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№３６平成１９年４月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

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。

■対象者

・仙北市国民健康保険加入者であり、年齢が当該年度

で４０歳以上７５歳未満（老人医療対象者除く）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１回のみ）

■受診医療機関

・市立角館総合病院 ・市立田沢湖病院

の３ヶ所・仙北組合総合病院

※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２日～９月２８日まで■募集期間：

（募集定員を超えると締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でき

ます。口座振込みとなりますので印鑑・領収書・金融

機関の通帳を持参してください。

TEL（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課国保年金係

市民バスの４月以降の運行計画について

角館地区（スマイルバス）と田沢湖地区（たっこちゃん

バス）で運行している市民バスについて、平成１９年度

の運行計画（運行経路、運行日・時刻、利用料等）は、

これまでと変更ありません。

時刻表は、市民バス車内、

市役所各庁舎地域センター

総合窓口課に備えてあります。

市民バスを維持するためにも、みなさんの積極的な

ご利用をお願いします。

TEL（４３）１１１２■問合せ：仙北市企画政策課

仙北市

税務課からのお知らせ

申告期限（３月１５日）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１５日で終了しましたが、病

市県民税の気等やむを得ない事情で、申告期間内に

ができなかった方のための申告相談を行っており申告

ますのでお越しください。

■申告相談の期間

４月１６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。

・前年の収入が公的年金だけの６５歳以上の方で、

年間総支給額が１２０万円以下の方

・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。

仙北市税務課 市民税係■問合せ：

（４３）１１１７TEL

秋田県議会議員一般選挙
仙北市選挙区は無投票となりました

平成１９年４月８日執行の秋田県議会議
員一般選挙が３月３０日に告示され、立候補
の受付を行ったところ、仙北市選挙区では届

出のあった候補者が定数（１人）を超えなかっ
たため、投票を行わないことになりましたので
お知らせします。

■問合せ：仙北市選挙管理委員会
TEL（４３）１１５０
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講演会の開催

仙北市角館町文化財保護協会が主催する講演会を

開催します。入場は無料です。市民の皆さまのご来場

をお待ちしております。

４月７日（土） １５：００～■日時：

角館樺細工伝承館■場所：

「田口掬汀と中央美術」■演題：

小笠原 史（おがさわら ふみ）氏■講師：

※小笠原史さんは、秋田魁新報「土曜文化」に「田口掬

汀と中央美術」の論文を発表し、平成１９年度秋田県

芸術選奨を受賞。

角館樺細工伝承館 担当：中田■問合せ：

TEL（５４）１７００

農業所得簡易計算の廃止について

平成１９年分の所得税確定申告から「農業所得簡易

計算」が廃止されます。

これに伴い家事消費等の計算の目安としていた「保
有米の６０㎏当たりの単価」及び自家用は畑の１０ａ当

たりの収入金額」も廃止されます。

農業所得は他の事業所得と同様に、実際の収入金

額から必要経費を差し引いて所得金額を計算する収支

計算が原則です。
これまで「農業所得簡易計算」を適用し、農業所得を

計算していた農家の方も平成１９年分の所得税確定申

告から農業所得を計算することになります。

収支計算を行うためには、収入金額や必要経費に係
る請求書、領収書などの書類の保存と日々の取引の

記録（帳簿）が必要です。

こまめに領収書などの書類整理と記帳を行い、平成

１９年分の所得税確定申告からスムーズに収支計算が
できるよう心がけましょう。

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 市民税係

仙北市スポーツ少年団（バレーボールの部）設立
団員及び指導者募集説明会開催

この度、仙北市のバレーボールスポーツ少年団を設
立することとなりました。
設立の理由として仙北市内の中学校のバレーボー

ルレベルの向上には、小学校からのバレーボールの経
験が最も重要であり、中学校に入ってから始めるのと
小学生のうちにバレーボールを始めるのとでは、全く違
いがあり、即戦力として使える選手も出てくるでしょう。
現実に郡内の中学校で１年生でエースとして活躍し

ている選手が何人かおります。また、バレーボールを通
じて現在中学校にある部活のほとんどの運動能力と筋
肉が形成されます。
当面の間は仙北市スポーツ少年団として運営します

が、団員及びコーチスタッフの増加に伴い、各地域に分
散しての活動も視野に入れています。
第一期のスポ少団員及び指導者になってみませんか。
下記により説明会を開催しますので、

興味のある方は、ぜひおいでください。

４月２０日（金） １９：００～■日時：
就業改善センター■場所：

※ 田沢湖支所（旧 神代）となりJA JA
■対象者
・仙北市内在住の小学２年生以上の子ども（男女問わ
ず）を持つ保護者
・他のスポ少に在籍してその行事が終わる予定の小学
６年生の子どもを持つ保護者
・バレーボール経験者で、週２回の練習のうち１回以上
指導できる方
※練習日は毎週火曜、金曜の１８：００～２０：００を予定
しています。

山本昭信（県南小学生バレーボール連盟会長・◇団長
元角南バレー部監督）

◇コーチスタッフ
仙波美和子・大石美幸・皆川悟子（角南バレー部 ）OG
村山正・佐藤隆信

TEL（４４）２０３６■問合せ：佐藤隆信（事務局）

仙北市老人健康事業（温泉入浴）の

実施について

仙北市在住の６５歳以上の方々に温泉施設を利用し

健康増進に役立てていただきたく、温泉無料入浴券を

交付します。交付を希望される方は、年齢と本人を証

明できるものを持参のうえ、次により手続きをお願いし

ます。ただし、ご自分で入浴できる方に限ります。

４月１０日（火）から■交付開始：

■交付場所

田沢湖地区在住の方 田沢湖地域センター・各出張所

角館地区在住の方 角館地域センター

西木地区在住の方 仙北市福祉事務所（西木庁舎内）・

各出張所

１人３枚■交付枚数：

仙北市内の温泉施設■利用施設：

※入浴券交付時に協力施設の一覧表をお渡しします。

TEL（４３）２２８１■問合せ：仙北市福祉事務所

むらっこ物産館
！！オープン

今年も４月第２土曜日（４月１４日）より

営業を開始します。

毎月第３日曜日は

旬の味覚まつり！！
夏まつり、秋の収穫まつりも開催予定！
皆様のお越しをお待ちしております。

問合せ：仙北市農政課

TEL（４３）２２０６
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角館広域交流センターが

！！仙北市角館交流センターに

角館広域交流センターが県から仙北市に移管され、

４月１日より名称が となり「仙北市角館交流センター」

ました。

申込先や使用方法は従来と変わりません。なお、第

２、第４月曜日が休館日でしたが、今年度から第２月曜

日のみ休館日となります。

引き続き市民の皆さまの学習や研修、相互交流の場

としてご活用ください。

TEL（５４）１００３■問合せ：仙北市角館交流センター

市営住宅入居募集

４月１３日（金）まで■募集期限：

■募集住宅

（角館町菅沢４２－６１）◇菅沢住宅３－４１
・２ （３階建の３階部分） ・駐車場なしLK
・家賃は所得額により１５，６００円～２５，９００円

（角館町菅沢４６－１）◇菅沢住宅６－７５
・３ （３階建の２階部分） ・駐車場なしDK
・家賃は所得額により１６，３００円～２７，１００円

（西木町桧木内字松葉２４７－３）◇松葉住宅 西－２０１
・２ （２階建の２階部分）LDK
・家賃は３５，０００円（駐車料１台分含む）

※入居時に月額家賃の３ヶ月分の敷金を納付していただ

きます。

※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。
＊入居資格等、詳しくは、お知らせナビ３月１５日号、
広報せんぼく４月号をご覧ください。

■申込方法
申込書に必要事項を記入し必要書類を添えて、募集・

期間内に提出すること（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
興課、角館地域センター地域振興課

◇添付書類

①入居希望者の住民票謄本１通

（省略事項の無いもの・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）
又は市県民税世帯証明書

③入居希望者全員の前年度分納税証明書各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：

抽選を行います。

月 日（金）午前 時◇抽選日時・・・４ ２０ １０
西木庁舎開発センター２階農林研修室◇抽選場所・・・

から入居可能です。■入居時期：５月１日（火）

仙北市 建設部 都市整備課■問合せ：

TEL（４３）２２９５住宅公園係

文化財保護協会西木支部会員募集

文化財保護協会西木支部では文化財に興味のある

方の入会を募集しております。

興味のある方はぜひご連絡ください。

年会費２，０００円■会費：

・西木地区文化財の保護伝承■主な活動：

・県内外の史跡探訪

・会誌「風土にしき」発行

沼田欣治郎(西木町門屋)■会長：

現在１８名■会員：

TEL（４７）２３４６■問合せ等：沼田

TEL（４７）３１００または西木公民館

「むかしっこ」語る会 会員募集中

「むかしっこ」を語り継ぐため、お互いのボケ防止のた

め、集まって話っこしませんか。

どなたでも参加大歓迎です。

保育園や小学校に行って子どもたちに「むかしっこ」

を話して聞かせられるようになりましょう。

年間１，０００円（茶菓代）■会費：

西木公民館 月１回程度■会場：

TEL（４７）２３４６■連絡先：沼田欣治郎（発案者）

TEL（４７）３１００または西木公民館

「あきたのファミリー」を募集します

《締切 ４月２５日》
秋田のファミリーとは？

「あきたのファミリー」は、留学生を気軽に家庭に

呼んでひとときを共にしたり、会えないときは電話で

話したりと、留学生にエールを送りながら自由に交流

していただく活動です。

具体的には・・・
①ホームビジット（日帰りや宿泊を伴う家庭訪問）を

基本に自由に交流します。

②留学生と、家族の一員、友人として交流します。
③基本的に日本語で交流します。

④交流に際して発生する費用は、基本的にホストファミ

リーの負担となります。

⑤困ったことがあった場合は、秋田県国際交流協会
が相談に応じます。

⑥５月と１０月に留学生との対面式＆交流会を開催し、

以後自由に交流していただきます。（翌年３月まで）

応募の条件
・無償で協力してくれる家庭
・単身でない方

・留学生の居住地まで送迎してくださる方

■問合せ：秋田県国際交流協会

〒０１０ ０９２２ 秋田市旭北栄町１－５-
ＴＥＬ０１８（８６４）１１８１／ＦＡＸ０１８（８６４）０１６０

メール hitomi@aiahome.or.jp
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NPO法人秋田ふくしハートネット・指定障がい福祉サービス事業所『愛仙』からのお知らせ

１．あなたも一緒に、楽しく作業しませんか？
障がいをお持ちで、在宅で生活されているみなさん。

「愛仙にじ」（知的）・「愛仙さくら」（精神）で一緒に作業や創作活動等しませんか。

２．養護学校児童・生徒のみなさんを、放課後お預かりいたします。
日中一時支援事業として、養護学校在学中のお子さんを放課後午後６時頃までお預かりします。

ご希望の方は、仙北市福祉事務所（ ４３－２２８８）にお申込みください。TEL
３．障がいをお持ちの方、ご家族の方、おひとりで悩んでいませんか？
障がい者本人および家族の方を対象に、専門の「相談支援員」がみなさまのお役に立ち、懇切丁寧に秘密を守

り、優しく相談に応じますので、気軽にご連絡ください。（相談は無料）

TEL／FAX （５４）２４２２■連絡・問合せ： 法人 秋田ふくしハートネット本部NPO 〈角館町大風呂１－１〉

TEL／FAX （４７）３００１愛仙にじ（知的） 〈西木町門屋字漆原９３－４〉

TEL／FAX （５４）３０４４愛仙さくら（精神） 〈角館町大風呂１－１〉

《 問合せは、月曜～金曜 ９：００～１７：００ 》

子育て支援センターから４月の活動予定をお知らせします

子育て支援センターは、地域全体で子育てを支援する基盤づくりのため、育児不安等につ
いての相談指導、子育てサークル等への支援などを通して、子育て家庭に対する育児支援を
行うことを目的としています。

◇集いの広場には、保育園に入園していないお子さんと、日頃子育てをしているお母さん・お父さんをはじめ、お

ばあちゃん・おじいちゃんなどどなたでも参加できます。楽しく遊びながらお友だちを作ったり、お母さん・おばあ
ちゃん同士で交流したり…。みなさんの参加をお待ちしています。

各支援センターでは、子育てに関する相談を随時受け付けています。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

だしっこルーム 《生保内保育園内》

TEL ４３-１０２５

○未就園児と保護者の集い「だしっこルーム」

９：３０～１１：３０

１１日(水) だしっこルームって楽しいな

‥‥顔合わせ

１８日(水) 歌って遊ぼう

２５日(水) からだを動かして遊ぼう

わかばルーム 《神代保育園内》

TEL ４４-２５０２

○未就園児と保護者の集い「わいわい広場」

９：１５～１１：１５
１０日(火) 交流会

１７日(火) 身体測定

２４日(火) 作って遊ぼう

○１歳未満児と保護者の集い「赤ちゃん広場」
９：１５～１１：１５１９日(木)

☆支援センター利用時の持ち物

‥‥着替え・おむつ・オムツ入袋・内ズック

※準備の都合上、参加される方は前日まで保育
園へご連絡ください。

いちごルーム 《角館保育園内》

TEL ５３-２９１８

○未就園児と保護者の集い「いちごルーム」

９：００～１１：００

２５日(水) 園庭で遊ぼう（遊具あそび・砂あそび）

好きなおもちゃで遊ぼう

なかよしルーム 《にこにこ保育園内》

TEL ４７-２５２５

○未就園児と保護者の集い「なかよしひろば」

９：３０～１１：００

２４日(火) 保育園にいってみよう！

‥‥園の遊具や園庭で遊ぼう。

※内ズック不要

さくらんぼルーム 《ひのきない保育園内》

TEL ４８-２３４５

○未就園児と保護者の集い「さくらんぼルーム」

９：３０～１１：３０

２６日(木) 手あそびやお話しを楽しもう



◆次長兼総務課長（総務課長）高橋正市◆次長兼［総務部］

企画政策課長兼重点プロジェクト推進室長（企画政策課長）

倉橋典夫【総務課】◆主任〈県市町村課派遣〉（職員係主任）
武藤 衝◆主任（会計課会計係主事）齋藤千春◆主任〈４月

末まで県市町村課派遣〉（財政課財政係主事〈県市町村課派
遣〉）猪本博範【財政課】◆課長兼入札契約室長（課長）黒沢

隆悦◆財政係長兼入札契約室係長（財政係長）菅原貞男【財
政課入札契約室】◆主任（主事）高橋 康【企画政策課】◆企

画政策係長（議会事務局議事係長兼総務係長）大山肇浩【企
画政策課医師確保対策室】係長（企画政策係長兼医師確保

対策室）高橋信次【企画政策課重点プロジェクト推進室】（※

新設）◆参事〈テンミリオン計画担当〉（産業観光部観光課学
習旅行支援室長）菅原 潔◆参事〈産業連携対策担当〉（桧

木内出張所長兼上桧木内出張所長）田口正明◆参事〈定住
対策担当〉（西木地域センター地域振興課長兼振興班長兼観

光班長）伊藤 寛◆係長〈産業連携対策担当〉（産業観光部
農政課政策調整係長）鈴木一芳◆主任〈テンミリオン計画担

当〉（角館地域センター総合窓口課総務班主任）田口吉博◆
主任〈定住対策担当〉（国体事務局主任）高倉正人【総合情報

センター】◆館長（管財課長補佐兼管財係長）水平憲一【管財

課】◆課長補佐（税務課長補佐兼納税係長）高階 満◆管財係
長（神代出張所係長）田口志保子◆技術員（特別養護老人ホー

ムたざわこ清眺苑技術員）星野悟之【税務課】◆課長（市民福祉
部福祉事務所社会福祉課長）新山正雄◆課長補佐（教育委員

会学校教育課長補佐兼学校教育係長）草彅裕士◆課長補佐
（教育委員会教育総務課管理係長）伊藤清美◆納税係長（西木

地域センター総合窓口課生活福祉班長）伊藤一彦◆固定資産
税係長（市民福祉部福祉事務所社会福祉課総務企画係長）鈴

木孝昭◆主査（会計課会計係主査）芳賀満希子◆主任（固定資

産税係主事）鈴木匡尚◆主事（教育委員会生涯学習課社会体
育係主事）鈴木美田子◆主事（田沢湖地域センター総合窓口課

生活福祉班主事）伊藤雅一◆主事（市民福祉部環境防災課交
通防災係主事）草彅拓也◆主事（採用）高橋良典【国体事務局】

◆主査（産業観光部農村整備課農村整備係主査）浅利和嗣
◆部長（次長兼福祉事務所長兼福祉センター所［市民福祉部］

長）中村清三郎◆次長兼福祉事務所長兼福祉センター所長（特

別養護老人ホームたざわこ清眺苑施設長）鈴木謙勇【市民課】
◆主任（国保年金係主事）仲野谷美和子◆主任（市民係主事）

佐藤文恵◆主事（角館地域センター総合窓口課生活福祉班主
事）小木田千晴◆主事（福祉事務所社会福祉課障害福祉係主

事）佐藤 真◆主事〈秋田県後期高齢者医療広域連合派遣〉
（国保年金係主事）若松絵美【環境防災課】◆課長補佐（課長補

佐兼生活環境係長）米澤 実◆課長補佐兼交通防災係長（交
通防災係長）雲雀秀人◆生活環境係長（企業局工務課工務係

長）新山弘伸◆主事（総務部税務課納税係主事）佐々木邦憲

【環境保全センター】◆監理係長（角館地域センター総合窓口課
総務班長）茂木博巳【保健課】◆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（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）橋本 勲◆課長補佐兼保健指導係長兼健康管
理センター（課長補佐兼健康管理センター）加藤隆政◆主任保

健師兼福祉事務所長寿子育て課兼健康管理センター（包括支
援センター主任保健師）高橋悦子◆主任保健師兼健康管理セン

ター（主任保健師兼保健指導係長兼健康管理センター）西宮律

子◆主任栄養士兼健康管理センター兼福祉センター（神代保育
園主任栄養士）川村加寿子◆栄養士兼健康管理センター（市立

角館総合病院診療部栄養科栄養士）村田美保子【健康管理セン
ター】◆所長（採用）池田宜昭【田沢湖健康増進センター】◆保健

（ ）仙北市人事異動 平成１９年４月１日付
師兼田沢湖在宅介護支援センター兼田沢湖居宅介護支援事業
所（市民福祉部福祉事務所長寿子育て課総務企画係保健師）

草彅照美【包括支援センター】◆主任保健師（田沢湖健康増進
センター主任保健師兼田沢湖在宅介護支援センター兼田沢湖

居宅介護支援事業所）坂本久子【福祉事務所社会福祉課】◆課

長（田沢湖地域センター総合窓口課長）田口陽三◆課長補佐
（保健課長補佐兼健康管理センター）大楽 裕◆課長補佐兼障

害福祉係長（産業観光部観光課長補佐）成田祐子◆総務企画
係長（総務部税務課市民税係主査）雲雀昭彦◆主査（平福記念

美術館主査）高橋広子◆主事（田沢湖地域センター総合窓口課
生活福祉班主事）佐藤善文◆主任保健師（保健課保健指導係

主任保健師兼予防衛生係兼健康管理センター）阿部栄子【福祉
事務所長寿子育て課】◆主査〈大曲仙北広域市町村圏組合派

遣〉（総務部税務課固定資産税係主査）草彅秀典◆主任（長寿

子育て課長寿生きがい係主任〈大曲仙北広域市町村圏組合派
遣〉）戸嶋雅美◆主任（長寿子育て課総務企画係主事）伊藤カオ

リ◆主任（長寿子育て課子育て支援係主事）皆川 覚【介護老
人保健施設にしき園】◆係長（特別養護老人ホームかくのだて桜

苑主査）田口俊一◆主任看護師（係長）竹下千恵子◆介護員
（養護老人ホーム角館寿楽荘介護員）青山 睦◆理学療法士

（市立角館総合病院診療部リハビリテーション科理学療法士）柴
田和哉【特別養護老人ホームたざわこ清眺苑】◆施設長（神代

出張所長）三浦 勝【特別養護老人ホームかくのだて桜苑】◆主

査（養護老人ホーム角館寿楽荘主査）茂木由美子【養護老人ホ
ーム角館寿楽荘】主査（福祉事務所社会福祉課総務企画係主

査）高階栄子◆主査（特別養護老人ホームかくのだて桜苑主査）
細川まゆみ◆介護員（介護老人保健施設にしき園介護員）小林

正人【角館保育園】◆主査保育士（白岩小百合保育園主査保育
士）大澤明美【白岩小百合保育園】◆主査保育士（角館保育園

主査保育士）能美千恵子【生保内保育園】◆副園長（主査保育
士）平岡裕子◆主査保育士（神代保育園主査保育士）藤原春美

【神代保育園】◆副園長（主査保育士）中村啓子◆主査保育士

（生保内保育園主査保育士）藤井愛子◆主査保育士（生保内保
育園主査保育士）高橋恵子◆主任栄養士（保健課保健指導係

主任栄養士兼予防衛生係兼健康管理センター兼福祉センター）
林崎ひとみ【ひのきない保育園】◆副園長（にこにこ保育園主査

保育士）布谷茂子【にこにこ保育園】◆副園長（主査保育士）草
彅喜世子

◆次長（総務部企画政策課総合情報センター館［産業観光部］

長）佐々木正巳【農政課】課長補佐兼政策調整係長（課長補佐）
藤村一栄◆課長補佐（県より派遣）小松弘樹◆主査（角館地域

センター地域振興課振興班主査）花脇寛子◆主任〈県産業経済
労働部産業経済政策課派遣〉（農務係主任）畠山 徹◆主任

（農務係主事）藤原正輝◆主事（角館地域センター地域振興課
振興班主事）千葉圭二【農村整備課】◆課長補佐（田沢出張所

長補佐）佐川昇平◆主事（勤労青少年ホーム主事）青山昌宏【商
工課】◆商工物産係長（総務部管財課管財係主査）冨木和夫◆

主任（労政係主事兼角館樺細工伝承館）千代雅和【角館樺細工

伝承館】◆主査（角館地域センター総合窓口課総務班主査）佐
藤孝子【観光課】◆課長兼学習旅行支援室長（課長）佐藤 強

◆課長補佐兼観光施設係長（総務部企画政策課長補佐）戸
澤 浩◆主任（総務部国体事務局主任）石橋良晴◆主任兼

学習旅行支援室（観光係主事兼学習旅行支援室）渡辺直弥
◆主事（採用）赤坂知衡

【建設課】◆課長補佐（課長補佐兼工事係長）簗田［建設部］
正◆課長補佐（下水道課長補佐兼整備係長）茂木雅宏◆工事

係長（工事係主査）佐藤龍喜◆主事（都市整備課都市整備係主

事）永井 尚【都市整備課】◆主事（建設課監理係主事）伊澤達
也【下水道課】◆課長補佐（市民福祉部福祉事務所社会福祉課

長補佐兼障害福祉係長）佐藤くみ子◆課長補佐兼整備係長（建
設課長補佐）金谷正美



◆センター長（総務部次長）田口威徳【総［田沢湖地域センター］
合窓口課】◆課長兼神代出張所長兼田沢出張所長（田沢出張

所長）柴田英孝◆課長補佐（総務部税務課長補佐兼固定資産
税係長）佐藤祥子◆主査（総務部税務課市民税係主査）千葉量

子◆主任（西木地域センター総合窓口課総務班主事）藤枝奈美

子◆主事（市立田沢湖病院総務管理課医事係主事）田村香菜
子【地域振興課】◆課長補佐（市立田沢湖病院総務管理課長補

佐兼会計係長）羽崎祥一◆技術主任（西木地域センター総合窓
口課総務班技術主任）武藤幹夫【神代出張所】◆所長補佐（総

合窓口課長補佐）真崎栄子◆主事（地域振興課振興班主事）吉
村都緒子◆技術員（産業観光部農政課就業改善センター技術

員）千葉玲子【田沢出張所】係長（田沢湖学校給食センター所長
補佐）高倉忠子◆主査（産業観光部農村整備課林務係主査）豊

巻泰三

◆センター長（総合窓口課長）藤川 実【総［角館地域センター］
合窓口課】◆課長（総務部税務課長）清水 力◆課長補佐兼生

活福祉班長（課長補佐）佐藤俊雄◆総務班長（産業観光部商工
課商工物産係長）本田俊彦◆主査（企業局工務課工務係主査）

奥田良一◆主査（西木地域センター総合窓口課総務班主査）芳
賀京子◆主事（田沢湖地域センター総合窓口課総務班主事）伊

藤 佑【地域振興課】◆課長補佐兼振興班長（振興班長）高橋
昭彦◆主査（建設部下水道課総務係主査）黒沢糸子◆技術員

（市立角館総合病院事務部管理課技術手）伊藤孝良

【総合窓口課】◆課長兼桧木内出張所長兼［西木地域センター］
上桧木内出張所長（課長）新山敦晃◆課長補佐兼生活福祉班

長（田沢湖地域センター地域振興課長補佐）船山 睦◆主査
（田沢湖地域センター総合窓口課総務班主査）戸村和子◆主任

（市民福祉部環境保全センター監理係主任）小林ひふみ【地域
振興課】◆課長兼振興班長兼観光班長（角館地域センター地域

振興課長補佐）大澤 清【桧木内出張所】◆所長補佐（角館地
域センター総合窓口課長補佐兼生活福祉班長）新山和子

◆会計管理者兼課長（課長）田口総一◆主査（総務部［会計課］

税務課市民税係主査）渡辺美幸
◆室長（企業局工務課長）高橋浩二［会計課検査室］

【教育総務課】◆課長補佐兼管理係長（課長補［教育委員会］
佐）浦山 昇◆主事（総務部国体事務局主事）小林龍夫【学校

教育課】◆課長補佐兼学校教育係長（課長補佐）冨岡 明◆主
任（学校教育係主事）湯澤 満◆主事（角館地域センター地域

振興課振興班主事）木元康幸◆主事（産業観光部農政課政策

調整係主事）戸澤 真【田沢湖学校給食センター】◆主査（田沢
湖公民館総務係主査）竹村早苗【西木学校給食センター】主事

（介護老人保健施設にしき園主事）鈴木勝久【神代中学校】◆技
術主任（技術員）藤田富美子【生涯学習課】◆課長兼角館交流

センター館長（課長兼角館公民館長兼西木公民館長兼勤労青
少年ホーム館長）茂木正道◆参事兼角館公民館長兼西木公民

館長兼勤労青少年ホーム館長（市民福祉部健康管理センター所
長）佐藤英作◆課長補佐（課長補佐兼社会体育係長）小林志郎

◆社会体育係長（総務部国体事務局主査）草彅正勝◆主査（市

民福祉部福祉事務所長寿子育て課長寿生きがい係主査）高橋
慶子◆主任（生涯学習係主事）栗原由紀子【田沢湖公民館】◆

技術主任（田沢出張所技術主任）千葉孝子【角館交流センター】
主査（神代出張所主査）高橋妙子【勤労青少年ホーム】◆主査

（西木地域センター地域振興課観光班主査）赤倉武弘【文化財
課】◆参事（参事兼文化財係長）黒坂 登◆課長補佐兼芸術文

化係長（産業観光部観光課長補佐兼観光施設係長）佐藤人志
◆文化財係長（文化財係主査）高橋 仁◆主事（西木公民館主

事）伊藤 薫【平福記念美術館】主査（養護老人ホーム角館寿楽

荘主査）田口歌子◆主任（文化財課文化財係主任）小松亜希子
◆局長（建設部次長）雲雀芳幸【業務課】◆課長兼業務係［企業局］

長（課長）高田紀市◆主事（田沢湖地域センター地域振興課振興班
主事）羽川勝紀【工務課】課長（業務課長補佐兼業務係長）高村省弘

◆工務係長（工務課工務係主査）辻 義男◆主査（産業観光部観
光課観光施設係主査）山田幸一◆主任（工務係主事）金谷孝昭◆

主事（総務部税務課納税係主事）畠山豊加寿
◆議事係長兼総務係長（総務部国体事務局主［議会事務局］

査）三浦清人

◆事務局長（事務局長補佐）安杖孝正［選挙管理委員会］
主査（併任）花脇寛子［農業委員会］

◆事務長（田沢湖地域センター長）高田光一［市立田沢湖病院］
【総務管理課】◆課長兼会計係長（課長）高藤久晴

【診療部】◆院長兼脳神経外科科長（副院［市立角館総合病院］
長兼脳神経外科科長）西野克寛◆放射線科科長及び医療相談

・医療連携・地域保健室室長を解く（副院長兼放射線科科長兼
医療相談・医療連携・地域保健室室長）後藤 薫◆副院長兼外

科科長兼手術室室長（診療部長兼外科科長）伊藤良正◆診療

部長兼泌尿器科科長兼医療相談・医療連携・地域保健室室長
（副診療部長兼泌尿器科科長）鈴木一正◆診療部長兼循環器

科科長（副診療部長兼循環器科科長）高橋和人◆副診療部長
兼放射線科科長（手術室室長）藤村直幸◆副診療部長兼整形

外科科長（整形外科科長）蝦名寿仁◆循環器科医長（循環器科
医師）佐藤隆太◆脳神経外科医長（脳神経外科医師）山口 卓

◆臨床検査科技師長（臨床検査科副技師長）高橋 稔◆リハビ
リテーション科技師長（主任理学療法士）佐々木敏秋◆薬剤科

次長（主任薬剤師）安藤 純◆臨床検査科副技師長（主任臨床

検査技師）佐藤晴子◆主任薬剤師（薬剤師）鈴木健一【看護部】
◆第五病棟看護師長（第五病棟主任看護師）菅原和幸◆看護

師（市立田沢湖病院看護科看護師）千葉 曜◆看護師（市立田
沢湖病院看護科看護師）高田奈保子◆看護師（市立田沢湖病

院看護科看護師）高橋美里【事務部】◆管理課会計係長（田沢
湖地域センター地域振興課観光班主査）佐藤義一◆総務企画

課企画係長（総務企画課主任）高橋貴幸
【採用】◆産婦人科科長 小川正樹◆リハビリテーション科科長

相澤俊朗◆泌尿器科医師 松井宣昭◆看護師 高橋裕子

◆看護師 古村真愉子◆看護師 吉田幹子◆看護師 藤村
恵美◆看護師 藤澤美嘉

［退職 平成１９年３月３１日付］

◆市民福祉部長 西根博和◆角館地域センター長 柳原昭市◆
総務部財政課入札契約室長 安杖栄一◆会計課検査室長 熊谷

一夫◆建設部都市整備課住宅公園係主査 舩山智子◆神代保育

園主査保育士 吉成祐子◆文化財課長補佐兼芸術文化係長 藤
原千佳子◆学校教育課学校教育係技術主任 黒澤肇司◆角館東

小学校技術員 高橋憲一◆企業局長 田口良弘◆選挙管理委員
会事務局長 鈴木寿幸◆市立田沢湖病院事務長 千葉継太郎◆

市立角館総合病院院長兼臨床検査科科長 伊藤隆之◆市立角館
総合病院産婦人科科長 船越真生◆市立角館総合病院リハビリテ

ーション科科長 浦山雅和◆市立角館総合病院臨床検査科技師長
鎌田義和◆市立角館総合病院放射線科副技師長 草薙素啓◆

市立角館総合病院リハビリテーション科主任按摩マッサージ指圧師

樫尾喜代司◆市立角館総合病院リハビリテーション科助手（主査）
本間恵美子◆市立角館総合病院第五病棟看護師長 鈴木百十

子◆市立角館総合病院看護師 水谷 健◆市立角館総合病院看
護師 辻谷瑞希◆市立角館総合病院管理課主査 細川雅子

［併任解除 平成１９年３月３１日付］

◆県へ（査察指導員） 真崎 勲

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

「副市長」 「会計管理者」４月１日より 「助役」が 、「収入役」が

と名称が変わりました。


