注意！

市と社協の設置事業は無料で、事前にお電話で決定通知

書による確認をしています。消防署・仙北市・市社協では、訪

問販売などのあっせんは、一切行っていません。

悪質な訪問販売（不適正な価格、無理強い販売など）に注

意してください。

※高齢者世帯で未申請の場合は、窓口で申請手続きをお願いします

TEL（４３）２２８１■問合せ先：仙北市長寿子育て課

TEL（５２）１６２４仙北市社会福祉協議会総務管理課

認知症の方を抱える家族のつどい

認知症の方を自宅で介護されている家族の方々は、大

切な人だからこそ様々な悩みを抱えていることが多いと思

います。「誰も理解してくれない」「いつまで介護を続ければ

いいのか」など、その思いは深く複雑な思いではないでしょ

うか。

一人で抱え込んではつらい介護の悩みも、同じような経

験をしている者どうしで、自由に話して楽になりませんか。

気軽に参加してください。

皆様の参加をお待ちしています。

１月１２日（火）１０：００～１１：３０■日時:

西木総合開発センター■場所:

認知症の介護についてのお互い話し合う■内容:

「こころ」と「からだ」のリラックス法

認知症の方を介護している家族■対象:

仙北市包括支援センター（西木庁舎内）■問合せ:

ＴＥＬ（４３）２２８３

パ ー ト 看 護 師 募 集

市立田沢湖病院で、パートの看護師を募集しており

ます。

２名■募集人員:

随時■受付期間:

※詳細については電話で直接お問合せください。

TEL（４３）１１３１■問合せ先：市立田沢湖病院事務局

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
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№１０２-２平成２２年１月１日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

緊 急 雇 用 助 成 金

仙北市では、雇用環境が厳しい状況下の緊急支援措置と

して、新規に労働者を雇用した事業主に対し「緊急雇用助成

金」を交付し、雇用の創出を図ることにしております。

■交付対象事業主：

１）市内に事業所を有し、社会保険・雇用保険加入事業所

であること。

２）市税及び公共料金を完納していること。

３）新規雇用の前６ヶ月間に、事業主都合による離職者が

ないこと。

■交付対象労働者：

１）市内在住者で満年齢が６０歳未満であること。

２）１年以上の雇用契約を締結していること。

３）平成２２年１月から平成２２年１２月末までに新たに雇用

される者であること。

４）雇用保険の被保険者であること。

新たに雇用される対象労働者１人につき■助成金の額：

１回限り１５万円（新卒者を雇用した場合は３０万円／人）

■詳しい内容についての問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３５１仙北市商工課 緊急雇用対策室

企業応援 雇用拡大セミナー

市内企業の方々を対象としたセミナーを開催します。

【外国人等誘客セミナー】

（市内企業主等が対象です）

近年の旅行客のニーズと外国人旅行者のマナーやエ

ージェントのトラブル等についてのセミナーを開催します。

１月２７日・２月２日（２日で１セミナーです）■期日：

【地域リーダー育成セミナー】

（市内企業等、社員の方々が対象です）

次の時代を任せられる人材を育てるためのセミナーを

開催します。

１月２９日・２月３日（２日で１セミナーです）■期日：

１日２時間■セミナー時間：

仙北市雇用創造推進協議会 担当：佐藤■問合せ：

ＴＥＬ（４３）３３５１（商工課緊急雇用対策室内）

仙北市 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 １００７５９１②歯科衛生士常雇正社員③◆ -
不問④１２４，０００～１９２，０００⑤仙北市⑥歯科衛生

士 ①０５０４１ １００８１９１②歯科助手常雇正社員③◆ -
不問④１２４，０００～１９２，０００⑤仙北市⑥歯科医院

の勤務経験者 ①０５０４１ １００９０９１②介護支援専◆ -
門員常雇正社員③不問④１９０，０００～２２０，０００⑤

仙北市⑥介護支援専門員普通自動車免許 ①０５０４◆

１ １０１０９９１②経理・総務事務員常雇パート労働者-
③不問④６４０～６４０⑤仙北市⑥普通自動車免許経

理実務５年以上 ①０５０４１ １０１１４９１②寿司製造◆ -
及び配達業務【急募】常雇パート労働者③不問④６４０

～１，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許調理実務経験

者 ①０５０４１ １０１３８９１②中間アイロン工【急募】◆ -
常雇正社員③３９歳以下④１１１，５０４～１３８，０００

⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ １０１４２９１②看護師も◆ -
しくは准看護師臨時（４ヶ月以上）正社員以外③不問

④１９１，８４０～２０７，６８０⑤仙北市⑥看護師又は准

看護師

※平成２１年１２月１１日～１２月１７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

ＴＥＬ（５４）ので、詳しい情報については、「ハローワーク角館」

にお問い合わせください。２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

就業応援 観光・サービス人材育成セミナー

市内求職者の皆様を対象とした人材育成セミナーを開催し

ます。観光・サービスのマナー講習及び国際感覚を養うため

の語学も学習します。

１月１８日～２０日、２月４・５日■期日：

（５日間で１セミナーです）※セミナー時間：１日４時間

１０名（応募多数の場合は受講者を選考させてい■定員：

ただく場合があります）

ハローワーク角館及び商工課（角館中町）に応■応募方法：

募用紙と事前アンケートがありますのでご記入の上ご応募

願います。

このセミナーは雇用保険受給者の求職活動としてカウント

可能なセミナーです。


