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№５９平成２０年３月１５日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市民課国保年金係からのお知らせ

４月からの医療制度改革により、下記に該当する国民

健康保険の方には３月下旬に新しい被保険者証・高齢受

給者証・限度額適用標準負担額減額認定証・限度額適用

認定証及び標準負担額減額認定証が郵送されます。

平成２０年４月１日現在

６５歳以上の退職者医療の方

４月から退職者医療制度の対象年齢が６５歳未満に変

わることにより、有効期限が平成２０年３月３１日となってお

りますので、新しい被保険者証を郵送いたします。

（６５歳以上の退職者医療の方の被扶養者も有効期限

が切れるので郵送いたします）

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方

（現役並所得者以外）

４月から１年間負担割合が１割に据え置かれることにより、

負担割合の記載内容が変わりますので、現役並所得者以外

の方全員に新しい高齢受給者証を郵送いたします。

平成２０年４月１日現在６５歳以上の退職者医療の方

で限度額適用標準負担額減額認定証・限度額適用

認定証及び標準負担額減額認定証をお持ちの方

有効期限が平成２０年３月３１日となっておりますの

で、新しい認定証を郵送いたします。

（６５歳以上の退職者医療の方の被扶養者も有効期限

が切れるので郵送いたします）

ＴＥＬ（４３）３３０７■問合せ：仙北市市民課国保年金係

西木町潟野地区の

携帯電話エリア化について

市では、国県補助による情報通信格差是正事業にて、

西木町の十二峠地区と潟野地区を携帯電話使用可能エ

リアとするため携帯電話用鉄塔施設を整備しました。施設

は株式会社ＮＴＴドコモ東北が使用し、本年４月１日から

ＮＴＴドコモのＦＯＭＡサービスが開始されます。

ＴＥＬ（４３）３３３９■担当：総合情報センター

仙北市
「桜・水ばしょう・かたくり」に関する
特産品等のリンク集を作成します

観光客が増加する「桜・みずばしょう・か

たくり」の開花時期にあわせて花に関する

お土産品などの情報提供を行い、訪れた

観光客の回遊性を高めたいと考え、仙北市の

ホームページに特産品に関するリンク集を作成

することとしました。

◆今回は「桜・みずばしょう・かたくり」にちなん

だ食事、食品、お菓子、お土産を取り扱って

いる（まつり期間だけの販売でも可）お店のリ

ンク集を作成しますので、掲載を希望する方

はご連絡下さい。

◆仙北市内で販売、製造している自社のホーム

ページを所有しているお店であれば申し込みが可能で

すが、内容等確認後、趣旨に沿っていないなどリンク集

への掲載が不適切と判断した場合はお断りすることも

あります。

※詳しい内容については商工課までお問い合わせ下さい。

仙北市商工課商工物産係■申込、問合せ：

TEL（４３）３３５１／FAX（５４）４１０２

E-mail：shoko@city.semboku.akita.jp

申し込みはお済みですか
～交通災害・不慮の災害共済～

仙北市に住民登録している

方、外国人登録している方なら

どなたでも加入できます。

掛け金は、交通災害だけ加

入 、不慮の災害だけ加４００円

入 、セットで両方加入の６００円

場合でも を年１回だけの納入です。１，０００円

４月１日から有効とするため までに手続３月２８日（金）

※それ以降は、手続き日のきされることをお勧めします。

翌日から発効になります。

手続きは、市役所各庁舎・各出張所または秋田、北都両銀行

の田沢湖・角館の店舗で土曜、日曜、祝日以外できます。

※市役所での加入は機械処理なので、記入済みの申し

込み用紙はいりません。

ＴＥＬ（４３）３３０８■問合せ：仙北市環境防災課

角館温泉「花葉館」からのお知らせ

から の２日間、３月３１日 ４月１日

。メンテナンス休館日となります

■問合せ：花葉館 ＴＥＬ（５５）５８８８
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福祉灯油購入費助成の申請を

まで延長しました３月２５日（火）

世帯主及び世帯員全員の平成１９年度■対象世帯：

市民税が でかつ下記の世帯です。非課税の世帯

高齢者世帯

７０歳（平成２０年１月１日現在）以上の者のみで構成す

る世帯（施設入所、長期入院中の方は、含まれません）

ひとり親世帯

１８歳未満の児童を扶養している母子世帯及び父子

世帯

障害者世帯

国民年金法による障害基礎年金受給者がいる世帯

特別障害者手当、障害児福祉手当、または経過的

福祉手当受給者がいる世帯

特別児童扶養手当受給者がいる世帯

身体障害者手帳１・２級、精神福祉保健手帳１級、

療育手帳Ａ所持者がいる世帯

（平成２０年１月１日現在、在宅の世帯）生活保護世帯

１世帯 ５，０００円を上限とします。■助成金額：

田沢湖地域センター総合窓口課・角館地域■申請場所：

センター総合窓口課・仙北市福祉事務所（西木庁舎）

・各出張所

印鑑、年金証書、手当受給者証、各種障■持参するもの：

害者手帳、灯油代の領収証（１２月１日以降２月２９日

までの５，０００円以上、複数枚可、レシート可）、振

込先の金融機関名と口座番号（ゆうちょ銀行以外）

※各窓口に申請書は準備しております。

至急申請該当し、まだ申請していない方は、

してください。

ＴＥＬ（４３）２２８８■問合は：福祉事務所 社会福祉課

平成２０年度 放課後児童クラブ

利用追加申し込みのご案内

放課後児童クラブ、白樺児童会（生保内小学校）・マロ

ンクラブ（西明寺小学校）の追加申し込みを受け付けます

ので、利用希望者は （金）までに必要書類を生３月２８日

涯学習課か各クラブへ提出してください。

留守家庭であれば、バスで帰宅する児童も利用できます。○注
利用申請書、保護者の就労証明書■必要書類：

※用紙は生涯学習課と各クラブにあります。

ＴＥＬ（４３）３３８３■問合せ：教育委員会生涯学習課

新分野進出等企業
支援補助事業（ふるさと財団）

地域における新産業の育成等に資するため、企業等が市

場において新規性を有する商品開発や技術開発に取り組む

場合、市町村を通じて企業に助成します。

新分野進出研究開発補助金◇
補助対象経費の２／３以内（１，０００万円以下）補助額

◇小規模商品開発補助金
補助対象経費の２／３以内（５００万円以下）補助額

試作品の製作に係る次の経費■補助対象経費：

①原材料費等の購入に要する経費

②機械装置、工具器具等の購入、試作、改良、リース

等に要する経費

③もっぱら補助対象事業に従事する者に係る人件費

④新製品開発、製品化に付随する基本的なマーケット

リサーチに係る経費

⑤補助対象事業に必要な委託費

第１次募集 ４月２日（水）■申請締切：

第２次募集 ７月２日（水）

TEL（４３）１１１２■申請・問合せ：仙北市企画政策課

新分野進出等アドバイザー・

社外パートナー派遣事業（ふるさと財団）

地域企業の新分野進出などを支援するため、専門家

や社外の人材をアドバイザーまたは社外パートナーとして

派遣します。

◆アドバイスまたはコンサルティングの内容
１）新製品の開発や販路開拓などの新分野進出等事業

２）地域振興のため地方公共団体が民間事業者等とと

もに事業化を構想・企画している事業

◆アドバイスまたはコンサルティングの方法
１件につき原則４人回までアドバイザー：

１件につき５人回以上（原則３ヶ月以上継続）社外パートナー：

◆派遣に要する経費
原則４人回の限度内で、原則として財団アドバイザー：

が全額負担

原則１００万円以内で、原則として財団社外パートナー：

が全額負担

第１次募集 ３月１９日（水）◆申請締切：
第２次募集 ６月１６日（月）

TEL（４３）１１１２■申請・問合せ：仙北市企画政策課

角館公民大学 ３月予定

内 容 日 時刻 会 場

卒業式並びに終業式 ２５日 １０：００ 角館交流センター

TEL（５４）１１１０■問合せ：角館公民館
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健康教室のお知らせ

生活習慣病予防など健康づくりのために健康教室に参

加しませんか？体操や栄養指導、医師講話など、総合的

な健康教室です。

３Ｂ体操（鈴木悦子先生）気功体操（小林恵津子■内容：

先生）柴田栄宜先生の３種類の体操を月２～３回行

います。ただし、３種類の体操に参加していただきた

いので、同じ体操のみに偏っての参加はお断りしま

す。また、医師講話、栄養指導を年１回、体力測定を

年２回行います。

スポーツ保険加入希望の方は１，５００円です。■費用：

仙北市健康管理センター（角館）■会場：

初回 または のうち都■日時： ４月３日（木） ４月４日（金）

合のよい日をお知らせください。

受付 ９：３０～１０：００ 終了 １２：００

初回は手続き上必ず参加願います。スポーツ保険に

入る方は当日保険料を徴収します。

問診・体脂肪測定・軽体力測定等・日程表初回の内容：

配布 ※動きやすい格好でお越しください。

２回目・・・ ３Ｂ体操４月１１日（金）

受付９：２０～９：５０ 終了１２：００

２回目以降も毎回血圧測定と体脂肪、体重測定を行い

ます。

５０名■募集人員：

※新規の参加者を優先します。継続参加の方は、出席状

況や継続年数などを考慮し、申込多数の場合はお断り

させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

本人が電話でお申込みください。■申込方法：

仙北市保健課（健康管理センター内）■申込・問合せ：

ＴＥＬ（５５）１１１２

とんぼ玉教室開催

いろんな色のガラスをとかして、オリジナルのガラス玉

を作りましょう。毎回違った技法や模様に挑戦します。

！ストラップやネックレスなどに

１コース６回■回数：

３月２０日（木）、２７日（木）■日時：

４月３日（木）、４日（金）、１０日（木）、１４日（月）

午前の部 １０：００～、午後の部 １３：００～

※６日×２回（午前か午後）＝計１２回の中から都合

の良い６回を選べます。

１５，７５０円（６回分）■受講料：

西木公民館■会場：

浅利めぐみ（ＡＭあてい工房）■講師：

木綿のエプロン■持ち物：

受講の３日前まで■申込：

（浅利めぐみ）TEL ０９０（７７９０）０２９９

かくのだて歴史案内人組合
新人募集と養成講座のお知らせ

４月１２日（土）・１３日（日） ２日間■日時：

９：３０～１５：００

角館樺細工伝承館 第１研修室■会場：

午前…講義 午後…現場研修■内容：

１，０００円（当日徴収）■受講料：

４月９日（水）まで■申込期限：

６５歳以下で案内活動をする意志のある方■募集対象：

（西木町、田沢湖も可）

講座修了後、６回程度実地研修あり。■その他：

受講申込者には、後日詳細を連絡します。

角館町小人町６ 戸沢嗣郎■申込・問合せ：

TEL（５３）３３４０

“交通ルネサンス秋田”２００８運動
平成２０年１月１日～１２月３１日（１年間）

秋田県警察では、諸団体の協力の下、県民一人ひと

りが人優先の交通安全思想のもと、子ども、高齢者、障

害者等の交通弱者への配慮や思いやりを持ち、人と車

が安全に共生できる秋田県の交通再生（ルネサンス）

に向けた運動を展開し、交通事故のない安全で安心し

て暮らせる地域社会の実現を目指す“交通ルネサンス

秋田”２００８運動を展開中です。

スローガン

交通ルネサンス 守ろう！いのち 人と車のメッセージ

“交通ルネサンス秋田”５つの実践

【運転者向け】

①子どもとお年寄りを見たらスピードを落とし、人に優し

い運転をします。

②飲酒運転をしない・させないことを誓います。

③交差点では、“観る・待つ・ゆずる”の思いやり運転を

します。

④後部席同乗者にもシートベルトを着用させ、チャイル

ドシートを正しく使用します。

⑤運転中の携帯電話はドライブモードか電源オフにします。

【歩行者・自転車向け】

①人も自転車も交通ルールを守って、安全な行動に

徹します。

②道路を横断するときは、“右みて左みて”安全を確

認しながら横断します。

③夜光反射材を付け、明るい服装で自分の身を守ります。

④交差点では、しっかり止まって、はっきり確認します。

⑤自転車の飲酒、無灯火、携帯電話使用など危険な

運転はしません。

ＴＥＬ（５３）２１１１秋田県仙北警察署
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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

◆①０５０４１－２１２７８１②医療事務（臨時４ヶ月以上）
（正社員以外）③不問④１３４，４００～１３７，７６０⑤仙北
市田沢湖⑥医療事務講習受講者尚可◆①０５０４１－２
１５１８１②事務員（常雇）（パート労働者）③不問④６５０
～７５０⑤仙北市田沢湖⑥不問◆①０５０４１－２１６０８１
②事務員（常雇）（正社員以外）③不問④１１１，６５０⑤
仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－２
１７３８１②店舗スタッフ（レジ担当）（臨時４ヶ月以上）（パ
ート労働者）③不問④７００⑤仙北市角館町⑥不問◆①
０５０４１－２１８６８１②店舗スタッフ（品出し）（常雇）（パ
ート労働者）③不問④６５０⑤仙北市角館町⑥不問◆①
０５０４１－２１９９８１②販売員（常雇）（正社員以外）③不
問④１２３，２００⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一
種◆①０５０４１－２２０７８１②ミシンオペレーター（常雇）
（正社員）③不問④１１０，０００～１２０，０００⑤仙北市角
館町⑥不問◆①０５０４１－２２１８８１②ミシンオペレータ
ー（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７００⑤仙北
市角館町⑥不問◆①０５０４１－２４５５８１②調理師（臨
時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④７００⑤仙北市⑥
調理師◆①０５０４１－２６０９８１②給食運搬（臨時４ヶ月
以上）（パート労働者）③不問④１，２００⑤仙北市⑥普通
自動車免許一種◆①０５０４１－２６１５８１②用務員（臨
時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④７１０⑤仙北市⑥
普通自動車免許一種◆①０５０４１－２６２４８１②売場担
当（常雇）（パート労働者）③不問④６８０～６８０⑤大仙
市⑥不問◆①０５０４１－２６３７８１②事務員（臨時４ヶ月
以上）（パート労働者）③不問④７１０⑤仙北市⑥図書館
司書資格尚可◆①０５０４１－２６４８８１②技術職【Ａター
ン専用求人】（常雇）（正社員）③不問④２２３，６３８⑤仙
北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－２６５
２８１②ゴミ収集運搬作業員（常雇）（パート労働者）③不
問④８００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種（中型
自動車免許）◆①０５０４１－２６６１８１②清掃および雑
務（常雇）（パート労働者）③不問④７５０⑤仙北市田沢
湖⑥普通自動車免許一種（通勤用）◆①０５０４１－２６７
０８１②温泉旅館業務（フロント）（常雇）（正社員以外）③
不問④１１６，６００⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許
一種（通勤用）◆①０５０４１－２６８３８１②販売、接客
（臨時４ヶ月以上）（パート労働者）③不問④７００⑤仙北
市角館町⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－２６９６
８１②営業担当【急募】（常雇）（正社員以外）③不問④２
３２，４７１⑤仙北市角館町⑥普通自動車免許一種◆①
０５０４１－２７１７８１②フロント係（臨時４ヶ月以上）（パー
ト労働者）③不問④８００～１，０００⑤仙北市田沢湖⑥普
通自動車免許一種◆①０５０４１－２７２８８１②衣料品販
売【１７：００～】（常雇）（パート労働者）③不問④６５０～７
５０⑤大仙市⑥不問◆①０５０４１－２７３２８１②山林労
務（臨時４ヶ月以上）（正社員以外）③不問④１２６，０００
⑤仙北市田沢湖⑥普通自動車免許一種◆①０５０３０－
７７３３８１②（請）施設警備【仙北地区】（臨時４ヶ月以上）
（正社員以外）③１８歳以上（省令２号）④１５１，２００⑤
大仙市⑥普通自動車免許一種◆①０５０４１－２７５０８１
②菓子製造工（常雇）（正社員）③不問④１１５，０００～１

１７，３００⑤仙北市角館町⑥不問◆①０５０４１－２７４１
８１②農薬、肥料の配達補助（臨時４ヶ月未満）（パート労
働者）③不問④９００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種
（ＭＴ）◆①０５０４０－６２５９８１②（派）プラスチック成形
機オペレーター「田沢湖」（常雇）（常用型派遣）③不問④
１３８，３３８～１４６，４７５⑤仙北市⑥普通自動車免許一
種（通勤用）

※平成２０年２月２９日～３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

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です。

◆ＮＣ旋盤（プログラミング）講習

の３日間 定員１０名４月２日（水）～４日（金）

◆マシニングセンタ（プログラミング）講習

の３日間 定員１０名４月１５日（火）～１７日（木）

◆１級電気工事施工管理技士学科試験準備講習

の４日間 定員１０名４月１５日（火）～１８日（金）

◆ガス溶接技能講習

の２日間 定員１０名４月２４日（木）・２５日（金）

※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：

現在お勤している方■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

国家公務員採用試験のお知らせ

人事院では、国家公務員採用Ⅰ種試験及びⅡ種試験

（いずれも大学卒業程度）を実施いたします。

種試験Ⅰ

で（郵送受付期間は４月１日（火）から４月８日（火）まで

により申込む場合は、最終日までの通信日付印有効）、

第１次試験は５月４日（日）に行います。

種試験Ⅱ

で受付期間は４月１１日（金）から４月２２日（火）まで

（郵送により申込む場合は、最終日までの通信日付印有

効）、第１次試験は６月２２日（日）に行います。

なお、申込用紙の請求や受験資格等の詳しい内容に

ついては、人事院ホームページ又は下記にお問い合わせ

ください。

人事院東北事務局 第二課 試験係■問合せ：

TEL ０２２（２２１）２０２２

http://www.jinji.go.jp/saiyo.htm


