お知らせ

福祉の 就 職 総 合 フ ェ ア
２０１ ２ 秋 田

を図るため「上級救命講習会」を
開催します。受講は無料です。
日時 ９月９日（日）９:00〜17:00
場所 森吉コミュニティセンター

８月

時

日︵木︶〜

分〜

日︵金︶

24

内容

企業在職者対象の講習会

期間

９時

16

○ 低圧電気取扱特別講習︵定員 人︶

時間

鷹巣技術専門学校

20 23

10

成人・小児・乳児・新生児

に対する心肺蘇生法／自動体外式
除細動器（ＡＥＤ）の使用法／異
物除去要領／止血法／外傷の手当
法（骨折、熱傷）／傷病者体位管
理／傷病者搬送法
対象者
定員

中学生以上
30人（先着順）

申込締切

９月４日（火）

講習を修了し、一定の技術を習
得された方に「上級救命講習修了
証」を交付します。

障害者の法定雇用率が引き
上げになります

障害者雇用率制度 ﹁
…障害者の雇
用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律﹂に よ り︑

事業主は雇用する労働者に占める

身体障害者・知的障害者の割合が

一定率︵法定雇用率︶以上になる

年４月１日から次のとお

ように義務づけています︒

平成

り︑法定雇用率が変わります︒

○民間企業

︿現行１・８％﹀↓２・０％

○国︑地方公共団体等

︿現行２・１％﹀↓２・３％

○都道府県等の教育委員会

︿現行２・０％﹀↓２・２％

人

このため︑民間企業における雇

用状況の報告義務が︑従業員
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臨時除雪オペレータ募集

問

消防本部 救急担当 ☎62−1119

鷹 巣 山 岳 会
北秋田市民募集登山
〜岩手の名峰早池峰山（日本百名山）〜
期

日

集

合

８月26日（日）小雨決行

中央公民館前

AM5:30

コース

小田越〜早池峰山頂の往復

定

30人（先着）

員

参加費

5,000円（保険代含む）

持ち物

登山に適した服装及び装

備、昼食、着替え等
申込み

所定の申込用紙に記入の

上、参加費を添えて申込みくださ
い。申込用紙は、中央公民館、合
川公民館、森吉公民館、阿仁公民
館にあります。

−
−

−

−

お問い合わせ
〒018−3392 北秋田市花園町19−1
北秋田市総務部総務課総務班 ☎62−6602

「上級救命講習会」を開催します
進し、病院前救急医療の充実強化

申込用紙配布及び受付
受付期間 ８月１日（水）〜８月22日（水）
配布・受付場所 北秋田市総務部総務課
※申込み用紙を郵送で請求する場合
封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書
きし、簡易書留で郵送してください。また、郵送宛
先を明記して、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ４
サイズ）を同封してください。

毎年９月９日は救急の日

救急・応急手当の普及啓発を推

in

場所

ハイブリット車における高

対象者 ３級自動車整備士以上の方

内容

電圧部の整備のための低圧電気取

約１７００円

扱い特別講習

テキスト代

日︵金︶

日︵金︶

10

福祉職場への就職を希望してい

30

る方や︑福祉の仕事に関心のある

時 分

時

８月

日︵木︶〜

時

10

日︵水︶

時〜

16 16

方は︑ぜひご参加ください︒

時 分〜

期日 ８月

時間

受付時間

13

13 30 ８

申込締切

９月

分〜

14

場所 秋田ビューホテル

期間

９時

16

○ パワーポイント初級講座︵定員 人︶

時間

鷹巣技術専門学校

文字入力のできる方

場所

対象者

パワーポイントの基本動作

20 13

対象 社会福祉施設等への就職希

望者及び求人事業所

内容
︵各種コーナー︶ 求人事業所

個別面談／ハローワーク／ナースセ

ンター／介護労働安定センター／シ

内容

から簡単なポスターの作成

56

ルバー人材センター／福祉資格取得

／フレッシュワークＡＫＩＴＡ／秋

１５８６

60

50

人以上に変わります︒

☎

期日 ９月16日（日） 時間 ９:00 〜
（受付開始）
／９:50 〜（試験説明）／ 10:00 〜（教養試験）
試験会場 ノースアジア大学
問題形式 筆記試験教養（５枝択一式・40題・２時間）
※２次試験の案内は、１次試験合格者に通知します
（10月上旬を予定）

以上から

一次試験日程

約１８００円

問

テキスト代

【受験資格】昭和58年４月２日から平成７年４月
１日までに生れた者。
北秋田市消防本部任用規定に適合する者
【住所要件】採用後、北秋田市消防本部管内に居
住できる者
【採用予定人員】５人程度

84

４

日︵火︶

消防吏員

問
申

９月

高校卒

申込締切

【受験資格】昭和62年４月２日から平成７年４月
１日までに生れた者。ただし、学校教育法による
大学を卒業した者、若しくは平成25年３月卒業
見込みの者、またはこれらに相当する学歴を有す
ると認められる者は受験できません。
【住所要件】採用後、北秋田市に居住できる者
【採用予定人員】５人から８人程度

随時入退場自由です
※

一般行政

大館公共職業安定所鷹巣出張所

2012．8．１

高校卒

８３５１

広報きたあきた

☎72−5246

【受験資格】１）昭和58年４月２日から平成３年
４月１日までに生れた者
２）平成３年４月２日以降に生まれた者で、大学
卒または平成25年３月卒業見込みの者
【住所要件】採用後、北秋田市に居住できる者
【採用予定人員】５人から８人程度

☎
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都市計画課都市計画住宅班

一般行政

県立鷹巣技術専門学校

問

大学卒

秋田県社会福祉協議会

【現地案内の日時】
８月６日（月）又は７日（火）
▽森吉地区 9:00〜
9:00〜 ▽阿仁地区
▽阿仁地区 11:00〜
11:00〜
▽鷹巣地区 13:30〜 ▽合川地区 15:30〜
※ご希望の方は希望日の前日までに電話等でお申込いた
だき、当日は住宅所在地の庁舎ホールにお越し願います

試験区分

☎０１８ ８６４ ２８８０

① 南鷹巣団地･･･鷹巣字平崎上岱13-2（2戸募集）
簡易耐火２階建２ＤＫ 月額10,100〜23,900円
トイレ:汲取 給湯:無 浴室:浴槽無
② 林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89-1★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額9,600〜16,900円
トイレ:水洗 給湯:無 浴室:浴槽無
③ 松ヶ丘団地･･･川井字松石殿1-254★（2戸募集）
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額13,100〜25,700円
トイレ:水洗 給湯:無 浴室:浴槽無
④ 田の沢団地･･･川井字鳥屋沢40-22
木造平屋長屋建２ＬＤＫ 月額21,100〜41,500円
トイレ:水洗 給湯:有 浴室:ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ（共益費400円）
⑤ 東裏簡二団地･･･阿仁水無字畑町東裏49-1
簡易耐火２階建２ＤＫ 月額10,500〜20,700円
トイレ:水洗 給湯:無 浴室:浴槽無
⑥ 三両団地･･･阿仁水無字寺後1-5★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額10,500〜20,600円
トイレ:水洗 給湯:無 浴室:浴槽有
⑦ 上新町団地･･･阿仁水無字上新町東裏4-6★（2戸募集）
木造２階建２戸建３ＬＤＫ 月額16,400〜38,100円
トイレ:水洗 給湯:無 浴室:浴槽有
⑧ 上杉団地･･･上杉字上屋布岱61-47★
木造平屋１戸建４ＬＤＫ 月額47,000〜80,000円
トイレ:水洗 給湯:有 浴室:ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
⑨ 畑町団地･･･阿仁水無字畑町東裏147
木造平屋５戸建１ＬＤＫ 月額19,100〜37,500円
トイレ:水洗 給湯:有 浴室:ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ（共益費200円）
⑩ 諏訪岱団地･･･米内沢字諏訪岱33-1★
木造２階１戸建３ＬＤＫ 月額50,000〜70,000円
トイレ:水洗 給湯:有 浴室:ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
⑪ 米内沢駅前団地･･･米内沢字上野102-5★
木造２階１戸建３ＬＤＫ 月額50,000〜70,000円
トイレ:水洗 給湯:有 浴室:ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
⑫ 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43,100円
共益費 800円 トイレ：水洗 給湯：無 浴槽：有
※★印の住宅は単身入居できません
【入居資格】
・収入基準を満たし、市税等を滞納していないこと
・住宅に困窮していることが明らかなこと
【敷金】 家賃の３ヵ月分（退去時までの預り金）
【受付期間】 ８月１日（水）〜10日（金）土日除く
【申込み先】 都市計画課（森）／各庁舎窓口

問

田県福祉保健人材・研修センター

北秋田市職員採用試験

市営住宅
入居者募集

問

建設課管理班
☎72−3116

問

鷹巣山岳会（米内沢中央印刷内）
☎72-3103
広報きたあきた

72−5213
2012．8．１
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