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№８０平成２１年２月１日号

TEL（４３）１１１１発行：仙北市総務部総務課

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。

水道の漏水による料金の減免について

自宅の水道の漏水を修理したときは、水道料金が減免

になります。この場合、『仙北市指定給水装置工事事業

者』の指定を受けている業者が修理した場合に限り、料

金の減免となりますのでご注意ください。

なお、業者の問合せ、不明な点は下記までお電話ください。

TEL（５４）２３８８■問合せ：仙北市企業局 業務課

中小企業診断士及び税理士などによる中小企業経営者のための

緊 急 経 営 相 談 会 開 催

「まだなんとかなる、もう少し頑張れば・・・」と、事業を

続けているうちに、事態はより深刻になり、傷口を大きく

広げていくことが少なくありません。

「早期に適切な手を打つ」ことが事業継続のための

重要なポイントです。経営上のどんな問題でもご相談く

ださい。（相談無料・企業秘密は厳守いたします。）

※原則予約制です。相談者多数の場合は、調整の上、

連絡させていただきます。

２月１７日（火）１０：００～１６：００■日時：

角館公民館（小野崎家）■会場：

ＴＥＬ（５４）２３０４■問合せ・申込先：仙北市商工会

ＴＥＬ（４３）３３５１または 仙北市商工課

○ このような方は、是非ご相談を！

売上（受注）の減少。金利の増加。貸倒利益低下（赤字）：

しの増加。稼働率（人・物・設備の流れ）の低下。粗利益

率の低下。経費の増加。

借入金増加による返済困難。賃金の未資金繰りの悪化：

払い。税金・保険料の遅延。高利・融手での資金調達。

主力金融機関等からの資金調達不能。従経営維持困難：

業員の退職。事業後継者がいない等。

仙北市 平成２１・２２年度

競争入札参加資格審査申込について

仙北市建設工事等に係る入札に参加希望される方

は、事前に指名願い等の参加資格審査を受ける必要

があります。必要書類を準備のうえ申込ください。

～平成２１年３月１５日まで（土・日・祝日除）■受付期間：

（中間年の受付は平成２１年９月１日～①建設工事

平成２１年９月３０日とします。）

（上記の受付②物品等の販売又は製造・役務の提供

期間または随時受付）

（上記の受付期間また③測量・建設コンサルタント等

は随時受付）

■提出書類：

・仙北市様式（仙北市ホームページに掲載）または国土

交通省様式による一式

・委任状（支店・営業所に契約権限を委任する場合）

・財務諸表類（直前１年間）（申請者が個人の場合は

これに類する書類）

・登記簿謄本またはその写し（申請者が法人の場合）

・印鑑証明書またはその写し

・納税証明書またはその写し（「消費税」及び「市町村

民税（法人税）」の２種類）

これ以外に の業者については、一般建設業及び①

特定建設業に係る許可証の写し（建設業法第３条に

基づくもの）、経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書の写し、が必要です。

また、 の業者については、代理または特約を受け②

ている場合、その会社一覧表、代理店・特約店証明

書の写し、が必要です。

■提出方法：

持参または郵送による提出（入札参加資格申請１．

書の受領書が必要な場合は、受領書様式（任意）を

添付すること。ただし郵送の場合は返信用の切手及

び封筒も同封すること。）。

２． ①建設工事 ②物書類一式をＡファイル（ は赤色、

品等の販売又は製造・役務の提供 ③測量は緑色、

は灰色）にとじ、表紙及び設計・建設コンサルタント等

背表紙に商号または名称を記載して提出すること。

平成２３年３月３１日まで■有効期間：

■注意事項：

様式の記載に当たっては、申請日現在の事実ま１．

たは事項を記載してください。

証明書類は、提出時の直前３ケ月以内のものと２．

し、写しを提出する場合は、複写機により記載事項

が鮮明なものであり、原寸大なものに限ります。

仙北市入札契約室■提出・問合せ：

〒０１４－１２９８ 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０

TEL（４３）１１１３／ＦＡＸ（４３）１３００

ｅ-ｍａｉｌ：ｋｅｉｙａｋｕ＠ｃｉｔｙ.ｓｅｍｂｏｋｕ.ｌｇ.ｊｐ
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３月１日以降の選挙から変わります＞＜

投票区域の変更について

○田沢湖地域

新投票区 │ 新投票所（予定） │ 旧投票区
│ │上田沢投票区田沢投票区 田沢交流センター

田沢投票区 │田沢交流センター │下田沢投票区
│（田沢出張所） │先達投票区田沢投票区
│田沢湖健康増進 │宿投票区田沢投票区

生保内投票区 │ センター │向生保内投票区
│（田沢湖病院併設）│刺巻投票区田沢投票区
│田沢湖福祉医療 │小松投票区田沢投票区

神代投票区 │ センター │東前郷投票区
│（神代出張所） │神代投票区田沢投票区

○角館地域

新投票区 │ 新投票所（予定） │ 旧投票区
│ │北投票区田沢投票区 田沢交流センター

北投票区 │角館樺細工伝承館│中央投票区
田沢投票区 （田沢出張所） 中央投票区│ │

│ │黒森投票区田沢投票区 田沢湖健康増進
中川投票区 │中川小学校 │高屋投票区

│ │川原投票区田沢投票区 （田沢湖病院併設）
│ │雲然投票区田沢投票区 田沢湖健康増進

雲沢投票区 │雲沢集落センター │八割投票区
│ │下延投票区田沢投票区 （田沢湖病院併設）
│ │高森投票区田沢投票区 田沢湖福祉医療

西長野投票区│西長野交流センター │中泊投票区
中泊投票区田沢投票区 （神代出張所）│ │

│ │白岩投票区田沢投票区 田沢湖健康増進
白岩投票区 │白岩小学校 │薗田投票区

│ │広久内投票区田沢投票区 （田沢湖病院併設）

○西木地域

新投票区 │ 新投票所（予定） │ 旧投票区
│ │戸沢投票区田沢投票区 田沢交流センター

上桧木内投票区│紙風船館 │上桧木内投票区
│（上桧木内出張所）│粟掛投票区田沢投票区
│ │中里投票区田沢投票区 田沢湖健康増進

桧木内投票区 │桧木内小学校 │桧木内投票区
│ │西根投票区田沢投票区 （田沢湖病院併設）
│ │潟野投票区田沢投票区 田沢湖福祉医療

西明寺北投票区│かたく り館 │西明寺投票区
│ │小山田投票区田沢投票区 （神代出張所）
│ │門屋・上荒井田沢投票区 田沢湖健康増進

西明寺南投票区│西明寺小学校 │ 投票区上荒井
│ │小渕野投票区田沢投票区 （田沢湖病院併設）
│ │西荒井投票区田沢投票区 （田沢湖病院併設）

○変更のない投票区
田沢湖地域：石神投票区、武蔵野投票区、潟投票区、

岡崎投票区、梅沢投票区、卒田投票区
角 館 地域 ：南投票区、東投票区、西投票区

◇詳しくは、広報１月号をご覧ください。

市立田沢湖病院
２月の循環器・ペースメーカークリニックは23日です

１月から始まった循環器・ペースメーカー外来の２月
の診療は２３日（月）午後となります。
ペースメーカークリニックを受診希望の方は、外来受

付にご相談ください。
TEL（４３）１１３１■ 市立田沢湖病院問合せ：

大曲仙北地域自殺予防研修会

多重債務やうつ等について理解を深め自殺予防に

つなげるための研修会を開催します。

２月１８日（水）１３：３０～１６：００■日時：

仙北市健康管理センター（角館町中菅沢）■会場：
地域住民、ネットワーク関係機関及び団体の■対象：

関係者、事業所関係者等５０名程度

■内容：

「多重債務整理と自殺予防ネットワークの構築に講演①

向けて」 講師：秋田県生活センター主幹 伊藤 彬 先生

「うつを撃って自殺を防ぐ！」講演②

講師：田口医院院長 田口 圭樹 先生

仙北地域振興局福祉環境部■申込・問合せ：

TEL０１８７（６３）３４０３（大仙保健所）健康・予防課
※２月１０日までお申込ください。（当日参加枠あり）

スノーシューで雪原を歩こう

雪原や林など冬の自然を観察しながら、スノーシュー
（西洋かんじき）で歩いて健康づくりをしよう。

２月１１日（祝） ９：１５～受付 ９：３０～講習第１回
スポーツセンター陸上競技場・キャンプ場周辺コース：

２月２０日（金） ９：１５～受付 ９：３０～講習第２回

スポーツセンター陸上競技場・キャンプ場周辺コース：

３月１５日（日） ９：００～受付 ９：３０～講習第３回

乳頭キャンプ場周辺コース：

防寒具・手袋・帽子・長靴（防寒靴）・着替え■持ち物：

各１，０００円■参加料：
各開催日の１週間前■申込締切：

※スノーシュー、ストックのレンタル料金は５００円です。

田沢湖スポーツセンター内・ウォーキングで健■申込・問合せ：

TEL（４６）２００１／ＦＡＸ（４６）２００３康づくり田沢湖委員会

エンジョイ歩くスキー教室

歩くスキーで、白銀の世界に足を踏み入れよう！
２月２８日（土）１０：００～３月１日（日）１５：００■日時：
秋田県立田沢湖スポーツセンター■会場：
歩くスキーに興味があり、これから始める方■対象：
３０名 ※申込締切：２月１１日（水）■定員：

大人８，８６０円■講習料：
（１泊４食・傷害保険料込み。）

クロスカントリースキー用具一式・手袋・帽子■持ち物：
・ゴーグル・着替え・洗面用具・内履き・保険証（コピー）
※スキー用具はレンタル可能（有料）

申込用紙またはハガキに、①氏名②性別③■申込方法：
年齢④血液型⑤住所⑥℡⑦歩くスキー技能の程度、を
記入し、下記申込先まで郵送またはｆａｘください。

０１４－１２０１ 仙北市田沢湖生保内■申込・問合せ：
字下高野７３－２ 秋田県立スポーツセンター「歩く

TEL（４６）２００１／ＦＡＸ（４６）２００３スキー教室」係宛
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田沢湖スキー学校メニュー２００９

◇＜藤田潤子のコブ・小回り集中キャンプ＞

昨シーズン好評だった『みんなでコブをやっつけろ 』!!
の２００９バージョンです。今シーズンは、
コブに的を絞らずに、整地小回りも
レベルアップしちゃいましょう！
小回りが得意な藤田潤子の
“イチオシ”のキャンプです！

（※第１回は終了しました）■期日・会場：
２回 ２／１４（土）～１５（日）・田沢湖
３回 ５／１６（土）～１７（土）・月山
４回 ６／１３（土）～１４（日）・月山

藤田潤子（ＳＡＪナショナルデモンストレーター）■講師：
ＳＡＪ２級レベル以上で、小回り・コブを克服し■対象：

たい方、小回り・コブの更なる上達を目指す方。
第２回 １５，０００円■料金：
第３回・４回 ２２，０００円（宿泊料含む）

※１日のみの参加の場合は問い合わせください。
各回１２名（定員になり次第締切）■定員：

◇＜こどもまつり＞
スキーや雪で遊びながら、

たくさんの友達を作って、
楽しい１日にしましょう！

お昼には餅つきも、準備してあります。
【第１回】２月２１日（土）■日時：

【第２回】３月２０日（祝）
スキーと雪あそびを楽しみたい５歳～小学６年■対象：

各回３，５００円（講習料・保険料・諸経費）■料金：

各回３０名（定員になり次第締切）■定員：

ホームページ申込フォームに必要事項を■申込方法：
入力し、送信ください。電話での申し込みも可能です。
ｈｔｔｐ://ｓｐｏｒｔｓ．ｇｅｏｃｉｔｉｅｓ．ｊｐ／ｔａｚａｗａｋｏｓｋｉ２００６/
ｓｋｉｓｃｈｏｏｌ．ｈｔｍｌ

田沢湖スキー学校■問合せ：
TEL（４６）２６５３／ＦＡＸ（４６）２６６１

健康講話のお知らせ

お腹回りが気になりませんか

平成２０年から始まった、特定健
診はどうでしたか。おなか回りのサ
イズ、内臓脂肪等色々と気になるこ
とばを聞くことが多くなりましたね。

いつまでも健康でいるためには、
予防がなによりです。その予防のポイ
ントを加藤先生の健康講話でつかんで

日常生活に活かしてみましょう。

メタボリックシンドロームの予防について■テーマ：

２月１９日(木) １３：３０～１５：００■日時：

田沢湖健康増進センター(田沢湖病院併設)■場所：
※参加される方は、保健課までお申込みください。

かとうファミリークリニック■講師：

院長 加藤純司 先生
ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課

平成２１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

必ず～３月）として調整を行いますので、使用希望者は

希望調査書を提出してください。締め切りは２月２７日

なお、調整会議は行いませ（金）とします（ＦＡＸも可）。
んので、使用曜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・総合窓口課、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） ８：３０～２２：００

（後期） ８：３０～２１：００
・土・日曜日 年間を通して ８：３０～１７：００
※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・後援の行事や事業のため使用できない期間
（※追加になる場合があります。）

生保内市民体育館
９月１７日、１８日、２４日、２５日、２８日、２９日、

３０日（すべて１１：００～１７：００）
１０月２８日～１１月２日（終日）

田沢市民体育館
９月１６日（１１：００～１７：００）

神代市民体育館
９月７日、８日、９日、１０日、１１日、１４日、１５日

（すべて１１：００～１７：００）

※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（毎年度）が必要で、月ごと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

なかよし教室のお知らせ

仙北市では、今年度３歳になるお子さんを対象にし
て幼児教室（なかよし教室）を開催します。食育や子育
てで悩んでいる方は是非ご参加ください。

２月１８日（水）９時３０分～■日時：
仙北市健康管理センター■場所：
管理栄養士 飯渕由美 先生■講師：
講話「食を通して心を育てる」

未就園児と保護者■対象者：
保育園児をお持ちの保護者
９：３０～ 自由遊び■日程：

１０：００～ 飯渕先生のお話、課題遊びなど
２月１０日（火）まで■申込〆切：

ＴＥＬ（５５）１１１２■申込・問合せ：仙北市保健課
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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 ５６９９１②保育士(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問◆ -
④７００～７００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 保育士資格 ①０５◆

０４１ ５１５９１②ホールスタッフ(常雇)パート労働者③不問④７５０～８５-
０⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１ ５３０９１②高齢者安全・安心アドバイ◆ -
ザー（緊急雇用対策）臨時４ヶ月以上(パート労働者)③不問④７６１～７

６１⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ５０２９１②介護支援◆ -
専門員【急募】常雇(正社員)③不問④１７５，０００～２１４，０００⑤大仙

市⑥普通自動車免許一種 ケアマネージャー ①０５０４１ ４８９９１②◆ -
除雪補助作業員(臨時４ヶ月未満)正社員以外③不問④２０１，６００～２

０１，６００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ４６３９１②製◆ -
品加工兼販売(正社員)常雇③不問④１３８，０００～１８４，０００⑤仙北

市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１ ４５０９１②事務兼社長秘書(正◆ -
社員)常雇③不問④１６１，０００～１８４，０００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０３０１０ ８４０７９１②(派）一般事務(登録型派遣)臨時４◆ -
ヶ月以上③不問④１６０，７２０～１６０，７２０⑤仙北市⑥不問 ①０５０◆

４０ １６７１９１②漬物原料生産加工(正社員以外)臨時４ヶ月未満③不-
問④１２６，０００～１２６，０００⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０ １０２９９１◆ -
②ホール係(パート労働者)常雇③不問④６５０～６５０⑤大仙市⑥普通

自動車免許一種(通勤用） ①０５０４０ １３１２９１②事務員(正社員以◆ -
外)臨時４ヶ月以上③不問④１３９，０４０～１４０，８００⑤美郷町⑥不問

①０５０４０ １３３１９１②調理業務(正社員以外)臨時４ヶ月以上③不◆ -
問④１４２，５６０～１４４，３２０⑤美郷町⑥調理師又は栄養士 ①０５０◆

４０ １２７３９１②介護士(正社員以外)臨時４ヶ月未満③不問④１４２，５-
６０～１４６，０８０⑤美郷町⑥介護福祉士、社会福祉主事、ホームヘル

パー１級、ホームヘルパー２級のうちいずれか ①０５０４０ １２８６９１◆ -
②介護士(正社員以外)臨時４ヶ月以上③不問④１４２，５６０～１４６，０

８０⑤美郷町⑥介護福祉士、社会福祉主事、ホームヘルパー１級、ホ

ームヘルパー２級のうちいずれか ①０５０４０ １２９９９１②デイサービ◆ -
ス介護士(正社員以外)臨時４ヶ月以上③不問④１４２，５６０～１４４，３

２０⑤美郷町⑥介護福祉士、社会福祉主事、ホームヘルパー１級、ホ

ームヘルパー２級のうちいずれか ①０５０４０ １３９７９１②用務員(正◆ -
社員以外)臨時４ヶ月以上③不問④１４０，８００～１４４，３２０⑤大仙市

⑥不問 ①０５０４０ １３８４９１②看護師(正社員以外)臨時４ヶ月以上◆ -
◆③不問④１８３，０４０～１８４，８００⑤大仙市⑥看護師又は准看護師

①０５０４０ １３４０９１②介護士（ケアハウス・デイサービス）正社員以外-
(臨時４ヶ月以上)③不問④１４２，５６０～１４４，３２０⑤大仙市⑥介護福

祉士、社会福祉主事、ホームヘルパー１級、ホームヘルパー２級のうち

いずれか ①０５０４０ １２３２９１②洗濯業務(パート労働者)臨時４ヶ月◆ -
以上③不問④７１０～７２０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０ １４５９９１②◆ -
介護士（デイサービス）正社員以外(臨時４ヶ月以上)③不問④１４２，５

６０～１４４，３２０⑤大仙市⑥介護福祉士、社会福祉主事、ホームヘル

パー１級、ホームヘルパー２級のうちいずれか ①０５０４０ １２１７９１◆ -
②看護師(パート労働者)臨時４ヶ月以上③不問④１，０４０～１，０５０⑤

大仙市⑥看護師又は准看護師 ①０５０４０ １４９２９１②洗濯業務(パ◆ -
ート労働者)臨時４ヶ月以上③不問④７１０～７１０⑤大仙市⑥不問 ①◆

０５０４０ １４８８９１②用務員(正社員以外)臨時４ヶ月以上③不問④１４-
０，８００～１４４，３２０⑤大仙市⑥不問 ①０５０４０ １５００９１②事務◆ -

補助(正社員以外)臨時４ヶ月未満③不問④１１６，０００～１１６，０００⑤

大仙市⑥不問 ①０５０４０ １１８３９１②除雪補助作業員(正社員以外)◆ -
臨時４ヶ月未満③不問④２０１，６００～２０１，６００⑤大仙市⑥普通自

動車免許一種

※平成２１年１月１６日～１月２２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。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

２００９田沢湖高原雪まつり

田沢湖・鍋コンテスト出場チーム募集第２回

昨年盛況だった田沢湖鍋コンテスト。地元の食材を
使い田沢湖をイメージして作った各チームの鍋を審査・
投票によりグランプリを決定します。

グランプリに選ばれた鍋には賞金５０ ０００円の他、,
４月より１年間田沢湖の鍋として、飲食店・宿泊施設な
どのメニューに加えられ、一般客に提供されるという特
典が付きます。

来場者は１杯あたり１００円でお好きな鍋を試食し、
一般審査員として投票していただくことが出来ます。
（各チーム１００食限定）

個人・企業問わず １チーム２名以上■参加資格：

１０チーム（先着順）■募集チーム：

２月１０日（火）■募集締切：
※材料費として１チーム５ ０００円を支給いたします。,

田沢湖観光情報センター フォレイク■問合せ・申込先：

ＴＥＬ（４３）２１１１

田沢湖高原雪まつり出店について２００９

２月２０日 １８：００～２１：００■出店日時：
２１日 １０：００～２１：００
２２日 １０：００～１５：００

※開始時刻には販売できるようご準備下さい。

たざわ湖スキー場特設会場（スキーセンターレラ横）■出店会場：

２０区画（区画割は主催者が決定します。）■募集区画：

テント０ ５張（３．６ ×５．４ の半分）■店舗： . m m
スペース：机２個、椅子２脚は実行委員会で準備します。

１００００円。電気使用の場合は１０００円追加。■出店料： , ,
※初日に現地にて徴収いたします。

また、３日間悪天候等で中止になった場合は返金いたし

ますが、１日でも開催した場合は、申し訳ございませんが、

返金いたしません。

①仙北市商工会員、西木観光協会員、■出店資格：
角館町観光協会員、田沢湖観光協会員、田沢湖物

産協会員のほか、主催者が認めた出店者

②３日間の出店が可能である事

２月１０日（火）までに所定の申込書と従事者の■申込期限：
「腸内細菌検査結果」の写し（不要な方もございます。今年

度より主催者が一括で保険所へ届けます。）を添えてお申

込下さい。なお、２０店舗以上の応募があった場合は抽選
で出店者を決めさせていただきます。

■申込先・問合せ先：
田沢湖高原雪まつり事務局（田沢湖観光協会）
０１４－１２０１仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３９

TEL（５８）００６３／ＦＡＸ（４３）０３１１仙北市田沢湖第２庁舎


