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№８４-1平成２１年４月１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

仙北市では、市税を納期内に納めていただいている納

税者の方々との税負担の公平と納税秩序の維持を図るた

め、市税が滞納となっている方へ、平日夜間の電話催告
や、自宅訪問調査などを行っており、積極的に市税の滞

納整理を進めています。

収入や財産等がありながら、納税に応じていただけない

場合には、租税法令に基づき、財産(預貯金・給与・生命
保険・自動車・不動産など)を差し押えるなど、市税収納確

保のための取り組みを強めます。

このことについては、３月議会においても確認していると
ころであります。

税務課職員が自宅、勤務先、事業所を訪問する際に

は、身分証明書(徴税吏員証)を携帯しておりますのでご確

認ください。

仙北市税務課 ＴＥＬ（４３）１１１７■

加入はお済ですか？
交通災害と不慮の災害共済

平成２１年度の交通災害・不慮の災害共済の加入受付
を行っています。窓口にて加入者のお名前、生年月日、加
入する共済（交通災害・不慮の災害）を申し出るだけで簡
単に加入できます。
万が一の事故に備えて、家族そろってセットで加入し、

「安全の和」を広げましょう。

（土日、祝日を除く）■加入受付窓口：

仙北市役所 環境防災課、田沢湖・西木地域センター、
各出張所

■共済加入期間：

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日まで

途中加入の場合は加入日の翌日から平成２２年３月

３１日まで
交通災害共済 １人 ４００円■共済掛金：

不慮の災害共済 １人 ６００円

※平成２１年度の新入学（小学生）児童の交通災害
共済掛金は無料となります。（手続きは不要です）

※下記の金融機関窓口でも加入出来ます。

◎秋田銀行 ◎秋田ふれあい信用金庫

◎北都銀行 ◎羽後信用金庫

ＴＥＬ（４３）３３０８■問合せ：仙北市環境防災課 交通防災係

仙北市
市立田沢湖病院

４月の循環器・ペースメーカークリニックは2０日です

循環器・ペースメーカー外来の４月の診療は２０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：

犬、猫の迷惑行為をなくしましょう！

フンの後始末は、飼い主のマナーです！
犬が散歩中にしたフンは、ビニール袋などに入れて

持ち帰り処分しましょう。

放し飼いは、やめましょう！
犬の放し飼いは、人にとっては、咬傷事件、フン害、望

まない子犬を増やす要因になるなど迷惑な行為です。
一方犬にとっても交通事故にまきこまれたり、危険を防

ぐために捕獲される場合もあり、同じように迷惑なことです。

ネコの迷惑行為について！
「ネコに庭や家屋を荒らされた」

「鳴き声がうるさい」「糞尿で汚された」

などの苦情や相談が増加しています。

これらは飼い主の気配りと責任ある飼育で改善でき

ます。無責任な飼育は、近隣の人々に

不満を抱かせ、近隣トラブルの原因に

なります。飼い主の方は飼いネコが

迷惑行為をおこさないようにしっかり

と管理しましょう。

環境防災課 生活環境係 ＴＥＬ（４３）３３０８■

桜まつり踊りパレードの練習について

今年も角館の桜まつりに合わせて、角館音頭踊ろう

会では踊りパレードを実施する予定です。その練習日
として４月からは毎週月曜に武道館で練習を行います

ので、今まで参加されていた方も、これから新規に踊り

を覚えたいという方も是非ご参加ください。また、今回
からは角館音頭に加え、秋田節も練習いたしますので

興味のある方はお気軽にどうぞご参加ください。

４月６日（月）・１３日（月）・２０日（月）■練習日：

１９：３０～２０：３０
武道館■場所：

角館音頭踊ろう会 代表 荒木和子■問合せ：

TEL（５４）３１５７

まちづくり交付金事業で整備していました「角館 駅東公園」がオープンしました。
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絵本、幸せなひととき

子育て中に読んであげたいけど（自分も楽しみたい

なっ）、あれもこれもと迷っちゃう。おすすめってある

の？あかちゃんってわかるの？

絵本のこと知りたい方参加してみませんか。

４月８日（水）１０：００～１２：００■とき：
仙北市総合情報センター ２階 学習室■ところ：

子ども達に読んでもらいたい本の紹介■内容：

読み聞かせとエプロンシアターもあります
資料代１００円■会費：

（準備の為に、前日まで予約をお願いします）

絵本を楽しむ会■問合せ：

ＴＥＬ０９０（６６８６）７３０１事務局 千葉

「柴田先生の健康運動」参加者募集

ストレッチや筋力アップを中心とした体操です。一人ひと
りを見ながら、丁寧に指導してくださいますので初めての

方でも大丈夫です。お腹周りが気になる、筋力が落ちてき

ているなという方は是非ご参加ください。一緒に楽しく体を
動かしましょう。男性の参加も大歓迎です！！

４～９月（月１回、第３金曜日）１０：００ １１：３０■日時： ~
初回４月１７日（金）１０：００ １１：３０~
健康管理センター(角館)■会場：

スポーツコンサルタント柴田栄宜先生■講師：
１回８００円(初回に３カ月分集めさせていただきます)■料金：

当日（４／１７）会場にいらしてください。■申込：

TEL（５３）２９８２■問合せ：太田弘美

TEL（５３）２４３１三浦昭子

「気功体操」の参加者募集！

腹式呼吸を活用したゆったりとした体操で、血液の流れ
を促し柔軟性と筋力アップができます。メタボ予防にも効

果があり、体力に自信がない方でも、安心して行えます。

ツボ刺激や、東洋・西洋の理論を兼ね備えた小林先生と

の楽しいトークの中で、心も体も健康になりましょう。
最近体力の衰えを感じるなぁという方や、小林先生の体

操を以前経験したことのある方も是非ご参加ください。

４～９月（月１回、第４水曜日）１０：００ １１：３０■日時： ~
初回４月２２日（水）１０：００ １１：３０~
健康管理センター(角館)■会場：
小林恵津子先生■講師：

１回８００円(初回に３カ月分集めさせていただきます)■料金：

当日（４／２２）会場にいらしてください。■申込：

（飲み物・タオルを持ってきてください）
TEL（５５）２３６６■問合せ：大山久子

シルバー人材センターへの仕事のご依頼案内

シルバー人材センターは、高年齢者にふさわしい仕

事を、家庭、企業、公共団体等から引き受け、会員に提

供する秋田県知事認可の公益法人です。

仕事のご依頼（発注）は、電話でも申し込みができ､
下見、打合せなどを行い、お客様納得の上でお引き受

けし、責任を持った仕事をします。

◇主な業務と見積基準額

＜職 群＞ １時間当り

仕事の内容 単 価 備 考

＜専門技術群＞

８００円～一般経理事務
８００円～運転業務（普通自動車）

８００円～ﾎﾞｲﾗｰ等設備保守点検

＜事務整理群＞
７００円～一般事務

１００円～ １か所賞状部分書き

２，０００円～ １枚あたり賞状全文書き

毛筆宛名書き 〃４０円～

硬筆宛名書き 〃２０円～

＜管 理 群＞

５，２００円～ １回あたり建物管理
７５０円～駐車場管理

６５０円～駐輪場管理

＜外 交 群＞

７４円～ １件あたり検 針
８００円～集 金

３０円～ １枚あたり配達・チラシ配布

＜技 能 群＞

１回あた大工、左官、板金、剪定 １，２００円～

６６０円～ 材料費別途障子張り（１８０ｃｍ）

襖張り 〃（１面） １，４００円～

網戸張り 〃（１８０ｃｍ） ８００円～

＜単純作業群＞

７５０円～ 薬品代、燃料代屋内外清掃作業

８００円～ ゴミ処分料草むしり、畑仕事

９２０円～ 車両使用料草刈り（機械刈り）

９２０円～ を別途負担農作業（田圃仕事など）

冬囲い及び解体撤去 ９２０円～ していただく

１，０００円～ 場合があり除 雪
１，４００円～ ます雪下ろし

＜サービス群＞

７６０円～ 依頼者宅で家事援助（炊事、買物）

７６０円～ の作業です育児支援（ ）子守など

販売補助 ─７００円～

※ご請求の際には、上記金額に事務費（平成２１年４月

１日より７％）を上乗せした金額のご負担となります。

TEL（５５）１６４６■問合せ：仙北市シルバー人材センター

〒０１４－０３５９ 仙北市角館町北野６２－２
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（平成２１年４月１日付）仙北市人事異動

◆総務部長兼病院経営改革推進室長（市立角館総合【部長級】

病院事務長）佐藤秀夫◆市民福祉部長（西木地域センター長）加

藤義規◆産業観光部長（市民福祉部次長兼福祉事務所所長兼

仙北市福祉センター所長）下総芳則◆建設部長（企業局長）雲雀

芳幸◆会計管理者兼会計課長（総務部次長兼総務課長）髙橋正

市◆企業局長（会計管理者兼会計課長）田口総一◆市立角館総

合病院事務長（総務部次長兼病院経営改革推進室長）橋本勲

◆田沢湖地域センター長（教育委員会学校教育課長兼【次長級】

角館学校給食センター所長兼西木学校給食センター所長）茂木

正道◆角館地域センター長（市民福祉部次長兼環境保全センタ

ー所長）小木田隆◆西木地域センター長（田沢湖地域センター総

合窓口課長兼田沢出張所長兼神代出張所長兼仙北市田沢交流

センター所長）田口正明◆市民福祉部次長兼福祉事務所長兼仙

北市福祉センター所長（産業観光部商工課長）花脇栄一◆産業

観光部次長（農業委員会事務局長）藤原一良◆市立田沢湖病院

事務長兼総務管理課長（監査委員事務局長）高田紀市

◆課長（財政課長兼入札契約室長）黒沢隆悦〔総務部〕【総務課】

◆職員係長（行政改革推進室係長）菅原貞男◆主事〈県市町村

課派遣〉（建設部下水道課主事）佐藤博範◆主事（福祉事務所長

寿子育て課主事）杉村真枝 ◆課長（課長兼行政改【企画政策課】

革推進室長）髙橋新子◆課長補佐（課長補佐兼情報統計係長）

運藤良克◆情報統計係長（会計課主査）渡辺美幸◆〈北秋田市

総務部内陸線再生支援室派遣〉（主任）若松正輝◆主事〈新規採

用〉明平英晃 ◆室長（重点プロジェクト【重点プロジェクト推進室】

推進室参事）伊藤 寛◆主査（秋田県総務企画部人事課主査）

伊藤大介◆主任（産業観光部農林課主任〈秋田県産業経済労働

部産業政策課派遣〉）畠山徹◆〈秋田県産業経済労働部流通貿

易課食彩あきた推進室派遣〉（重点プロジェクト推進室主任）高倉

正人 ◆室長（市立田沢湖病院事務長心得兼【行政改革推進室】

総務管理課長）高藤久晴◆主事（産業観光部農林課主事）青山

昌宏 ◆館長補佐兼ホームページ係長兼施設【総合情報センター】

係長（角館地域センター総合窓口課課長補佐兼総務班長）本田

俊彦◆館長補佐（教育委員会生涯学習課課長補佐兼生涯学習

係長）石郷岡宗幸◆主査（福祉事務所長寿子育て課主査）田口

真吾◆主事（環境保全センター主事）小木田満洋 ◆課【財政課】

長（課長補佐）田中宣男◆課長補佐兼財政係長（総務課課長補

佐兼職員係長）渡辺久信◆主事（総務課主事〈県市町村課派

遣〉）鈴木航 室長（市立角館総合病院管理課【入札契約室】◆

長）鈴木孝太郎 ◆主任（環境保全センター主任）佐々木【管財課】

勇人 ◆課長（市民福祉部市民課長）藤井宏助◆市民税【税務課】

係長（福祉事務所長寿子育て課総務企画係長）照島幸勇◆主査

（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑主査）草彅郁太郎◆主任

（福祉事務所長寿子育て課主任）戸嶋雅美◆主任（主事）門脇久

行◆主事〈新規採用〉鈴木祐太

◆課長（総務部税務課長）佐藤強◆課長〔市民福祉部〕【市民課】

補佐（田沢湖地域センター総合窓口課課長補佐兼生活福祉班

長）佐藤祥子◆主任（主事）金野真悟◆主任〈後期高齢者医療広

域連合派遣〉（総務部税務課主事）髙橋章典◆主事（〈後期高齢

者医療広域連合派遣〉）若松絵美◆主事（教育委員会学校教育

課主事）齋藤育妙 ◆課長（会計課検査室長）髙橋【環境防災課】

浩二◆課長補佐兼生活環境係長（生活環境係長）新山弘伸◆主

査（環境保全センター主査）鈴木徳邦◆主任（特別養護老人ホー

ムかくのだて桜苑主任）髙橋百合子 ◆所長【環境保全センター】

（参事）小玉義隆◆監理係長（主査）戸堀美保子 ◆課長【保健課】

補佐兼保健指導係長（総務部税務課課長補佐兼市民税係長）浦

山昇◆保健師（福祉事務所長寿子育て課保健師）柴田由子◆主

任栄養士（栄養士）村田美保子 ◆所長〈兼【健康増進センター】

務〉（保健課長）熊谷直人◆所長補佐兼保健課課長補佐兼田沢

湖居宅介護支援事業所（所長補佐兼田沢湖在宅介護支援センタ

ー兼田沢湖居宅介護支援事業所）稲田正之◆主任栄養士兼田

沢湖居宅介護支援事業所管理者（特別養護老人ホームたざわこ

清眺苑主任栄養士）山舘桃◆主任兼田沢湖居宅介護支援事業

所（主任（介護支援専門員））樋口紀子 ◆副【健康管理センター】

所長（市立角館総合病院管理課用度施設係長）藤原喜明◆主任

保健師（保健課主任保健師）西宮律子◆主任（総合情報センター

主任）皆川覚 ◆主任看護師（看護師）梁田明美【西明寺診療所】

◆課長補佐兼査察指導員（課長補佐兼査察指導【社会福祉課】

員兼保護係長）佐川厚子◆課長補佐兼総務企画係長（総務企画

係長）雲雀昭彦◆障害福祉係長（長寿子育て課長寿生きがい係

長）武藤真利子◆保護係長兼社会福祉主事（特別養護老人ホー

ムたざわこ清眺苑施設長補佐）田代政彦◆主任（主事）佐藤善

文 ◆課長補佐兼子育て支援係長（保健課課長【長寿子育て課】

補佐兼保健指導係長）羽崎祥一◆長寿生きがい係長（社会福祉

課障害福祉係長）冨岡美津子◆総務企画係長（角館地域センタ

ー総合窓口課主査）長松谷光◆主査（市立角館総合病院医事課

主査）小松あい子◆主査（特別養護老人ホームかくのだて桜苑

主査）相馬淳子◆主査兼主査保育士（神代保育園主査保育士）

戸嶋葉子◆主査（角館地域センター総合窓口課主任）堀川順子

◆主任保健師（健康増進センター主任保健師兼田沢湖居宅介護

支援事業所管理者）草彅照美 ◆所長（所長【包括支援センター】

兼保健課参事兼健康増進センター所長）伊藤キエ子◆主任保健

師（保健師）新山紀恵子 ◆【特別養護老人ホームかくのだて桜苑】

施設長（角館地域センター総合窓口課長）清水力◆係長（介護老

人保健施設にしき園係長）田口俊一◆主査兼介護支援専門員

（主査）宮田冨美子◆主査兼介護支援専門員（特別養護老人ホ

ームたざわこ清眺苑主査兼介護支援専門員）菅原百合子◆准看

護師（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑准看護師）千葉兼子

◆准看護師（神代診療所准看護師）三浦恵美子◆介護員（介護

老人保健施設にしき園介護員）渡部奈那緒◆介護員（介護老人

保健施設にしき園介護員）藤本順子◆介護員（特別養護老人ホ

ームたざわこ清眺苑介護員）佐々木信介◆介護員（介護老人保

健施設にしき園介護員）鈴木マキ◆介護員（介護老人保健施設

にしき園介護員）菊地寿子◆介護員（介護老人保健施設にしき

園介護員）伊藤美佳◆介護員（特別養護老人ホームたざわこ清

眺苑介護員）信田昌史 ◆事務長補【介護老人保健施設にしき園】

佐（養護老人ホーム角館寿楽荘施設長補佐）熊谷綾子◆主査

（特別養護老人ホームかくのだて桜苑主査）鈴木寿重◆主任理
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学療法士（市立角館総合病院主任理学療法士）髙橋一人◆主任

看護師（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑主任看護師）髙貝

眞澄◆介護員（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑介護員）藤

川美紀◆介護員（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑介護員）

髙橋隆子◆介護員（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑介護

員）髙橋選子◆介護員（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑介

護員）藤原水無子◆介護員（特別養護老人ホームたざわこ清眺

苑介護員）藤村香織 ◆主査兼介【養護老人ホーム角館寿楽荘】

護支援専門員（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑主査兼介護

支援専門員）田村美保子◆主任（福祉事務所社会福祉課主任兼

社会福祉主事）佐藤潔◆准看護師（特別養護老人ホームたざわ

こ清眺苑准看護師）鈴木加代子 ◆【角館居宅介護支援事業所】

管理者（角館在宅介護支援センター主査兼角館居宅介護支援事

業所管理者）石崎多代子◆主査（角館在宅介護支援センター主

査兼角館居宅介護支援事業所）吉村美由喜◆主査（角館在宅介

護支援センター主査兼角館居宅介護支援事業所）木元久美子◆

主任（角館在宅介護支援センター主任兼角館居宅介護支援事業

所）伊藤静 ◆副園長（白岩小百合保育園副園長）【角館保育園】

髙橋智子◆主査保育士（角館西保育園主査保育士）辻谷恵子◆

主査保育士（特別養護老人ホームかくのだて桜苑主査）茂木由

美子◆主任保育士（白岩小百合保育園主任保育士）柏谷郁美

◆副園長（角館保育園副園長）鈴木美代子【白岩小百合保育園】

【角館西保育◆主査保育士（角館保育園主査保育士）千葉哲子

◆主査保育士（角館保育園主査保育士）田口瞳◆保育士（特園】

【中川保別養護老人ホームたざわこ清眺苑介護員）戸村友紀子

◆主任保育士（田沢湖学校給食センター技術員）大沼佳子育園】

◆主査保育士（神代保育園主査保育士）髙橋史【生保内保育園】

子◆主査保育士（生保内幼稚園主査教諭）鬼川真由美◆保育士

（神代保育園保育士）梅田沙織 ◆主査保育士（生【神代保育園】

保内保育園主査保育士）毛江田ゆかり◆主任保育士（特別養護

老人ホームたざわこ清眺苑介護員）横田笑子◆保育士（生保内

保育園保育士）大石智恵 ◆園長（ひのきない【にこにこ保育園】

保育園副園長兼かみひのきない保育園長）布谷茂子◆副園長

（角館西保育園主査保育士）佐々木栄子 ◆【ひのきない保育園】

副園長兼かみひのきない保育園長（にこにこ保育園副園長）草

彅喜世子

◆課長（建設部建設課長）佐藤秋夫◆課〔産業観光部〕【農林課】

長補佐（市民福祉部環境防災課課長補佐）雲雀秀人◆農務係長

（上桧木内出張所係長）浅利芳宏◆政策調整係長（総務部財政

課財政係長）藤村幸子◆主査（建設部下水道課主査）髙橋良宣

◆主任（環境保全センター主任）齋藤洋◆主任（農業委員会主

任）樫尾健◆主任（主事）佐々木美樹子◆主事（〈仙北地域振興

局派遣〉）齋藤和彦 （※新設）◆室【木質バイオマスエネルギー室】

長（農林課参事）髙橋昇治◆室長補佐（環境保全センター所長補

佐兼監理係長）茂木雅宏◆主査（環境保全センター主査）千葉幸

仁 ◆課長（農林課長）布谷毅久雄◆参事兼角館樺細工【商工課】

伝承館長（角館樺細工伝承館長）中田達男 ◆【緊急雇用対策室】

室長補佐（係長）阿部慶太 ◆課長補佐兼観光係長（観【観光課】

光係長）中村和彦◆観光施設係長（田沢湖地域センター総合窓

口課振興班長）三浦正紀◆主査（教育委員会生涯学習課主査）

水平裕見子◆主査（環境保全センター主査）伊藤誠孝◆主事（環

境保全センター主事）戸堀忠俊◆主事（教育委員会文化財課主

事）伊藤薫

◆課長（教育委員会教育総務課長）佐々木公〔建設部〕【建設課】

雄◆課長補佐兼工事係長（工事係長）佐藤龍喜◆課長補佐（下

水道課総務係長）吉田稔◆主査（環境保全センター主査）髙橋光

【都市一◆主任 下水道課主任）浅利正人◆主任（主事）永井尚（

◆課長補佐兼都市整備係長（課長補佐）簗田正◆主任整備課】

（主事）伊澤達也 ◆課長補佐兼総務係長（建設課課【下水道課】

長補佐）武藤義彦◆主査（建設課主査）橋本定美◆主査（産業観

光部農林課主査）髙橋英樹◆主事〈新規採用〉渡邉吉紀

◆課長兼神代出張所長兼〔田沢湖地域センター〕【総合窓口課】

田沢出張所長兼仙北市田沢交流センター所長（特別養護老人ホ

ームたざわこ清眺苑施設長）三浦勝◆生活福祉班長（西木地域

センター総合窓口課主査）戸村和子◆振興班長（田沢湖地域セ

ンター総合窓口課主査）伊藤聡◆主査（環境保全センター主査）

髙橋敏男◆主事（市民福祉部環境防災課主事）三浦亜里沙◆技

術員（特別養護老人ホームたざわこ清眺苑介護員）平鹿久義

◆課長（企業局工務課長）高〔角館地域センター〕【総合窓口課】

村省弘◆課長補佐兼総務班長兼振興班長（建設部建設課課長

補佐）髙橋昭彦◆課長補佐（課長補佐兼生活福祉班長）佐藤俊

雄◆生活福祉班長（主査）千葉量子◆主査（総務部税務課主査）

芳賀満希子◆主査（特別養護老人ホームかくのだて桜苑主査）

林崎文男◆主査（特別養護老人ホームかくのだて桜苑主査）熊

谷由佳利

◆課長補佐（産業観光部農林〔西木地域センター〕【総合窓口課】

課課長補佐兼政策調整係長）藤村一栄◆生活福祉班長（角館地

域センター総合窓口課主査）芳賀京子◆主査（環境保全センター

主査）伊藤一智 ◆主事（西木学校給食センター【桧木内出張所】

主事）鈴木勝久 ◆係長（産業観光部農林課主【上桧木内出張所】

査）浅利和嗣

◆課長補佐（産業観光部観光課観光施〔会計管理者〕【会計課】

【検設係長）髙橋和宏◆主事（市民福祉部市民課主事）中嶋りえ

◆室長（企業局工務課課長補佐）田中司査室】

◆課長（課長補佐兼総務係長）伊東〔教育委員会〕【教育総務課】

和子◆課長補佐兼総務係長（課長補佐）平岡有介◆主任（主事）

小林龍夫◆主任（総務部総務課主任）齋藤千春 ◆【学校教育課】

課長兼角館学校給食センター所長兼西木学校給食センター所長

兼学校教育係長（福祉事務所長寿子育て課課長補佐兼子育て

支援係長）藤沢孝文◆参事兼教育研究室室長（秋田県教育委員

会）井上一彦◆主査（産業観光部観光課主査）細川秀清◆主任

（主事）木元康幸◆主任（主事）戸澤真◆主事（特別養護老人ホ

ームかくのだて桜苑主事）加賀谷義丸 ◆園長〈兼【田沢幼稚園】

務〉（教育次長）倉橋典夫◆主査教諭（生保内保育園主査保育

士）稲田文子 ◆主査教諭（田沢幼稚園主査教【生保内幼稚園】

諭）田中雅子 ◆副園長〈併任〉（神代保育園副園【神代幼稚園】

長）中村啓子 ◆技術員（特別養護老人ホームた【生保内小学校】

ざわこ清眺苑介護員）大山実 ◆技術員（生保内小【角館小学校】

学校技術員）明平徹也 ◆技術員（市立田沢湖病院【中川小学校】

続きは５ページへ技術員）浦山満
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【白岩小学校】 【角◆技術員（環境保全センター技術員）髙橋繁幸

館中学校】 【田沢湖学◆技術員（角館小学校技術員）佐々木竜喜

◆所長（田沢湖図書館長兼総務係長兼奉仕係校給食センター】

長兼市民会館管理係長）難波薫◆技術員（田沢湖地域センター

総合窓口課技術員）伊藤里己◆調理師（総務部総務課技術員）

船山純子 ◆主査（田沢湖公民館主査）【西木学校給食センター】

真崎智明 ◆課長（課長兼角館交流センター館長）【生涯学習課】

佐藤淳◆参事兼角館公民館長兼西木公民館長（参事兼角館公

民館長兼西木公民館長兼勤労青少年ホーム館長）佐藤英作◆

課長補佐兼生涯学習係長（角館地域センター総合窓口課振興班

長）小松誠一◆課長補佐兼社会体育係長（産業観光部観光課課

長補佐）草彅正勝◆主任（主事）猪本晃久◆主事（環境保全セン

ター主事）柴田政文 ◆主査（田沢湖地域センタ【田沢湖公民館】

ー総合窓口課主査）三浦みどり ◆館長兼総務【田沢湖図書館】

係長兼奉仕係長兼市民会館館長兼市民会館管理係長（西木地

【市民域センター総合窓口課課長補佐兼生活福祉班長）船山睦

会館】 【イベント交◆館長補佐兼業務係長（業務係長）新田康久

◆主任（主事）齋藤五月 ◆主査流館・学習資料館】 【文化財課】

（主任）山形幸子◆主任（産業観光部観光課主任）佐々木幸美◆

主任（企業局工務課主任）畠山豊加寿

◆議事係長（議事係長兼総務係長）三浦清人◆総〔議会事務局〕

務係長（書記）髙橋精一

◆事務局長（会計課課長補佐）芳賀弘幸◆書〔監査委員事務局〕

記（係長）（産業観光部農林課農務係長）茂木博巳◆書記（主任）

（書記（主事））柏谷英俊 ◆（書記）鶴田和則【併任解除】

◆書記（環境保全センター主事）佐藤〔選挙管理委員会事務局〕

寿 ◆（書記）柏谷英俊【併任解除】

◆事務局長（特別養護老人ホームかくのだて桜苑〔農業委員会〕

施設長兼角館在宅介護支援センター所長）渡部信篤◆主任（産

業観光部農林課主任）藤原正輝

◆課長（課長兼業務係長）成田平彦◆課長補〔企業局〕【業務課】

佐兼業務係長（教育委員会学校教育課課長補佐兼学校教育係

長）冨岡明◆主任（主事）明平裕子 ◆課長（建設部下水【工務課】

道課課長補佐）金谷正美◆主査（特別養護老人ホームかくのだ

て桜苑主査）上藤睦美◆主事（教育委員会教育総務課主事）髙

橋三輝

◆主事（企業局業務課主事）〔市立田沢湖病院〕 【総務管理課】

羽川勝紀◆技術員（田沢湖学校給食センター技術員）金本義明

◆主任看護師（助産師）浅利チエミ◆主任看護師（看護【看護科】

師）小林美佳

仙北市
◆副院長兼診療部長兼泌尿器科〔市立角館総合病院〕【診療部】

科長（診療部長兼泌尿器科科長兼医療相談・医療連携・地域保

健室室長）鈴木一正◆副診療部長兼整形外科科長兼医療相談・

医療連携・地域保健室室長（副診療部長兼整形外科科長）蝦名

寿仁◆消化器内科科長（消化器科医師）児玉健太◆総合診療科

科長（総合診療科医長）松本志郎◆消化器内科医師〈新規採用〉

塩飽洋生◆消化器内科医師〈新規採用〉豊嶋直也◆産婦人科医

師〈新規採用〉佐々木満枝◆放射線科技師長（放射線科副技師

長）加羽馨◆第２病棟看護師長兼医療相談・医療連携・地域保

健室長補佐〈医療安全担当〉（第２病棟看護師長）菅原智恵子◆

第４西病棟看護師長兼医療相談・医療連携・地域保健室長補佐

〈感染対策担当〉（第４西病棟看護師長）藤木トヨ子◆心理社会療

法科助手兼医療相談 ・医療連携・地域保健室助手（主査）（心理

社会療法科助手（主査））菅原正美◆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科理学療法士

（にしき園理学療法士）柴田和哉 ◆外来診療室外来師【看護部】

長〈外科系救急担当〉（第４東病棟看護師長）鈴木敦子◆第４東

病棟看護師長（外来診療室外来師長〈救急担当〉）加藤頼子◆外

来診療室外来師長〈内科系救急担当〉（外来診療室主任看護師）

安藤恵美子◆外来診療室主任看護師（第３東病棟主任看護師）

千葉久子◆第３東病棟主任看護師（外来診療室主任看護師）佐

藤幸子◆看護師〈新規採用〉橘純子 ◆管理課【事務部】【管理課】

長（総合情報センター参事兼ホームページ係長兼施設係長）高

橋真◆管理課参事（医事課長補佐）鈴木政悦

【退職 平成２１年３月３１日付】

◆総務部長 藤川実◆市民福祉部長 中村清三郎◆産業観光

部長 野中秀人◆建設部長 田口陽一◆田沢湖地域センター

長 田口威徳◆角館地域センター長 大楽進◆産業観光部次

長 佐々木正巳◆健康管理センター副所長 藤村康子◆市民

福祉部環境防災課長 伊藤雅英◆市民福祉部市民課課長補佐

羽根川俊子◆田沢湖歯科診療所主任歯科技工士 金谷憲治

◆介護老人保健施設にしき園事務長補佐 上藤和子◆介護老

人保健施設にしき園准看護師 武藤晴子◆にこにこ保育園長

渡辺由美子◆建設部都市整備課都市整備係長 藤原冠一◆角

館保育園副園長 冨永いよ子◆西木地域センター総合窓口課

技術主任 浅利三喜夫◆学校教育課参事兼教育研究室室長

田口和典◆文化財課参事 黒坂登◆田沢湖学校給食センター

所長 佐藤久男◆生涯学習課課長補佐兼社会体育係長 小林

志郎◆市民会館館長 小林正広◆角館交流センター主査 髙

橋妙子◆角館中学校技術主任 千葉孝一◆市立田沢湖病院副

院長 瀬川裕◆市立田沢湖病院総務管理課主査 倉橋絵里◆

市立角館総合病院副診療部長 水沼隆秀◆市立角館総合病院

放射線科技師長 相模司◆市立角館総合病院准看護師 佐々

木和子◆市立角館総合病院准看護師 高橋今子◆市立角館総

合病院准看護師 西村悦子◆市立角館総合病院准看護師 大

平道子◆市立角館総合病院管理課主査 中田司◆市立角館総

合病院総務企画課主査 小松幸子

◆秋田県総務企画部総合政策課活力ある農村【交流派遣終了】

集落づくり推進チームへ（重点プロジェクト推進室長）小松弘樹
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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

①０５０４１－２７２６９１②接客係(常雇)パート労働者③不問④８０◆

０～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－２７３９９１②一般事務およ◆

び雑務(常雇)正社員③不問④１２２，０００～１２２，０００⑤仙北市⑥

普通自動車免許一種 ①０５０４１－２７４４９１②介護事務(常雇)◆

正社員③不問④１２３，２００～２１１，２００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種 ①０５０４１－２７５７９１②菓子販売（ワンダーモール店）◆

常雇(パート労働者)③不問④６３０～６５０⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種( ） ①０５０４１－２７６８９１②菓子製造【急募】常雇MT ◆

(正社員以外)③不問④１０８，６７５～１１２，１２５⑤仙北市⑥不問

①０５０４１－２６９２９１②測量(常雇)正社員③不問④２００，０００◆

◆～２００，０００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 測量士補以上

①０５０４１－２６８８９１②現場管理(常雇)正社員③不問④１８５，０

００～２０５，０００⑤大仙市⑥普通自動車免許一種 一級土木施工

管理技士（必須） ①０５０４１－２６７７９１②食堂業務(臨時４ヶ月◆

未満)パート労働者③不問④８００～８００⑤仙北市⑥不問 ①０５◆

０４１－２６４６９１②ナイトフロント(常雇)パート労働者③不問④７６９

～７６９⑤仙北市⑥不問 ①０５０４１－２６３３９１②調理師(常雇)◆

正社員③不問④１８０，０００～２３０，０００⑤仙北市⑥普通自動車

免許一種尚可 調理師 ①０５０４１－２６２０９１②清掃業務(常雇)◆

パート労働者③不問④７００～７００⑤大仙市⑥不問 ①０３０１０◆

－３４３９６９１②家庭教師（仙北市）常雇(パート労働者)③不問④

１，５００～２，５００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１◆

－２８０６９１②販売(常雇)パート労働者③不問④６５０～７５０⑤仙

北市⑥普通自動車免許一種 ①０５０４１－２８１９９１②販売(臨時◆

４ヶ月未満)パート労働者③不問④８００～１，０００⑤仙北市⑥普通

自動車免許一種 ①０５０４１－２５９７９１②スクールバス運転手◆

(臨時４ヶ月以上)パート労働者③不問④１，２００～１，２００⑤仙北

市⑥大型自動車免許一種 ①０５０４１－２６１１９１②縫製工(臨時◆

◆４ヶ月以上)パート労働者③不問④６２９～６２９⑤大仙市⑥不問

①０５０４１－２７１３９１②大型貨物運転手(常雇)正社員③不問④１

１５，０００～１２０，０００⑤仙北市⑥大型自動車免許一種 ①０５０◆

４１－２８２４９１②介護員（にしき園）臨時４ヶ月以上(正社員以外)③

不問④１３１，２００～１３１，２００⑤仙北市⑥普通自動車免許一種

ヘルパー２級以上尚可 ①０５０４１－２８３７９１②洗濯および介護◆

補助（にしき園）臨時４ヶ月以上(パート労働者)③不問④８２０～８２

０⑤仙北市⑥普通自動車免許一種 ヘルパー２級以上尚可

※平成２１年３月１３日～３月１８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」 にお問い合わせください。ＴＥＬ（５４）２４３４

《担当》仙北市商工課 ＴＥＬ（４３）３３５１

選挙管理委員会から大切なお知らせです

秋田県知事選挙（４月１２日執行）から投票所（場所）が変わります

ただし、田沢湖地域の石神、武蔵野、潟、神代、岡崎、梅沢、卒田投票区、角館地域の北、南、東、西、中泊、
雲然、白岩投票区、西木地域の上桧木内、桧木内投票区は変更ありません。
投票にお出かけの際は、入場券で投票場所をお確かめください。

田沢湖地域

新投票区 旧投票区

田沢投票区 田沢交流センター（田沢出張所） 上田沢、下田沢、先達

生保内投票区 田沢湖健康増進センター（田沢湖病院併設） 宿、向生保内、刺巻

神代投票区 田沢湖福祉医療センター（神代出張所） 小松、東前郷

角館地域

新投票区 旧投票区

北投票区 角館樺細工伝承館（会議室） 中央

中川投票区 中川小学校（体育館） 川原、高屋、黒森

雲沢投票区 雲沢集落センター（和室） 八割、下延
西長野投票区 西長野交流センター（旧西長野小学校） 高森

白岩投票区 白岩小学校（体育館） 薗田、広久内

西木地域

新投票区 旧投票区

上桧木内投票区 紙風船（上桧木内出張所） 戸沢、粟掛
桧木内投票区 桧木内小学校（体育館） 中里、西根

西明寺北投票区 かたくり館（和室） 潟野、西明寺、小山田

西明寺南投票区 西明寺小学校（正面ロビー） 門屋・上荒井、小渕野、西荒井

仙北市選挙管理委員会 ＴＥＬ（４３）１１５０■


