１月15日
（木）
〜20日（火）
※土日除く

※第２回の募集住戸については、１月14日以降にお
問い合わせください
【申込み先】 都市計画課
（森）／生活課
（鷹）／合川
総合窓口センター／阿仁総合窓口センター
【現地案内】 募集期間内に住宅をご案内します。
希望日の前日までに電話でお申し込みください。
都市計画課都市計画住宅係
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☎72 5246

■募集期間

平成26年９月１日から10月20日

■選定委員会

平成26年10月29日

■応募団体数

１団体

■選定結果

指定団体546点

■指定管理者

㈲シバタ

※700点満点

代表取締役

柴田栄宣

平成27年４月１日から

■募集期間

平成26年９月１日から10月20日

■選定委員会

平成26年10月29日

■応募団体数

１団体

■選定結果

指定団体583点

スポーツ振興課

観測地点

測定結果

市役所本庁舎前

0.06

〃 合川庁舎前

0.05

〃 森吉庁舎前

0.07

〃 阿仁庁舎前

0.06

クリーンリサイクルセンター前

0.06

一般廃棄物最終処分場

0.05

鷹巣埋立地最終処分場

0.06

（単位：マイクロシーベルト毎時）
測定の結果、秋田県の通常
レベルを超える数値は観測さ
れていません。
※県の通常レベルは
0.022 〜 0.086
問

生活課環境係 ☎62‐1110

入札参加資格審査のお知らせ

入札参加資格審査（業者登録申請）の受付を行い
ます。業者登録申請を行う方は、各要領（建設工事、
測量・コンサル等、物品調達及び役務提供等）の内
容を確認のうえ、申請を行ってください。
ロードができます。
◆提出書類

平成32年３月31日（５年間）

問

平成27年度

提出書類については、市ホームページからダウン

（仙北市角館町小勝田下川原1番地37）
■指定期間

県内企業との個別面談︑関係職員

第２回

29

簾内順一

平成27年４月１日から

２．北秋田市民プール

空間線量調査（12月11日測定）

Ａターン就職面接会のお知らせ

１月 ５日
（月）
〜 ８日
（木）

お知らせ

第１回

による就職相談等を行います︒ご家

【募集期間】

族や知り合いの方で就職希望の方が

【敷金】 家賃の３か月分（退去時までの預り金）

個人事業者の消費税確定申告
に関す る お 知 ら せ

○市税等を滞納していないこと

おりましたらお知らせください︒

○住宅に困窮していることが明らかなこと

問

会長

平成32年３月31日（５年間）

○収入基準を満たすこと

13

年４月１日から消費税︵地

【入居資格】

今泉自治会

（北秋田市今泉字大堤脇44番地）
■指定期間

平成

※★印の住宅は単身入居できません

日︵土︶ 時〜

トイレ：水洗 給湯：無 浴室：浴槽有 （共益費800円）

17

北秋田市
環境放射線量測定結果

平成26年12月19日

１．北秋田市営薬師山スキー場
■指定管理者

26

１月

月額41,300円

方消費税を含む︶の税率は８％です︒ 日時

鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ

ベルサール八重洲

⑦サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51‐1

市議会の議決の日

会場

浴室：ユニットバス

給湯：有

26

年４月１日を含

トイレ：水洗

指定管理者の指定に関する公表

年分︵平成

月額50,000〜70,000円

平成

木造２階１戸建３ＬＤＫ

26

︵東京都中央区八重洲１︲３︲７︶

⑥米内沢駅前団地･･･米内沢字上野102-5★

60

む課税期間︶の消費税の確定申告書

浴室：ユニットバス

給湯：有

☎62 6609

秋田県内で就職を希望する方

トイレ：水洗

農業委員会事務局

Ａターンプラザ秋田

月額17,700〜40,700円

問

対象

木造平屋４戸建２ＬＤＫ

場合はご連絡ください。

を作成するためには︑帳簿等におい

⑤冷水岱団地･･･米内沢字冷水岱94-1

▼①②に該当する方で通知が届かない

☎０１２０︲１２２︲２５５

トイレ：水洗 給湯：有 浴室：ユニットバス （共益費400円）

▼１月10日（土）までに返送をお願いします。

秋田新卒応援ハローワーク︑県内

月額19,700〜45,400円

就職先未内定者への集中支援

木造２階６戸建２ＬＤＫ

各ハローワークでは︑３月末までの

④田の沢団地･･･川井字五郎左ェ門田の沢1

年間おおむね60日以上耕作に従事する人

期間中︑今春卒の学生と生徒及び保

トイレ：水洗 給湯：有 浴室：ユニットバス （共益費400円）

護者の方を対象に﹁未内定就活生へ

② ①の同居親族又は、その配偶者であって、

の集中支援﹂を実施します︒

月額13,400〜30,800円

ハローワーク鷹巣☎ ︲１５８６

木造平屋４戸建１ＬＤＫ

① 10ａ以上を耕作する農業経営者

指導▽面接指導▽個別求人開拓など

③田の沢団地･･･川井字鳥屋沢40‐25

の条件を満たす方です。

て課税取引を適用税率ごとに区分し

浴室：浴槽無

て集計する必要があります︒

給湯：無

︻注意してください︼

トイレ：水洗

を有し平成７年４月１日以前に生まれた方で、次

42

課税取引に対する適用税率は①平

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額13,100〜30,100円

選挙人名簿に登載される人は、北秋田市に住所

31

日 以 前 は ５ ％︑
②平 成

②松ヶ丘団地･･･川井字松石殿1‐254★

のため、12月下旬に申請書を送付しました。

26

年３月

浴室：浴槽無

成

給湯：無

年 ４ 月 １ 日 以 後 は ８ ％ で す が︑
②

トイレ：水洗

農業委員会では、農業委員の選挙人名簿の作成

月額9,700〜18,600円

の場合であっても経過措置により

木造平屋１戸建３ＤＫ

〜記載注意事項を確認のうえ、返送ください〜

５％が適用される場合があります︒

①林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89-1★

を送付しました

☎０１８６︲ ︲０６７１

【募集戸数】 ①〜⑥･･･１戸、⑦･･･４戸

「農業委員選挙人名簿登載申請書」

詳しくは︑国税庁ホームページを ︻支援内容︼
ご覧ください ︵ http://www.nta.go.jp
︶ ▽求人情報の提供▽応募書類の添削
大館税務署

市営住宅入居者募集

26

※700点満点

☎62 3800

◆受付期間
平成27年１月15日
（木）
〜２月20日
（金）
※土日祝日を除く
◆提出方法

書類は、全て北秋田市の様式により提出してく
ださい。

▽持参・郵送どちらでも可（期限必着）
受付印を必要とする場合は、受付受領用紙（任
意）と切手を貼った返信用封筒、又は受付受領用

○建設工事

ハガキを同封してください。

○測量・建設コンサル等

▽ひも綴り提出（ファイル不可）

○物品調達及び役務提供等
※林業関係、浄化槽保守点検業務は、これまでどお
り物品調達及び役務提供等での申請になります。
◆申請受付場所及び問い合わせ先

◆有効期間（２年間）
平成27年４月１日〜平成29年３月31日

〒018 3392

建設・コンサル・物品役務毎にひもで綴り、郵
送の場合にはＡ４封筒に入れて送付してください。
※封筒の表に社名を記入してください。
北秋田市花園町19番１号

財政課財政係

広報きたあきた

☎62 6607

2015.

1. １

28

