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№５３平成１９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２０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１９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：仙北市総務部税務課

は１２月２８日

市県民税４期・国民健康保険税６期
！！の納期限です。納め忘れのないように

口座振替の振替日は です。１２月２５日
！！前日まで をお願いします残高の確認

○平成１９年１０月督促状発送件数・・・・・４，２０７件

○平成１９年１１月の差押・・・・・・・・・・・・・動産 １件

※自動車差押用のタイヤロックを購入しました。

夜間窓口開設！

１２月２７日（木）に日中仕事等で税金を納付で

きない方のために夜間窓口を開設いたします（納

税相談等も可）。田沢湖・角館・西木各庁舎にて午

後５時１５分～午後８時まで開設しておりますの

で、気軽にお越しください。

仙北市
市立角館総合病院

年末年始の外来診療のお知らせ

市立角館総合病院では、１２月２９日から１月３日まで

の年末年始期間休診となりますが、次の日程で小児科外

来は診療を行いますのでご利用下さい。

なお、年末年始期間も救急外来は行っています。

■小児科外来診療日

平成１９年１２月３０日（日）

※受付は午前１１時までになります。

TEL（５４）２１１１■ 市立角館総合病院問合せ：

国民健康保険の運営にあなたの意見を！
国民健康保険運営協議会委員募集

仙北市では、条例で定めている仙北市国民健康保険運営

協議会委員のうち、被保険者を代表する委員を公募します。

同運営協議会は、仙北市の住民構成、経済力、医療機

関の配置など地域の特性を勘案し国民健康保険の運営

に関して必要な意見の交換や調査、審議、さらに市長へ

の意見の提言等を行うために設置されます。

この運営協議会に広く、かつきめ細やかな市民の意見を

反映していただくため、次の内容により公募いたします。

■運営協議会について

２年（ ２０．２．１～ ２２．１．３１）◇任期： H H
年２回（必要に応じ追加開催もあり）◇開催回数：

運営協議会出席時に報酬が支払われます。◇報酬：

■募集要領について

３人◇募集人数：

次の条件を満たす人（ただし国、地方公共◇応募資格：

団体の議員を除く）

①仙北市国民健康保険に加入している人

②満２０歳以上の人（平成２０年１月１日現在）

③国民健康保険に関心があり建設的な人

④平日（昼間）開催の会議に参加できる人

■募集期間

平成１９年１２月２０日（木）～平成２０年１月１０日（木）

所定の用紙（各地域センター総合窓口に備え■応募方法：

付けています）に氏名、住所、生年月日、性別、委任状

（承諾書）、電話番号を記載の上、あなたが日頃思う、考

える「国民健康保険について」の意見書（形式などにこ

だわることなく、あなたが思うことの箇条書きでも結構で

す）を添えて応募してください。なお、応募された書類は

返却いたしません。また、応募された方の個人情報は選

考以外の目的には一切使用いたしません。

仙北市市民福祉部市民課■応募・問合せ：

TEL（４３）３３０７／FAX（５４）１７３７

※郵送、持参どちらも可。田沢湖、西木地域センターで

も受け付けます。
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編み物教室受講者募集

機械編み教室です。ベスト・セーター・カーディガンなど

を作ります。チャレンジしてみませんか。

平成２０年１月１５日（火）～２８日（月）■日時：

９：３０～１５：００ （ただし、土日祭日除く）

山鳩館（西木町上桧木内）■会場：

小松永子さん（西木町）■講師：

材料代（毛糸をお持ち下さい）■経費：

編み物機械を持参ください■ほか：

西木公民館■申込・問合せ：

TEL（４７）３１００／FAX（４７）３１４０

ステンドグラス体験会

ステンドグラスで鏡（又はフォトフレーム）に飾り付けをし

ます。自分用の道具を作ってみましょう。小学生について

は、保護者同伴で参加ください。西木公民館に見本があ

りますので、興味のある方は来館ください。

１月２０日（日） 午前の部 ９：００～１２：００■日時：

午後の部 １３：００～１６：００

西木公民館（西木町門屋字漆原８９－２）■会場：

１人（１組）３，０００円（材料代）■参加費：

小学校高学年程度から■対象：

ハサミ、軍手、エプロン、腕カバー、■持ち物：

みがき布（手ぬぐい等の綿製品、タオル不可）

午前の部・午後の部 各２０名■定員：

１月１０日（木）■締切：

西木公民館■申込・問合せ：

TEL（４７）３１００／FAX（４７）３１４０

スキルアップセミナー

お勤めの方を対象とするスキルアップセミナーを開催します。

◆Excelによる請求書作成講習
の２日間 定員１０名１月８日（火）・９日（水）

◆Excelによる建築積算・見積
の２日間 定員１５名１月１５日（火）・１６日（水）

◆かんな台下端調整講習
の２日間 定員１０名１月１６日（水）・１７日（木）

◆電気工事用CAD基本操作講習
の２日間 定員１０名１月１６日（水）・１７日（木）

◆JW-CAD初級講習
の２日間 定員１０名１月１７日（木）・１８日（金）

◆Word活用術の実際講習
の２日間 定員１５名１月１７日（木）・１８日（金）

◆電気工事用CAD施工図作成講習
の２日間 定員１０名１月２３日（水）・２４日（木）

※時間は、各講習とも です。９：００～１６：００
大曲技術専門校■実施場所：
現在お勤めの方■受講資格：
無料（テキスト代は別途）■受講料：

大曲技術専門校 民間訓練支援室■申込・問合せ：

ＴＥＬ ０１８７（６２）６３２１／ＦＡＸ ０１８７（６２）３６８０

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。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局

絵手紙教室（参加者募集）

もらって嬉しい絵手紙教室です。「ヘタでいい、ヘタがい

い」といわれるように、心を込めて一生懸命にかいたもの

は相手の心を打ちます。思いがいっぱいにつまった絵手

紙を、誰かに送ってみませんか？

仙北市民（先着１０名）■対象：

１月１５日（火）、１月２２日（火）、１月２９日（火）、■日程：

２月５日（火）、２月１２日（火） （全５回）

１０：００～１２：００■時間

田沢湖総合開発センター（生保内）■会場：

鈴木優子さん■講師：

１月４日（金）から１月１１日（金）まで■申込み：

田沢湖公民館へ電話でお申込み下さい。

ＴＥＬ（４３）１０６１

※定員になり次第締切とさせていただきます。

筆代として２，０００円程度（初回のみ）。■参加料：

小野崎家の駐車場使用について

降雪の時節になりました。小野崎家及び角館武道館の

駐車場は降雪の状況により、除雪作業がおこなわれま

す。夜１０時から朝７時までの時間帯は、駐車をしないよう

ご協力お願いいたします。また、昨年は多くの市民の方に

除雪に御協力いただき、ありがとうございました。今年度

も、駐車場のご利用につきましてご理解ご協力の程よろし

くお願いいたします。

お問合せは角館公民館（電話５４－１１１０）までお願い

いたします。

仙北市環境保全センター
年末年始のごみ・し尿の受け入れ

仙北市環境保全センターでは、

まで１２月２９日（土） ８：３０～１２：００

を受け付けます。ごみの搬入、し尿投入
新年は、 から平常通り受け付けます。１月４日（金）

■問合せ

仙北市環境保全センター

TEL（５４）３３０５
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健康づくり（体操）教室 日程表

皆さん体に良いこと何かしていますか？

運動が健康によいことはわかっていても、な

かなか実行することは難しいですね。簡単

で笑いながらみんなで楽しむことができる体

操を企画しましたので、冬場の運動不足解消にお友達も

誘ってぜひご参加ください。

■日時・内容

期 日 内 容

１１日（金） 気功体操 ９：３０～９：５０

１月 １７日（木） ３ 体操 受付・血圧測定・B
２３日（水） 気功体操 体脂肪測定

３０日（水） ３ 体操 １０：００～１１：３０B
２月 ５日（火） 気功体操 体操

仙北市西木保健センター■場所：

タオル・健康手帳■持ち物：

※運動しやすい服装でご参加ください。

１２月２５日（火）までお申し込みください。■申込：

募集人数 ２０人

仙北市保健課 （５５）１１１２■申込・問合せ： TEL

参加者募集
『いきいき元気アップ教室』のお知らせ

毎日さわやかに過ごしていますか。仙北市では年齢を

重ねてもいきいき元気に過ごしていただくために自分でで

きる健康管理法「フット・ケア教室・足からの健康法」を計

画しました。

足は健康の鏡であり、足は第２の心臓と呼ばれる程、身体

に大切な役割を持っています。自分や家族の健康のため

に、講師の指導でフット・ケアの方法が学べます。この機会に

是非体験してください。途中からの参加でも、全部参加できな

くても大丈夫です。皆様の参加を心よりお待ちしております。

元気で活動的な状態にある６５歳以上の方◆対象者：

１月１０日（木）・１７日（木）・２４日（木）・３１日（木）◆日時：

２月 ７日（木）・１４日（木）・２１日（木）・２８日（木）

（８回シリーズ・時間は１０：００～１１：３０です）

仙北市田沢湖健康増進センター◆実施場所：

（地域交流プラザ）
バスタオル、タオル １枚ずつ◆持ち物：

平成２０年１月４日（金） ※先着２０名◆申込締切：

渡辺ユミ子（日本フットセラピスト協会マスターインスト◆講師：

ラクター）（秋田県生涯学習支援システム 講師）

※初回と最終回のはじめの３０分は、保健師が血圧測定

（健康チェック）をします。

※健康手帳を持っている方はご持参下さい。

仙北市包括支援センター◆申込・問合せ：

担当：坂本・新山

仙北市田沢湖生保内字浮世坂２０

ＴＥＬ（４３）９０７１／ＦＡＸ(４３)９０７０

第３弾

「仙北市障害者・児 福祉のしおり」
発行について

障害を持っている方の各種制度やサービスについて説明

した冊子「仙北市障害者・児 福祉のしおり」を作成しまし

た。ご希望の方は、福祉事務所または、各地域センターにあ

ります。また、仙北市のホームページからダウンロードできま

すので、ご利用ください。

仙北市地域自立支援協議会■発行：

仙北市福祉事務所社会福祉課

仙北市福祉事務所社会福祉課■問合せ：

TEL（４３）２２８８

自宅がキャンパス「放送大学」
学生募集（４月入学）

～１科目からでも学べ、入学試験はありません～

放送大学はテレビ・ラジオ（スカイパーフェクト ！）でTV
授業を行う、正規の大学です。

教養学部は全科履修生（大学卒業を目指す）、選科履

修生・科目履修生（１年間または半年間在学し好きな科目

を学習する）、大学院は修士選科生・修士科目生（１年間

または半年間在学）です。

１２月１５日（土）～２月２９日（金）■募集期間：

放送大学秋田学習センター■資料請求・問合せ：

TEL０１８（８３１）１９９７ http://www.u-air.ac.jp

秋田県労働委員会の
個別労働関係紛争あっせん制度

労働委員会では、秋田県内の事業所等で働く労働者と事

業主の間で労働関係のトラブルが発生した際、専門家が双

方の主張を聞いて解決の手助けを行うあっせん制度を実施

しています。特別な理由もないのに解雇を言い渡されて困っ

ている、採用時に示された労働条件と異なる扱いをされて納

得がいかないなどの事案についてご利用ください。

秋田県労働委員会事務局審査調整課■問合せ：

TEL ０１８（８６０）３２８４

訂正とお詫び

「広報せんぼく」１２月号に誤りがありました。３ペー

ジの『住民負担の状況』の表中で とある「都市計画税」

のは、正しくは でした。８ページ「 」国民健康保険税
の『浅利香津代さんの講演』で とあるのは、「１０月７日」

正しくは でした。２０ページの私立幼稚園「 」１１月７日
「かくのだて幼稚園」の電話番号が とあ「（５３）２１００」

るのは、正しくは でした。２５ページの「 」（５３）２１１０
『 が便利でお得です』の注意書き※１の文中で、e-Tax
「最高 の税額控除」とあるのは、正しくは「最５０００万円

高 の税額控除」でした。５０００円
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

◆①０５０４１－１２１３６７１②ドライバー（常雇）（正社員）③不問④１５

６，０００～１９２，０００⑤仙北市角館町⑥大型自動車免許一種◆①０

５０４１－１２９３９７１②灯油配達員【急募】（臨時４ヶ月未満）（正社員以

外）③不問④１５４，０００～１７６，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車

免許一種、危険物有資格者◆①０５０４１－１２８８３７１②縫製工（常

雇）（パート労働者）③不問④７００～８００⑤大仙市⑥普通自動車免許

一種◆①０５０４１－１２９０７７１②縫製工（サンプル）（常雇）（パート労

働者）③不問④８００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－

１２９１８７１②軽作業兼事務（常雇）（パート労働者）③不問④７００～７

５０⑤大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１２７３７７１②接

客、販売（常雇）（パート労働者）③不問④６３０～７５０⑤仙北市西木

町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－１２７４８７１②接客、販売（常

雇）（パート労働者）③不問④６３０～７５０⑤仙北市西木町⑥普通自動

車免許一種◆①０５０４１－１２７１５７１②惣菜担当（常雇）（パート労働

者）③不問④６４０～６５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１２７

２４７１②水産部門担当（常雇）（パート労働者）③不問④６４０～６５０⑤

仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１２４５３７１②付添い介助員（常

雇）（パート労働者）③不問④１，０００⑤仙北市角館町⑥ホームヘル

パー２級◆①０５０４１－１２４４０７１②事務（常雇）（正社員）③不問④１

２１，０００～１８０，０００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①

０５０４１－１２４０８７１②土木、舗装工事の管理監督業務（常雇）（正社

員）③不問④１８０，０００～２２０，０００⑤仙北市西木町⑥普通自動車

免許一種、１級又は２級土木施工監理技士◆①０５０４１－１２４６６７１

②縫製工（常雇）（正社員）③不問④１０６，６０５⑤仙北市角館町⑥不

問◆①０５０４１－１２６７２７１②鉄筋工（常雇）（正社員）③不問④１５

６，０００～２８８，０００⑤仙北市西木町⑥普通自動車免許一種◆①０

５０６０－１８２３１７１②警備員（常雇）（正社員以外）③不問④１４５，００

０～１７５，０００⑤横手市、大仙市、仙北市⑥普通自動車免許一種◆

①０５０４１－１２０９８７１②施工管理技士（常雇）（正社員）③不問④２

４２，０００～２５２，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種、土

木施工管理技士１級◆①０５０４０－３３６２４７１②作業員（角館）（常

雇）（パート労働者）③不問④１，０００⑤仙北市⑥フォークリフト運転技

能講習修了者（１㌧以上）、ＰＣ操作可能者（文字入力程度）◆①０５０

４０－３３６０６７１②事務員（田沢湖）（常雇）（パート労働者）③不問④７

５０～７９０⑤仙北市⑥ＰＣ操作可能者（文字入力程度）◆①０５０４１－

１２９２２７１②販売店員（常雇）（パート労働者）③不問④６４０⑤大仙市

⑥不問◆①０５０４１－１２９５０７１②フロント兼ウェディングプランナー

（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～８００⑤仙北市角館町⑥普通

自動車免許一種◆①０５０４１－１２３６０７１②一般土木作業員【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、車輌系建設機械（無くても応募可）◆

①０３０４０－３９５６４７１②販売員（角館店）（臨時４ヶ月以上）（パート

労働者）③不問④７５０⑤仙北市⑥不問◆①０５０４１－１２３８６７１②

横切り結束作業員（常雇）（正社員）③不問④１２６，５００⑤仙北市角

館町⑥不問

※平成１９年１１月３０日～１２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、ホームページ上では、企業

名等を掲載できませんので、削除しております。ご了承ください。

また、掲載している求人情報は、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。

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

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

市民の皆さまへ 除雪作業への協力について
お願いいたします

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

へ各地域センター

田沢湖地域センター 地域振興課
TEL（４３）１１１５

角館地域センター 地域振興課
TEL（４３）３３０５

仙北市 建設部 建設課
TEL（４３）２２９４


