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№６１平成２０年４月１５日号
TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

市営住宅入居者募集
４月２８日（月）まで■募集期限：

■募集住宅：

４－５４（築２９年）／角館町菅沢４２－６１◇菅沢住宅
・２ ３階建の３階部分 駐車場なしLK
・月額家賃 １５，６００円～（所得額による）

３－３（築２１年）◇公園南団地
／田沢湖生保内字武蔵野１０５－８９５

・２ ３階建の３階部分 駐車場無料（１台分）LDK
・月額家賃 １８，８００円～（所得額による）

７－西（築７年）◇ニュータウン塚野腰
／西木町西荒井字塚野腰１６４－１

・３ ２階 駐車場 １，０００円（２台分）LDK
・月額家賃 ２１，５００円～（所得額による）

※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、
角館地域センター、神代出張所、桧木内出張所

◇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）
※複数人が入居希望の場合は、市県民税世帯証
明書１通

③入居希望者全員の納税証明書各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。
５月１３日（火）午前１０時◇抽選日時・・・
西木庁舎 開発センター２階 農林研修室◇抽選場所・・・

５月２０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）

仙北市
仙北市食育推進懇談会の
公募委員を募集します

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人を育てる「食育」を総

合的に進めるため、仙北市では平成２０年度に「仙北市

食育推進計画（仮称）」を策定いたします。

策定にあたって様々な立場の方からご意見をいただく

ため、「仙北市食育推進懇談会」を設置することになりま

した。仙北市食育推進懇談会は、公募委員、有識者、関

係機関などで構成しますが、この度、公募委員の募集を

行いますので、食育に関心を持っている方の応募をお待

ちしています。

４月１５日（火）～５月１６日（金）■募集期間：

１名■募集人員：

４回（予定）■開催回数：

２０年６月～２１年３月■任期：

書類選考■応募方法：

※詳しくは、仙北市農林課 または市ＴＥＬ（４３）２２０６

ホームページで確認ください。

4月は軽自動車税の納税月です

軽自動車税の納期限及び口座振替日は、４月３０日で

す。期限内に忘れずに納めましょう。

また、振替口座の残高確認をお願いします。

納税通知書は４月１７日ごろの発送予定です。

身体障害者手帳等を交付されている

方は、その障害の区分及び程度に

より減免制度がありますので、納税

通知書が届いてから４月２３日までに申請してください。

：■減免申請受付場所

仙北市税務課、角館・西木両地域センタ－、各出張所

減免申請書（減免申請受付場所■申請に必要なもの：

にあります）、運転免許証の写し、車検証の写し、

身体障害者手帳の写し、印鑑、軽自動車税の納

税通知書

TEL（４３）１１１７■問合せ：仙北市税務課 市民税係

喜寿を祝う会からのお知らせ

喜寿を祝う会では、喜寿を迎えた記念に角館神明社に

おいて「喜寿算賀祭」を行い、引き続き「喜寿祝賀会」を花

葉館で開催することを計画しており、参加者を募集してお

ります。

５月２８日（水）～２９日（木）■日程：

昭和７年４月～昭和８年３月生まれの方■対象：

２０，０００円■会費：

５月１０日（土）■申込期限：

■申込・問合せ

ＴＥＬ（５３）２６２５喜寿を祝う会 事務局 小松啓補

ＴＥＬ（５４）４１７５鈴木 寿
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仙北市「やるぞ！アグビジプラン」
応援事業費補助金・募集のお知らせ

近年、農林業と加工・サービスなどの他産業とを組み

合わせ特産農産物の高付加価値化などに取り組むアグ

リビジネスが注目を集めています。

仙北市では、市内の農林業者でアグリビジネスの分野

に新たに参入しようと考えている方や、すでに実施してい

る業務の拡張を希望する方を対象とした補助制度を新設

しました。

◆補助対象となる経費
対象経費の種類 支出の例

①施設の整備に ・新たに農家レストランや直売所を開設

要する経費 ・加工所の運営者が、新たに別棟の

直売所を建設

②施設の整備・拡 ・業務拡張のため既存加工所を改修

張に要する経費 ・既存加工所に直売機能を付加する

ため改修

③備品の整備に ・直売所にレジシステムを導入

要する経費 ・加工所の空きスペースに新たな加

工品製造設備を導入

※機械等の更新は対象外

※汎用性のある備品（エアコン、パソコン等）

は対象外

◆補助率と補助限度額
事業の種類 補助率 限度額

新しくアグリビジネスを始め 対象経費の

たい １／２以内 ２５万円

これまでの業務を拡張した 対象経費の

い １／３以内

※他の助成金との併用はできません。

５月１日（木）から随時受け付け■募集期間：

仙北市産業観光部農林課政策調整担当■申込・問合せ：

ＴＥＬ（４３）２２０６

平成２０年度「秋田育英奨学生」募集

平成２０年度秋田育英奨学生を次のとおり募集します。

秋田県出身者で、本年４月に、文部科学省所■応募資格：

管の国・公立、私立の大学、短大に入学し、１年に在籍し、

本会運営の学生寮に入寮していない人。

国・公立大学 １０５人／私立大学 １３６人■募集人員：

■貸与月額等：

○国・公立大学 ４３，０００円／私立大学 ５４，０００円

○貸与期間は、本年４月から在学する大学、短大の

正規の 短修業年限。

平成２０年４月２５日（金）■申込期限：

財団法人秋田県育英会事務局■申込、問合せ：

TEL０１８（８６０）３５５２／FAX０１８（８６０）３５５５

※同時に『すこやか奨学生』（第３子以降の人及びその兄弟

姉妹が対象）も募集しています。詳しくは、財団法人秋田

県育英会事務局までお問い合わせください。

もう一度 学校に行こう
平成２０年度 法政大学「地域づくり塾」

秋田県仙北市教室 受講生募集

【地域づくり体験プログラム】～入門編～
主婦・若者・退職された方など、広く市民の方

々 象に開講されます。地域活動に参加した経を対
験のない方でも 「地域づくりの必要性と楽しさ」、
に気づいていただくことを目的とするプログラム
です “大学からの出張授業”により、地域づくり。
の視点からその地域の問題や課題解決の事例紹介

、 。など 簡単な講義とワークショップを行ないます
平成２０年５月３１日（土）■日時：
または７月５日（土）
１３：３０～１６：３０
仙北市総合情報センター■ ：会場
２０名■定員：
宮木いっぺい氏（法政大学地域研究セン■ ：講師
ター特任准教授 。他）

、※今後行なわれる他のプログラムに応募する際は
の体験プログラムを受講し、修了することをこ

原則とします。

【地域づくり学習プログラム】～学習編～
上記の「地域づくり体験プログラム」を終了し

た方を対象に開講します。地域づくりに必要な基
礎知識の習得を目的とします。テレビ会議システ
ムを使用し、法政大学（東京）からの同時配信に
よる“遠隔授業”を３回にわたり実施します。

（ ） （ ）■日時：平成２０年７月１９日 土 ・２６日 土
８月２日（土）
１３：３０～１６：３０
仙北市総合情報センター■ ：会場
２０名■定員：
岡本義行氏（法政大学大学院政策創造研■ ：講師
究教授 。他）

「学習プログラム」は「体験プログラム」を修※
ていることが応募の条件になります 「体験プロ了 。
ラム」と合わせてご応募ください。グ

市内在住又は在勤の１８歳以上の方■応募資格：

無料（資料代として実費をいただくことが■受講料：

あります）

■応募方法：

○提出書類

応募申込書（所定用紙をご使用ください）

○提出先

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

仙北市企画政策課

○提出締切 平成２０年５月１０日（土）

※応募申込書は、仙北市企画政策課、市役所各庁舎

地域センター、各出張所にあります。

※応募者が定員を超えた場合は、書類選考のうえ決

定します。

法政大学地域研究センター■問い合わせ：

ＴＥＬ０３（３２６４）６６４１／FAX０３（３２６４）６６４３

Ｅ-ｍａｉｌ ｃｈｉｉｋｉ@ｈｏｓｅｉ.ａｃ.ｊｐ：

ＴＥＬ（４３）１１１２仙北市企画政策課
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秋田内陸線 臨時列車
「カタクリ号 「さくら号」」

八津・鎌足「かたくり群生の郷」開園

に合わせて秋田内陸線では臨時列車

「カタクリ号」を運行するとともに、急行

もりよし号も八津駅に臨時停車し、計６本

の臨時快速列車を運行して、より多くのお客様に鑑賞して

いただきます。

また、角館駅からＪＲ弘前駅まで直通運転の臨時快速

「弘前お城とさくら号」及び「角館武家屋敷とさくら号」を今

年も運行いたしますので、ぜひ、秋田内陸線をご利用くだ

さるようお知らせいたします。

「急行もりよし号臨時列車」

４月１５日（火）～３０日（水）

角館駅 八津駅上 り

１１：１０ １１：２３もりよし２号 鷹巣行

八津駅 角館駅下 り

１０：２９ １０：４１もりよし１号 阿仁合発

１５：４９ １６：０２もりよし３号 鷹巣発

４月１９日（土）～３０日（水）「カタクリ号」

角館駅 八津駅上 り

９：３５ ９：４８カタクリ２号 八津行

１２：４３ １２：５８カタクリ４号 上桧木内行

※４月１９日（土）～２４日（木）運行

１４：０８ １４：２５カタクリ６号 阿仁合行

八津駅 角館駅下 り

１０：０３ １０：１５カタクリ１号 八津発

１３：３９ １３：５１カタクリ５号 上桧木内発

※４月１９日（土）～２５日（金）運行

１１：２３ １１：３５カタクリ３号 阿仁合発

「弘前お城とさくら号 （ＪＲ直通）」

４月２５日（金）～５月５日（月）

角館１４：０８⇒西明寺１４：１６⇒八津１４：２５⇒

松葉１４：３４⇒上桧木内１４：４７・・・⇒弘前１８：０７

「角館武家屋敷とさくら号 （ＪＲ直通）」

４月２６日（土）～５月６日（火）

弘前８：０８⇒・・・上桧木内１１：０６⇒松葉１１：１４⇒

八津１１：２３⇒角館１１：３５

※ＪＲ線内で大館、碇ヶ関、大鰐温泉に停車します。

TEL０１８６（８２）３２３１■問合せ：秋田内陸縦貫鉄道㈱

秋田県知事との内陸線に関する
対 話 集 会

秋田内陸線については、秋田県知事が「９月をめどに

方向づけをする」としており、その検討を行うため仙北市

民との対話集会が開催されます。

※参加を希望されるかたは、４月２２日（火）までに企画

政策課あて電話 にてお申し込みください。（４３）１１１２

平成２０年４月２５日 時～４時■日時： ( )金 午後３

角館交流センター多目的ホール■場所：

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（加工作業）講習
の２日間 定員１０名５月１３日（火）～１４日（水）

◆第二種電気工事士筆記試験準備講習
５月１３日（火）・１４日（水）・２０日（火）・２１日（水）

の４日間 定員１０名

◆マシニングセンタ（加工作業）講習
の２日間 定員１０名５月２０日（火）・２１日（水）

◆家具製作実技試験準備講習
５月２１日（水）・６月１８日（水）・６月１９日（木）

の３日間 定員１０名

◆Ｅｘｃｅｌ関数使いこなし講習
の２日間 定員１０名５月２６日（月）・２７日（火）

※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

仙北市包括支援センター

事務所移転のお知らせ

包括支援センターの事務所が平成２０年４月から、

田沢湖健康増進センターから、西木庁舎１階福祉事務

所内に移りました。

このことにより、田沢湖地域の介護申請等（新規・

更新・変更申請）の手続きは、田沢湖庁舎１階田沢湖

地域センター・総合窓口課の生活福祉班が窓口となり

ますのでお知らせします。

仙北市西木町上荒井字古堀田４７■ ：移転先住所

TEL（４３）２２８１西木庁舎（福祉事務所内）

※包括支援センター直通の電話番号がまだ決まってい

ないため、決まるまでは長寿いきがい係の代表電話

につながります。
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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

①０５０４１-３５３２８１②フロント補助【急募】常雇パート労働◆

者③不問④７００～８００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種（ＡＴ

限定不可） ①０５０１０-４０９２８８１②薬剤師(常雇)正社員③◆

不問④２１９，０７０～３１８，４２０⑤大仙市大曲、仙北市角館

町、八郎潟町⑥薬剤師免許 ①０３０１０-５０４０９８１②撮影◆

助手（仙北市）常雇(正社員以外)③不問④７００～７００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１-３５６３８１②歯科衛◆

生士(常雇)正社員③不問④１４０，０００～１４０，０００⑤仙北

市⑥歯科衛生士 ①０５０４１-３５７６８１②歯科助手(常雇)正◆

社員③不問④１３０，０００～１３０，０００⑤仙北市⑥不問 ①◆

０５０４１-３５８９８１②事務(常雇)パート労働者③不問④７５０

～７９０⑤仙北市⑥ＰＣ操作可能者（文字入力程度） ①０５０◆

４１-３６４３８１②ホテルフロント【急募】常雇(正社員)③不問④

◆１５０，０００～２１０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

①０５０４１-３６６９８１②調理補助(常雇)パート労働者③不問

④６５０～７５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１-４０２３８１②美◆

容師(常雇)パート労働者③不問④９００～９００⑤仙北市⑥美

容師 ①０５０４１-４０３６８１②運転及び雑務【都わすれ】常雇◆

(正社員)③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥中型

又は大型自動車免許大型特殊尚可 ①０５０４１-４０９２８１◆

②接客係【妙乃湯温泉】常雇(正社員)③不問④１５０，０００～

２００，０００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１-４０７７８１②接客係◆

【都わすれ】常雇(正社員)③不問④１５０，０００～２００，０００

⑤仙北市⑥＊ ①０５０４１-４０８８８１②接客係【イスキア】常◆

雇(正社員)③不問④１５０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥不

問 ①０５０４１-４０４９８１②接客係【妙乃湯温泉】常雇(パート◆

労働者)③不問④７５０～９５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１-◆

４０６４８１②接客係【都わすれ】常雇(パート労働者)③不問④７

５０～９５０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１-４０５５８１②接客係◆

【イスキア】常雇(パート労働者)③不問④７５０～９５０⑤仙北市

⑥不問 ①０５０４１-４１１６８１②調理補助係【妙乃湯温泉】◆

常雇(正社員)③不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥

不問 ①０５０４１-４１２９８１②調理補助係【都わすれ】常雇◆

(正社員)③不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥不問

①０５０４１-４１０３８１②調理補助係【イスキア】常雇(正社◆

員)③不問④１６０，０００～２００，０００⑤仙北市⑥不問 ①０◆

５０１６-８７３１８１②角館観光案内【人力車扶：急募】臨時４ヶ

月以上(パート労働者)③不問④１，０００～１，０００⑤仙北市

⑥不問 ①０５０１６-９４０５８１②客室清掃及びベッドメイキン◆

グ(常雇)パート労働者③不問④６５０～７００⑤仙北市⑥不問

①０５０４１-３８４７８１②営業(常雇)正社員③不問④１１０，◆

０００～１６０，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①0301◆

0-5087181②(請）調理員（仙北市）臨時４ヶ月以上(正社員以

外)③不問④ 83,160～85,800⑤仙北市⑥不問 ①０５０８０-５◆

８２０８１②フロント・予約係(臨時４ヶ月以上)正社員以外③不

問④１３２，０００～１９８，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一

種 ①０５０８０-５７７９８１②食堂係（玉川温泉）臨時４ヶ月以◆

上(正社員以外）③不問④１３２，０００～１７６，０００⑤仙北市

⑥不問 ①０５０４－１０１５００②介護員（産休代替職員）③不◆

問④８２０（時間給制）８ｈ×２０日⑤仙北市⑥普通自動車運転

免許、ヘルパー２級以上あれば尚可

※平成２０年３月２８日～４月３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

「漢字検定」開催のお知らせ

文部科学省の「漢字能力検定」です。どなたでも受

けられますので、親子でチャレンジしてみたり、自分

の漢字力を試すチャンスです。２０人以上で開催でき

ます。

平成２０年５月２日（金）午後５時■申込締切：

平成２０年６月７日 土 時～■開催日： ( )１０
西木公民館■会場：

２級 ４，０００円■検定料：

準２級～７級 ２，０００円

級～ 級 １，５００円８ １０

◇級の目安◇
１０級（小１終了程度） ９級（小２終了程度）
８級（小３終了程度） ７級（小４終了程度）
６級（小５終了程度） ５級（小６終了程度）
４級（中学校在学程度） ３級（中学校卒業程度）

準２級（高校在学程度） ２級（高校卒業程度）

検定料を添えて西木公民館まで■申込み：

ＴＥＬ（４７）３１００■問い合わせ：西木公民館

常設人権相談所について

（人権擁護委員が常駐する時間）

秋田地方法務局

人権擁護課

午前９時～午後４時 月～金曜（祝、休祭日除）

TEL０１８（８６２）６５３３◇人権・いじめホットライン

TEL０１２０（００７）１１０◇子どもの人権１１０番

TEL０５７０（０７０）８１０◇女性の人権ホットライン

（子どもの人権専門委員が常勤する時間）

午前１０時～午後２時３０分 火・木

TEL０１８７（６３）２１００大曲支局
午前９時～午後４時 毎週火曜（祝、休祭日除）

TEL０１８２（３２）５１５３横手支局
午前９時～午後４時 毎週水曜（祝、休祭日除）

TEL０１８３（７３）２４５０湯沢支局
午前９時～午後４時 毎週火曜（祝、休祭日除）

TEL０１８４（２２）１２００本荘支局
午前９時～午後４時 毎週火曜（祝、休祭日除）

TEL０１８５（５４）４１１１能代支局
午前９時～午後４時 毎週火曜（祝、休祭日除）

TEL０１８６（４２）６５１４大館支局
午前９時～午後４時 毎週金曜（祝、休祭日除）

※曜日は変更になる場合があります。
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「仙北 市 の 隠 れ た ブ ラ ン ド」
募 集 要 項

「未来に残したい・伝えたい風景」

仙北市には様々な農産物や銘菓、優れた工芸品などすばらしいブランド品が数多くあります。また、豊か

な自然文化的遺産が数多く残っております。しかし、皆さんの周りにはまだ知られていない「隠れた名品 、」

「心に残る風景」も数多くあるのではないで しょうか。

そこで市内にある隠れた名品など地域資源を再発見するために 「仙北市の隠れたブランド 「未来に残、 」、

したい・伝えたい風景」を募集します 「こんなすばらしいものがあるんだけど・・・みんな知らないんじゃ。
ないかな？」といった情報をお持ちの方の「推薦状」をお待ちしております。

食べ物 （農林水産物や加工品、漬物、料理、お菓子、飲み物など 、■募集内容：「 」 ）

「食べ物以外 （工芸品など）」

「お店 （隠れた名店の情報など）」

「風景 （山・川・湖などの自然、史跡や建物など。※同じ場所でも季節、時間等が異なり、」

違う表情が見られる場合は、それぞれ違う風景として推薦できます ）。

「その他 （お祭り、イベント、郷土芸能、行事など）」

推薦状に記入し、重点プロジェクト推進室、各地域センター、出張所にお届けください。■推薦方法：

※取材後に「隠れたブランド情報 「観光スポット」としてホームページへ掲載します。」

（趣旨に当てはまらない場合は、掲載しないこともあります）

TEL（４３）１２４１■問い合わせ：仙北市重点プロジェクト推進室

キ リ ト リ

「仙 北 市 の 隠 れ た ブ ラ ン ド」
推 薦 状

「未来に残したい・伝えたい風景」

推薦者 住 所

氏 名 電話番号

１．推 薦 内 容（○印をしてください） 食べ物 食べ物以外 お店 風景 その他

２．名 称

３．所 在 地

４．詳細な内容

５．食べられる時期・風景が見られる時期

６．推 薦 理 由

※写真や資料がありましたら添付してください。


