
- 1 -

№５７-１平成２０年２月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

「ねんきん特別便の相談」

出張相談所をご利用ください

２月２８日（木）、大曲社会保険事務所が「ねんきん特別

便」に関する相談窓口を開設しますので「ねんきん特別便」

が届いた方で、相談等のある方は、ぜひご来場ください。

２月２８日（木） １０：００～１５：００■日時：

仙北市役所角館庁舎西側庁舎１階 第１会議室■場所：

TEL０１８７（６３）２２９６■問合せ：大曲社会保険事務所

介護保険と高齢者の保健福祉に関する

アンケート調査にご協力をお願いします

仙北市並びに大曲仙北広域市町村圏組合では、介護保

険制度などの改正を踏まえて、「老人保健福祉計画・介護保

険事業計画」を平成２０年度中に見直す予定です。

見直しに先立ち、アンケート調査を実施し、高齢者の皆

様の福祉や介護・健康に関するお考えなどを伺い、暮らし

やすいまちづくりを進めるための基礎とします。

調査対象となる方は、仙北市にお住まいの６５歳以上

の方のうち１ ２００人になります。アンケート用紙が送付さ,
れた方々には、調査の趣旨をご理解いただき、回答にご

協力くださいますようお願いします。

なお、調査内容はすべて統計的に処理を行い、目的以

外に使用することは一切ありません。

仙北市福祉事務所 長寿子育て課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８１

仙北市

福祉灯油購入費の助成申請は

月 日までです２ ２９
１月１日号「お知らせ・ナビ」に掲載と、１月１５日号

のお知らせ・ナビと一緒に配布しました「仙北市福祉灯

油購入助成申請書」の申請期限が ま２月２９日（金）
でとなっています。まだ、申請されていない対象世帯の

方は、お早めに申請してください。

なお、生活保護世帯（平成２０年１月１日現在・在

宅）の方も助成の対象となり、当該世帯には別途お知

らせします。

仙北市福祉事務所 社会福祉課■問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２８８

仙北市麻しん（はしか）緊急予防接種の
助成について

昨年末から秋田県内で麻しん（はしか）が流行していま

す。今後、県内全域に拡大する可能性があり麻しん（はし

か）の未接種者を対象に予防接種を実施します。これは

予防接種法に基づかない任意予防接種になります。

麻しんは感染力が強くまれに急性脳症を発症し、精神

発達遅滞などの重い後遺症が残ったり、時には命にかか

わる重大な病気です。特効薬がないため、ワクチンで免

疫力を高めることが重要です。

仙北市に住所があり麻しん予防接種を一度も【対象】

受けていない方、麻しんにかかったことのない方で

①生後６か月から１２か月未満の乳児

②２歳から５歳未満

③小学１年から高校３年生相当年齢者

※必ず電話で予約してください。

対象 協力医療機関

ＴＥＬ（５４）２１１１
①

市立角館総合病院

ＴＥＬ（４３）１１３１仙
②

市立田沢湖病院

ＴＥＬ（５４）２０５５北
③

佐藤医院

ＴＥＬ（４３）１５１５市 高橋医院

ＴＥＬ（４４）２１１８神代診療所

ＴＥＬ（５４）２３３７②③ 野々部医院

ＴＥＬ０１８７（６３）１１３３
①

小山田医院

ＴＥＬ０１８７（８６）０５６６
②

吉村クリニック

ＴＥＬ０１８７（６３）２１１１大
③

仙北組合病院

ＴＥＬ０１８７（７５）０３１８仙 生和堂医院

ＴＥＬ（５６）３１２１市 ② 滑川医院

ＴＥＬ（５６）７３００③ 石井胃腸科内科クリニック

※その他の大仙市の医療機関については保健課

にお問い合わせください。

母子手帳・健康保険証・診察券・自己負担金【持ち物】

（医療機関または保健課にお問い合わせください）

接種料金のうち、市が を助成します。【助成金額】 ３，０００円

１月１日～３月８日まで遡り助成します。【助成期間】

３月１４日（金）までです。【助成受付期間】

領収書、母子手帳、保護者の金融機関【手続き方法】

の振込先（郵便局以外）、印鑑を持参し、保健課また

は各地域センターで手続きしてください。

※１歳以上２歳未満と年長児相当年齢者は定期予防

接種の対象となり、無料接種券が配布されています

のでお早めに接種してください。

ＴＥＬ（５５）１１１２■問合せ：仙北市保健課

「交通事故死ゼロを目指す日」の実施について
」２月２０日、全国一斉に「交通事故死ゼロを目指す日

が実施されることになりました。昨年は当市でも、３名の方が

交通事故で亡くなっております。このような悲劇をなくすため

にも、市民一人ひとりが交通ルールを守り交通事故死ゼロは

もちろんのこと、交通事故の撲滅に努めましょう。

例年２月は事故、負傷者とも増加する時期でもありま

すので、運転者及び歩行者とも路面の凍結には特に注

意しましょう。
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農業委員会委員選挙人名簿縦覧のお知らせ

次の日程により仙北市農業委員会委員選挙人名簿を

縦覧に供します。縦覧に供する名簿は、本年１月３１日ま

でに農業委員会から提出のあった申請書により調製した

もので、平成２０年３月３１日をもって確定し、その後１年

間据え置かれることになります。

２月２３日（土）から３月８日（土）まで（１５日間）■日時：

毎日 ８：３０分～１７：００

■場所

第１選挙区（田沢湖地域） 仙北市役所田沢湖庁舎

第２選挙区（角館地域） 仙北市役所角館庁舎

第３選挙区（西木地域） 仙北市役所西木庁舎

※縦覧申請の受付窓口は、各庁舎の地域センターにな

ります。

健康づくり講演会のお知らせ

４月から新しい健診制度「特定健診・

特定保健指導」がスタートします。

これまで健診を受けていた人も、受け

たことのなかった人も新しい健診制度に

ついて一緒に学んでみましょう。

横手市立大森病院■講師：

院長 小野 剛氏

「特定健診・特定保健指導について」■テーマ：

■日時・会場

２月２６日（火） 仙北市西木保健センター

２月２７日（水） 仙北市田沢湖総合開発センター

受付 １３：３０～１３：５０ 講演 １４：００～１５：３０

２月２５日（月）■申込締切：

ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

市立角館総合病院
第４回市民公開講座のお知らせ

市立角館総合病院では、一般市民の皆様を対象とした

第３回目の市民公開講座を開催します。

平成２０年度から始まる大腸ガン検診事業のご案内を

兼ねて、昭和大学横浜市北部病院消化器センター外科・

田中淳一教授をお迎えして、腹腔鏡下大腸ガン切除術に

ついての講演会を開催することになりました。

皆さま多数のご参加をお願いいたします。

２月２２日（金） １８：００～１９：００■日時：

市立角館総合病院 管理棟 ２階 会議室■場所：

腹腔鏡下大腸切除術－より安全な手術を目指して■演題：

昭和大学横浜市北部病院消化器センター外科■演者：

田中淳一 教授

市立角館総合病院 副院長 外科■座長：

伊藤良正 先生

市民の皆様、医療関係者■受講対象：

市立角館総合病院、大曲仙北医師会■共催：

立角館総合病院総務企画課（担当：冨木）■問合せ：市

TEL（５４）２１１１

平成２０年度社会体育施設
定期使用に関する希望調査について

生涯学習課では、社会体育施設の定期使用について、
効率良くご利用いただけるように年間計画を立てておりま
す。使用期間を前期（４月～１０月）と後期（１１月～３月）

必ず希望調査として調整を行いますので、使用希望者は
書を提出してください。締め切りは２月２９日（金）とします

なお、調整会議は行いませんので、使用曜（ＦＡＸも可）。
日及び時間が重なった場合は、当方で調整し年間計画を
作成いたします。３月中旬頃に年間計画表を送付いたし
ますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。

※調査書の備え付け、提出先
田沢湖地域センター・生涯学習課

使用対象体育施設
・生保内市民体育館 ・神代市民体育館
・田沢市民体育館 ・生保内武道館 ・神代武道館
使用時間
・月曜日～金曜日（前期） ９：００～２２：００

（後期） ９：００～２１：００
・土、日曜日 ９：００～１７：００
※１団体が１回に連続して使える時間は４時間まで
※８月１３日～１５日、年末年始は使用不可

市主催・後援の行事のため使用できない期間
※その他、市主催の事業時も使用できません。

生保内市民体育館
８月１８日 ９：００～８月２０日 １６：３０
８月２５日～２９日と９月１日・２日 １０：００～１７：３０

１０月２９日～１１月４日 終日
田沢市民体育館

８月１８日 ９：００～８月２０日 １６：３０
神代市民体育館

８月１８日 ９：００～８月２０日 １６：３０
９月４日・５日と９月１６日～１９日 １０：００～１７：３０

１０月２０日～１０月２７日 終日
生保内武道館

８月１８日 ９：００～８月２０日 １６：３０
神代武道館

１０月２０日～１０月２７日 終日

※学校開放体育施設の使用につきましては、事前に団体登
録が必要で、月毎に申請していただくことになります。詳細
につきましては生涯学習課にお問い合わせください。

仙北市教育委員会 生涯学習課■問合せ：

〒０１４－０３９２ 仙北市角館町東勝楽丁１９
ＴＥＬ（４３）３３８３／ＦＡＸ（５４）１７２７

あきたの環境を考える集い

地球温暖化について考えるため、ノンフィクション作家
の山根一眞さんをお迎えし、「温暖化クライシスと地球生
命～あきたエコマイスターの課題～」と題した講演を行い
ます。併せて県で実施している「環境あきた県民塾」など
について紹介します。入場は無料です。

３月８日（土） １３：３０～１６：００■日時：
秋田市民文化会館小ホール■会場：
３５０人（申込不要）■定員：

※託児サービス有（２月２７日（水）までお申込ください）
秋田県環境あきた創造課■問合せ：

TEL０１８（８６０）１５７４
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市営住宅入居者募集

２月２９日（金）まで■募集期限：

いずれも平成１９年１２月新築■募集住宅：

３ １階◇公園南１号団地 Ａ－１ LDK
３ １階◇公園南１号団地 Ａ－２ LDK
３ １階◇公園南１号団地 B－１ LDK
３ １階◇公園南１号団地 B－２ LDK

・田沢湖生保内字武蔵野１０５－１０５８

・月額家賃 ２５，６００円～（所得額による）

・月額駐車料は家賃に含む（１世帯１台まで）

３ ２階◇公園南１号団地 C LDK
３ ２階◇公園南１号団地 D LDK

・田沢湖生保内字武蔵野１０５－１０５８

・月額家賃 ２７，３００円～（所得額による）

・月額駐車料は家賃に含む（１世帯１台まで）

※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。

※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。

次の①～④までの条件にすべてあてはまること。■入居資格：

①現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その

他婚姻の予約者を含む）があること。

（単身者の方については申し込み条件がありますの

で、事前に都市整備課へご連絡ください）

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。

※市外在住の方でも入居可能です。

※暴力団員は応募できません。

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下さい。（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

興課、角館地域センター地域振興課、神代出張所

◇添付書類

①入居希望者の住民票謄本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）又は市県民税世帯証明書１通

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抽■選考方法：

選（申込人によるくじ引き）を行います。

３月１２日（水）午後２時◇抽選日時・・・

田沢湖庁舎 ３階 第４・５会議室◇抽選場所・・・

４月１日（火）から入居可能です。■入居時期：

仙北市建設部 都市整備課 住宅公園係■問合せ：

TEL（４３）２２９５／FAX（４７）２１６６（代）

こどもまつり開催

たざわ湖スキー場で楽しい一日を

過ごしませんか。

スキーにレクリエーション、お昼には

餅つきも準備しております。

スキーの楽しさを改めて体験し、友達も

最後にプレゼントもあります！増やしましょう。

３月２０日（木・春分の日） ９：３０～１５：００■日時：

スキーを楽しみたい小学生■募集対象：

３，０００円（講習料、保険料、諸経費含む）■料金：

金 尚子・田口 勝■予定講師：

２０名（定員になり次第締切）■定員：

田沢湖スキー学校■申込・問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

ジュニア技術選手権 強化キャンプ

去年に引き続きジュニア技術選手権キャンプを開催しま

す。ジュニア技術選手権大会で勝ち抜くコツを伝授します！

ビデオ撮影も予定しておりますので自分の滑りもチェックして

みましょう。

３月１日（土）～２日（日） ※１日 ９：３０～受付■日時：

秋田県ジュニア技術選手権大会に参加する選手■対象：

■料金

２日間参加 ９，０００円（講習料・保険料・諸経費含む）

１日間参加 ５，０００円（講習料・保険料・諸経費含む）

黒澤国昭（秋田県デモンストレーター）■予定講師：

石塚寿幸（秋田県デモンストレーター）

２０名（定員になり次第締切）■定員：

田沢湖スキー学校■申込・問合せ：

TEL（４６）２６５３／FAX（４６）２６６１

他にもキャンプあります

◇級別テスト・プライズテスト対策キャンプ ２／２３～２４

◇スキー匠キャンプ ３／１～２

※各キャンプとも１日のみも受けられます。

木造住宅の
耐震診断改修無料相談会の開催について

県では、木造住宅の耐震診断・改修の推進を目的とし

て、建築士が耐震診断・改修に関する相談、簡易な耐震

診断などを行う無料相談会を開催しますので、家の間取

りがわかる図面などをお持ちのうえお越し下さい。

２月２４日（日） １０：００～１６：００■開催日時：

■開催場所

イオンスーパーセンター大館店 食品側入口県北会場

（大館市字大田面２３８）

イトーヨーカドー秋田店 ぽぽろーど入口中央会場

（秋田市中通２－８－１）

秋田ふるさと村 ふるさと広場県南会場

（横手市赤坂字富ヶ沢６２－４６）

秋田県建設交通部建築住宅課■問合せ：

TEL０１８（８６０）２５６５
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秋田新幹線「こまち」で行く

！！“雪ざくら小京都・角館”（旅行商品）発売

首都圏からの冬季誘客を図るため、ＪＲ東日本と連携し

た の旅行商品が発売されています。“雪ざくら小京都・角館”

商品内容は、「こまち往復と１泊朝食付き」が２万円台

と極めて格安な料金になっているほか、受入れ態勢として

各種イベント（火振りかまくら、冬がたりなど）の開催、各種

特典（角館の土産が入ったミニ御用袋プレゼント、土産品

店、食堂での１０％ｏｆｆ価格など）がついています。

つきましては、この機会に角館を訪れ、冬の角館を堪能し

ていただきたいと思っていますので、どうか、首都圏等に住ん

でおられる友人、知人等に紹介くださるようお願いします。

なお、この商品のパンフレットは、首都圏及び仙台圏のＪＲ

東日本びゅうプラザに陳列しており、発売期間は３月１５日ま

でとなっております。

ＴＥＬ（５４）２７００■問合せ：角館町観光協会

第３回「故郷という異郷」開催

平成２０年３月８日（土） １５：３０～１７：００■日時：

仙北市総合情報センター■会場：

３０名〈会場変更のため〉■定員：

ＴＥＬ（４３）３３３３■申込・問合せ：学習資料館

秋田の宝・名人芸 ＆
元気してらがフェスティバル

太鼓や踊りのグループが日ごろの練習の成果を存分

に発揮するフェスティバル。特別ゲストの名人芸をじっくり

堪能できる絶好の機会です。入場料無料。

２月２４日（日） １３：００～１５：３０■日時：
わらび劇場■会場：

グループ発表■内容： 第１部
太鼓演奏、手踊り、創作ダンス、新舞踊、大正琴
演奏など １０団体

特別ゲストによる名人芸第２部
鈴木隆行さんによる 「秋田万歳」「あほだら経」
照井テルさんによる 「おやま囃子地方」
元気してらがフェスティバル開催事務局■問合せ：

TEL（４４）３９７０

ジェームス三木杯争奪将棋大会

将棋が単に好きだけでなく相当の腕前でもある脚本・

演出家のジェームス三木氏より賛同いただき、

「ジェームス三木杯争奪将棋大会」を開催

します。皆さまの参加をお待ちしております。

３月２２日（土）・２３日（日）■期日：
たざわこ芸術村 温泉ゆぽぽ「紫苑の間」■会場：

■参加費
１５，０００円◇１泊３食・大会参加費
４，０００円◇日帰り参加、昼食・大会参加費

３月１０日（月）まで■申込締切：

TEL（４４）２５００■申込・問合せ：たざわこ芸術村

又は （千葉まで）TEL０９０（８９０３）３４３１

FAX（４４）３３１８

秋田・岩手横軸連携フォーラム’０８冬
～冬でも安心な道を考える～

「地方、特に雪国における道路整備がなぜ必要なの

か」「地方の意地・発展」について首都圏に向けて情報発

信する『秋田・岩手横軸連携フォーラム’０８冬』を読売新

聞特別編集委員の橋本五郎氏を招いて開催します。

２月２３日（土） １３：３０～１６：３０■日時：
イオンホール（イオンモール盛岡２階：盛岡市）■場所：

■内容
講師…橋本五郎 氏（読売新聞特別編集委員）基調講演

パネルディスカッション
「地方の道路整備は必要か～冬でも安心な道～」

コーディネーター 鈴木直志氏（テレビ岩手アナウンサー）
パネリスト 橋本五郎 氏

浜岡秀勝 氏（秋田大准教授）
池田克典 氏（盛岡市副市長）
石黒直次 氏（仙北市長）
木村彩子 氏（明日拓く宮古の道女性の会）

TEL（４３）１１１２■問合せ：仙北市企画政策課

米粉パン教室参加者募集！
こ め こ

気になるけど、どうやって作るの？そんな米粉のパンを
自分でつくってみませんか。
みなさまのご参加お待ちしています。

３月４日（火） １０：００～１３：００■日時：

仙北市西木町「かたくり館」■場所：

２０人■募集人数：

５００円■参加費：

仙北市農政課■申込・問合せ：

TEL（４３）２２０６政策調整係

参加者募集
『いきいき元気アップ教室』のお知らせ

これまで、生命の貯蓄体操・ＡＤＬ体操・フットケア教室
を実施してきましたが、今回は、一人ひとりがいきいき元
気に過ごすために、「呼吸法」を重視した「こころ」と「から
だ」がほぐれて、元気になる教室を開催します。
２回にわたり、自分自身の身体の感覚を大切にしな

「力まない」・「がんばらない」・「ていねいに動く」がら、

方法で、誰でも、簡単に、体験する・「気持ちよく動く」
ことができますので、是非、ご参加ください。

元気で活動的な状態にある６５歳以上の方◆対象者：
３月４日（火）・１８日（火） １３：３０～１５：３０◆日時：
お話しと「呼吸法」と「動きのレッスン」◆内容：

角館交流センター （日本間）◆実施場所：
バスタオル・タオル １枚ずつ◆準備するもの：

※動きやすい服装でお出でください。
２月２９日（金） ※先着３０名◆申込締切：

（国際フェルデンクライス連盟認定公認講師◆講師：加藤俊朗
／産業カウンセラー／厚生労働省公認ヘルスケア・トレーナー／
西野呼吸法・整体・ヨガなどを学び、普及に努めています）

◆申込・問合せ
仙北市包括支援センター （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

総集編
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№５７-２平成２０年２月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

閉校式のご案内

仙北市立角館西小学校、角館東小学校、西長野小学

校は、３月３１日をもちまして閉校となり、４月１日から新た

に角館小学校が開校いたします。それに伴い、下記によ

りそれぞれの学校で閉校式が挙行されます。

式典には地域の方や卒業生など学校に関わりのある

方も参加することができますので、参加を希望される方は

２月２０日（水）までそれぞれの学校へご連絡ください。

学校名 閉校式日時 連絡先（担当）

３月 １日（土） ５４－４５１１
角館東小学校

（教頭 相澤）１４：００～

３月 ２日（日） ５５－２１８８
角館西小学校

（教頭 佐藤）１０：００～

３月１６日（日） ５３－２０９４
西長野小学校

（教頭 佐々木）１０：００～

※来賓の駐車場確保のため、校地内には駐車できませ

んので、徒歩等でご来校願います。

※式典２０分前までにご入場ください。

角館小学校内覧会のお知らせ

この４月に開校する角館小学校の内覧会（自由見学）

を次のとおり行います。事前申し込みは不要ですので、お

気軽にお越しください。

３月８日（土）・９日（日）の２日間■日時：

午前の部 ９：００～１２：００

午後の部 １３：００～１６：００

内履き（スリッパ等）■持ち物：

仙北市教育委員会 教育総務課■問合せ：

TEL（４３）３３８１

田沢湖地区ソフトバレーボール大会
開催のお知らせ

３月１６日（日） 午前９時～（受付）■日時：

生保内市民体育館■場所：

男女混合の部（男２人、女２人）■参加区分：

ソフトバレーボール規則に準じる。■ルール：

１５点・２セット先取

中学生以上４人で１チームとする｡■参加対象：

１チーム ５００円（当日徴収予定）■参加料：

３月１２日（水）■申込締切：

田沢湖家庭ボール協会■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４４）３１８５佐藤節子

ＴＥＬ ０９０（５８３３）３６５５津嶋温美

仙北市
《小規模修繕等契約希望者の新規登録

及び登録更新受付を行っています》

小規模修繕等契約希望者の登録は、市内に主たる事
業所を置く小規模事業者で、資格要件等が整わないため
「入札参加資格審査申請」が困難な方が対象となります。

登録事業者には、市が発注する３０万円未満（消費税
を含まない額）の小規模修繕等を行う際に、優先的に見
積もり参加依頼をすることになります。

３月１日～３月３１日（土・日・祝日を除く）■受付期間：

平成２０年４月１日から平成２２年３月末日まで■有効期間：

入札契約室（田沢湖庁舎）または各庁舎の■受付場所：

総合窓口課に提出。（持参、郵送どちらも可）

■申請方法

所定の申請書に必要事項を明記し、添付書類(新規)

を添えて提出してください。

前年度に既に登録手続きがお済の方は、変更事(更新)

項がない限り、添付書類のみを提出してください。

仙北市内に主たる事業所を有する方■申請要件：

※個人、法人は問いません。また、建設業の許可の有無、経

営規模、従業員数などは問いません。

※既に１９・２０年度の建設工事等の業者登録（指名願提出）を行っ

ている方や、成年被後見人、被補佐人、被補助人、または破産者

で復権を得ていない方は申請できません。

総務部入札契約室または「各地域センター総■申請用紙：

合窓口課」で配付。（ホームページからダウンロード可）

■その他の提出書類

１．許可・免許が必要な業種は、それを証明する書類の

写し。

２．許可・免許を必要としない業種でも、持っている資格

等を証明する書類の写し。

３．納税証明書（直前１年分）

４．法人の場合は商業登記簿謄本の写し（３ヶ月以内

の証明のもの）

■修繕の種類 【工事の例示】

【道路（側溝等）、水路（護岸等）の修繕】①土木一式

【建物の修繕で種類が複数に及ぶもの】②建築一式

【大工、型枠、造作等】③大工

【左官、モルタル、吹付け等】④左官

【屋根葺き等】⑤屋根

【街路灯設置、照明設備等】⑥電気

【空調、給排水、給湯、厨房、衛生、ガス管、ダクト等】⑦管

【板金加工取付等】⑧板金

【ガラス加工取付】⑨ガラス

【塗装等】⑩塗装

【アスファルト、モルタル、シーリング、シート等】⑪防水

【天井仕上げ、壁張り、内装間仕切り、床仕⑫内装仕上

上げ、たたみ、ふすま、カーテン・ブラインド等】

【機械器具設備等設置、取付、修理】⑬機械器具設置

【通信線路、通信機械、放送機械設置等】⑭電気通信

【植栽、公園設備、園路等】⑮造園

【サッシ、シャッター、金属製・木製建具等】⑯建具

【火災報知設備等】⑰消防施設

【上記にあてはまらないもの】⑱その他

ＴＥＬ（４３）１１１３■問合せ：仙北市総務部 入札契約室



- 6 -

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

◆①０５０４１－１１１２８１②酒類販売店員（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◆

①０５０４１－１１２１８１②カウンター及びホール係【急募】（常雇）

（正社員）③不問④１４０，０００～２２５，０００⑤仙北市田沢湖⑥普

通自動車免許一種◆①０５０４１－１１５６８１②電気工事士（常雇）

（正社員）③不問④１６５，０００⑤仙北市角館町⑥電気工事士（第

１種）（普通自動車免許一種）◆①０５０４１－１３３４８１②惣菜担

当（常雇）（パート労働者）③不問④６７０～７００⑤仙北市角館町

⑥不問◆①０５０４１－１４６０８１②重機オペレーター（常雇）（正社

員）③不問④１８０，０００～２４０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自

動車免許一種または中型自動車免許、車両系建設機械運転技

能資格◆①０５０４１－１４７３８１②現場管理者（常雇）（正社員）③

不問④１８０，０００～２４０，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車

免許一種または中型自動車免許、土木施工管理技士２級◆①０

５０４１－１４８６８１②調理人（臨時４ヶ月未満）（パート労働者）③

不問④６５０～１，０００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種、

調理師免許尚可◆①０５０４１－１４９９８１②歯科助手（常雇）（パ

ート労働者）③不問④６５０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１

－１５０７８１②歯科助手（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～

１，０００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－１５１８８１②ガソリ

ンスタンド販売員（常雇）（パート労働者）③不問④７３０～１，０１０

⑤大仙市⑥普通自動車免許一種、危険物取扱者（乙種）取得者

優遇（時給で）◆①０５０４１－１５２２８１②水産部門（常雇）（パート

労働者）③不問④６５０～７００⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４

１－１５４０８１②横切リ結束作業員（常雇）（正社員）③不問④１２

６，５００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－１５６６８１②水産

担当（常雇）（パート労働者）③不問④７２０～９２０⑤大仙市⑥不

問◆①０５０４１－１５７９８１②衣料品販売（常雇）（パート労働者）

③不問④６５０～７５０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１５８５８１

②家電売場担当（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～８５０⑤

大仙市⑥不問◆①０５０４１－１５９４８１②事務担当（常雇）（パー

ト労働者）③不問④６５０～８５０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１

６０２８１②早朝品出し（常雇）（パート労働者）③不問④６８０～８８

０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－１６１１８１②介護職員（常雇）

（正社員）③不問④１２０，０００～１７０，０００⑤仙北市田沢湖⑥介

護福祉士か准看護師以上または２級ヘルパー以上、普通自動車

免許一種◆①０５０１０－１３４１２８１②（派）機械設計技術者（臨

時４ヶ月以上）（登録型派遣）③不問④２２０，０００～４００，０００⑤

仙北市⑥不問◆①０５０１０－１６７８３８１②（派）電子部品検査

（臨時４ヶ月以上）（登録型派遣）③不問④１２６，７２０⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種◆①０５０１０－１５９１７８１②（派）組込み系

ソフト開発技術者（常雇）（登録型派遣）③不問④２００，０００⑤仙

北市⑥不問◆①０５０１０－１３６４７８１②（派）ソフトエンジニア（臨

時４ヶ月以上）（登録型派遣）③不問④２７０，０００～４５０，０００⑤

仙北市⑥不問◆①０４０１０－４７８２３８１②個別学習指導講師

（常雇）（パート労働者）③不問④１，０００～１，５００⑤仙北市⑥不

問◆①０３０４０－４４４７８１②販売員（臨時４ヶ月以上）（パート労

働者）③不問④７２０⑤仙北市⑥不問◆①０３０４０－４４７１８１②

販売員（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④６８０～７００⑤

仙北市⑥不問

※平成２０年２月１日～２月７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

秋田県田沢疏水土地改良区 準職員募集

秋田県田沢疏水土地改良区では、準職員（一般事務・
施設管理業務）を募集します。

若干名（田沢疏水土地改良区管内在住の方）■採用人員：
平成２０年４月～平成２１年３月までの１年間■雇用期間：
昭和５５年４月２日から平成２年４月１日まで■受験資格：

に生まれた方（高校卒業以上又は平成２０年３月卒
業見込みの方）で、普通免許以上を取得し、パソコン
操作ができる方。

３月下旬予定■試験日：
（筆記試験〔一般教養・作文〕、面接試験）
２月２５日～３月１４日■願書受付：

秋田県田沢疏水土地改良区■問合せ：
TEL０１８７（６２）１１３４総務課 藤沢

クラフト講習会に参加しませんか

角館公民館では３回の日程でクラフト講習会を開催し
ます。初回は初歩（基本）から手ほどきしていただきます。
３回のうち都合の良い日１日でもかまいません。
小物からちょっと難易度の高い作品まで作ります。

２月２５日（月）、３月１０日（月）、３月２４日（月）■期日：
各講習とも １３：３０～１６：００■時間：
角館公民館 研修室１■場所：
荒木和子さん■講師：
１，５００円（多少変動があります）■費用：

１５名■募集人員：
２月２１日（木）■申込期限：

TEL（５４）１１１０■申込・問合せ：角館公民館

大曲仙北地域ケア研究会 講演会

高齢者の介護に関する様々な連絡協議会が集まり、高
齢者が安心して生活できる環境や疾病予防について学び
合う大曲仙北地域ケア研究会で講演会を開催します。
関心のある方はぜひ、ご参加ください。

３月７日（金） １４：００～１６：２５■日時：
大曲プラザたつみ■会場：
高齢者を守ろう■テーマ：

～高齢者虐待の現状と地域ネットワークのあり方～
秋田看護福祉大学看護福祉学部 社会福祉学科■講師：

助教 児玉寛子氏、工藤英明氏
大曲仙北圏域内の在宅介護支援センター、■参加対象：

介護保険サービス指定事業所、社会福祉協議会、
市町村福祉関係職員、研修内容に関心のある方

各事業所の方は２月２１日まで申し込みください。■申込：
一般参加の方は直接会場においでください。
仙北市包括支援センター （担当：新山）■問合せ：
TEL（４３）９０７１／FAX（４７）９０７０


