
広報きたあきた　2018.　1.　129 28広報きたあきた　2018.　1.　1

　 都市計画課都市計画住宅係 ☎72‐5246問

胡桃館団地･･･綴子字胡桃館２★
簡易耐火２階６戸建３ＬＤＫ 月額16,200円～37,200円
林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89‐1★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額9,200円～18,200円
松ケ丘団地･･･川井字松石殿1‐254★

▽木造平屋１戸建３ＤＫ 月額13,100円～22,000円

▽木造平屋１戸建３ＬＤＫ 月額16,800円～38,600円
田の沢団地・・・川井字五郎左ェ門田の沢１★
木造２階６戸建２ＬＤＫ 
月額19,100円～44,000円（共益費400円）
諏訪岱団地･･･米内沢字諏訪岱33‐1★
木造２階１戸建３ＬＤＫ 月額50,000円～70,000円
御嶽団地･･･本城字上悪戸31‐1★
木造平屋２戸建２ＬＤＫ 月額18,900円～43,400円
冷水岱団地･･･米内沢字冷水岱94‐1★
木造平屋４戸建２ＬＤＫ 月額17,200円～39,500円
三両団地･･阿仁銀山字下新町51‐4★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額11,100円～22,400円
上岱団地･･･阿仁水無字上岱64‐2★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額14,900円～34,300円
畑町団地･･･阿仁水無字畑町東裏147（共益費200円）

▽木造平長屋４戸建２ＬＤＫ 月額23,900円～54,900円★

▽木造平長屋５戸建１ＬＤＫ 月額19,100円～43,900円
比立内団地･･･阿仁比立内字狐台13‐1★

▽木造平屋１戸建３ＤＫ 月額10,000円～20,500円
サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51‐1
鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ 月額40,800円（共益費800円）
陣場岱第２住宅･･･阿仁前田字陣場岱22‐４ 

▽木造平屋２戸建１ＬＤＫ 月額10,800円～24,800円
※★印の住宅は単身入居できません
　各住宅の設備等については、市のホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。

【入居資格】収入基準を満たすこと／住宅に困窮してい
ることが明らかなこと／市税等を滞納していないこと

【敷金】　家賃の３か月分（退去時までの預り金）
【募集期間】　第１回　１月４日（木）～11日（木）
　　　　　　第２回　１月15日（月）～18日（木）
【申込み先】　都市計画課（森吉）／生活課（鷹巣）／
　合川総合窓口センター／阿仁総合窓口センター

※土日祝除く

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

市営住宅
 入居者募集
市営住宅
 入居者募集
市営住宅
 入居者募集
市営住宅
 入居者募集

※募集期間中は住宅案内を行っています。

問

　入札参加資格審査（業者登録申請）の
中間年申請の受付を行います。

申請区分

▽建設工事　　 ▽測量・建設コンサル等　

▽物品調達及び役務提供等
※林業関係、浄化槽保守点検業務の申請は、こ
れまでどおり「物品調達及び役務提供等」で申
請してください。
提出書類
北秋田市様式により提出ください。
※北秋田市様式、各種申請書の作成の仕方、添
付書類については、市ホームページからダウン
ロードできます。
受付期間　※土日、祝日を除く

１月15日（月）～２月16日（金）
有効期間　１年間
平成30年４月１日～平成31年３月31日
提出方法
　建設工事、測量・建設コンサル等、物品調達
及び役務提供等ごとにひもで綴り、提出してく
ださい。郵送の場合は、角２型封筒に入れて送
付してください。
※受付印が必要な場合は、ご連絡ください。

申請受付場所及び問合せ先
　〒018‐3392　北秋田市花園町19番１号　

　財政課財政係　☎62‐6607

平成30年度（中間年）
入札参加資格審査のお知らせ
平成30年度（中間年）

入札参加資格審査のお知らせ
平成30年度（中間年）

入札参加資格審査のお知らせ
平成30年度（中間年）

入札参加資格審査のお知らせ
申請期限は２月16日

第６回 北秋田スプリントカップ第６回 北秋田スプリントカップ第６回 北秋田スプリントカップ第６回 北秋田スプリントカップ第６回 北秋田スプリントカップ

２月12日２月12日２月12日２月12日（月・祝）
薬師山スキー場薬師山スキー場

日時

場所

８：30～

小学生／中学生

※大会要項、エントリー用紙については、タナカス
　ポーツホームページからダウンロードできます。

種目

申込締切 １月15日（月）17：00まで

　　 スプリントカップ事務局 堀内 ☎090‐2363‐8525問

指定管理者の指定に関する公表指定管理者の指定に関する公表指定管理者の指定に関する公表指定管理者の指定に関する公表 市議会の議決日　平成29年12月19日議決

日時　２月19日(月) ①10：00～ 11：30　　　　　　　　　　　　　②13：00～ 15：30
場所　北秋田地域振興局 （第１・第２会議室）

軽油引取税免税証軽油引取税免税軽油引取税免税証 農業用）業用農業用）
　　　　交付申請書の交付申交付申請書の 付付受付受付付受付
軽油引取税免税証（農業用）
　　　　交付申請書の（仮）受付
軽油引取税免税証（農業用）
　　　　交付申請書の（仮）受付
軽油引取税免税証（農業用）
　　　　交付申請書の（仮）受付

　農業用免税軽油制度は、３月31日で終了することに
なっていますが、制度が継続した場合に対応するため
平成30年度分の交付申請書の仮受付を行います。

　　 秋田県総合県税事務所課税第２課 ☎018‐860‐3341問

ジュニア大会ジュニア大会ジュニア大会ジュニア大会ジュニア大会

≪施設≫
 ①ことぶき荘 （北秋田市下杉字狐森43番地53）
 ②北秋田市地域福祉センター
　（北秋田市宮前町９番68号）　
 ③北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑
　（北秋田市阿仁幸屋渡字前野７番地３）
 ④もろび苑指定通所介護事業所
　（北秋田市阿仁幸屋渡字前野７番地３）
 ⑤サポートハウスたかのす
　（北秋田市脇神字南陣場岱20番地）
 ⑥北秋田市森吉生活支援ハウス
　（北秋田市米内沢字寺ノ上85番地）
 ⑦補助器具センターたかのす
　（北秋田市脇神字南陣場岱10番地）
 ⑧サテライトステーションつづれこ
　（北秋田市綴子字大堤26番地３）
 ⑨北秋田市軽費老人ホーム（Ａ型）大野台エコーハイツ
　（北秋田市木戸石字才ノ神沢35番地1）
 ⑩北秋田市合川高齢者生活支援施設
　（北秋田市木戸石字才ノ神沢35番地1）
≪指定管理者≫ 
 ①～⑧ 社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会
　　　　会長 髙坂祐司（北秋田市花園町16番1号）
 ⑨⑩   社会福祉法人 秋田県民生協会
　　　　理事長 佐藤修助（北秋田市上杉字金沢162番地1）
≪指定期間≫ 
 ①② 平成30年４月１日から平成35年３月31日
 ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
 平成30年４月１日から平成40年３月31日

　　　 高齢福祉課高齢福祉係 ☎62‐6639　

≪施設≫ 北秋田市中村地区コミュニティセンター
 　　　　（北秋田市阿仁中村字中村水上沢９番地）
≪指定管理者≫ 中村自治会　会長 泉健太郎
　　　　　　　 （北秋田市阿仁中村字戸草沢58番地）
≪指定期間≫平成30年４月１日から平成35年３月31日
　　　生活課地域推進係 ☎62‐6628
≪施設≫
 ①北秋田市障害者生活支援センター
　（北秋田市宮前町９番67号）
 ②もろびこども園
　（北秋田市綴子字糠沢上谷地290番地２）
 ③フードセンターたかのす
　（北秋田市脇神字南陣場岱26番地）
≪指定管理者≫ 
 ①② 社会福祉法人 県北報公会
　　理事長 疋田牧男（北秋田市七日市字中道岱15番地）
 ③ 一般財団法人 たかのす福祉公社
　　理事長 松橋雅子（北秋田市大町８番23号）
≪指定期間≫
　①②③平成30年４月１日から平成35年３月31日
　　　福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637
≪施設≫ 北秋田市妖精の森 
　　（北秋田市森吉字桐内沢外30国有林1052林班内）
≪指定管理者≫ ぶなの郷あきた株式会社
代表取締役 間杉政明（北秋田市米内沢字上強瀬14番地１）
≪指定期間≫平成30年４月１日から平成35年３月31日
　　　商工観光課観光振興係 ☎72‐5243
≪施設≫ 北秋田市アグリハウス
　　　　 （北秋田市米内沢字楢岱57番地）
≪指定管理者≫ 秋田クマゲラ会
　　代表 佐藤篤子（北秋田市米内沢字楢岱57番地）
≪指定期間≫平成30年４月１日から平成35年３月31日
　　　農林課農業振興係 ☎72‐3114

最低賃金が改正しました！最低賃金が改正しました！

問　秋田労働局賃金室　☎018‐883‐4266

【秋田県最低賃金】⇒ 時間額738円（29年10月1日～） 
【特定最低賃金】（29年12月24日～）
▽非鉄金属製錬・精製業⇒ 時間額851円
▽電子部品・デバイス等製造業⇒ 時間額786円
▽自動車・同附属品製造業⇒ 時間額822円
▽自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業　
　⇒ 時間額814円

問

問

問

問 問
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