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■ 自動車の登録手続き
 年度末を待たずにお早めに！
　３月中旬以降、運輸支局の自動車検
査・登録窓口は、名義変更や抹消登録手
続きを行う方々による駆け込み申請な
どで大変混み合います。自動車の諸手
続きをご予定の方は、早めの手続きを
お願いします。
　　秋田運輸局秋田運輸支局
　　ヘルプデスク ☎050‐5540‐2012

■ ご存じですか？
 「土地筆界特定制度」
　「土地筆界特定制度」は、土地の筆界
（境界）トラブルを解決するため、法務
局が現地における筆界の位置を特定す
る制度です。
　隣接地との筆界が分からず困ってい
る方、筆界について隣地の所有者と意
見が一致せずに困っている方は、筆界
特定制度をご利用ください。
　　秋田地方法務局登記部門
　　筆界特定室 ☎018‐862‐1442

■ 北秋田警察署森吉幹部交番で
の運転免許更新等について

　森吉幹部交番における運転免許更新
等の手続きにつきましては、令和２年
３月31日をもって終了します。
　お手数をおかけしますが、令和２年
４月１日からは、北秋田警察署又は運
転免許センターにおいて運転免許更新
等の手続きをお願いします。（秋田県交
通安全協会）
　　北秋田地区交通安全協会
　　☎62‐1245

■ 自衛官（幹部候補生）採用試験
応募資格
▷一般（大卒程度）
22歳以上26歳未満の者
※ 20歳以上22歳未満の者は大卒（見
込含）修士課程修了者等（見込含む）
は28歳未満の者

▷一般（院卒者）
20歳以上28歳未満の者、修士課程修
了者等（見込含む）

▷歯科・薬剤科
専門の大卒（見込含む）20歳以上30歳
未満の者
※ 薬剤科は20歳以上28歳未満の者
受付期間 ３月１日（日）～５月１日（金）
試験期日 ５月９日（土）～10日（日）
※ 試験会場等、詳しくはお問い合わせ
ください。

　　自衛隊秋田地方協力本部
　　大館出張所 ☎0186‐42‐1398

■ 求職者向け職業訓練生の募集
訓練科（定員）
①金属加工技術科（10人）
②住宅リフォームデザイン科（15人）
訓練期間
５月８日（金）～10月30日（金）（６か月）
時間 ９時20分～15時40分
場所 ポリテクセンター秋田（潟上市）
募集期間 ３月27日（金）まで
受講料 無料（テキスト代別途）
応募資格 ハローワークに求職申し込

みをされている方
申込先 最寄りのハローワーク
　　ポリテクセンター秋田
　　☎018‐873‐3178

■ 国税専門官採用試験（大学卒業程度）
受験資格
▷ 平成２年４月２日～平成11年４月
１日生まれの者

▷ 平成11年４月２日以降生まれの者
で次に掲げる者

① 大学を卒業した者及び令和３年３月
までに大学を卒業する見込みの者

② 人事院が①に掲げる者と同等の資格
があると認める者

受付期間 ３月27日（金）～４月８日（水）
申込方法 インターネット申込み
※ 「国家公務員試験採用情報NAVI」で
検索

第一次試験　６月７日（日）
　　人事院東北事務局
　　☎022‐221‐2022
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　測定の結果、秋
田県の通常レベル
を超える数値は観
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測定結果

（単位：マイクロシーベルト毎時）

北秋田市環境放射線量測定結果
空間線量調査（２月４日測定）

※県の通常レベル
　0.022～0.086

問い合わせ
生活課環境係
☎62̶1110

　　　　　･･･鷹巣字平崎上岱13‐2★

簡易耐火２階４戸建３ＬＤＫ 月額13,700～30,400円

　　　　　･･･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

　　　　･･･福田字明田43★

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額11,600円～16,000円

　　　　　･･･川井字五郎左ェ門田の沢5‐6★

木造２階４戸建２ＬＤＫ 月額18,400円～42,300円（共

益費400円）

　　　　　　･･･上杉字上屋布岱61‐52★

木造平屋２戸建３ＬＤＫ 月額24,600円～56,500円

　　　　･･･本城字上悪戸31‐1★

木造平屋２戸建２ＬＤＫ 月額18,500円～42,500円

　　　　　･･･阿仁比立内字狐台13‐1★（単身要相談）

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額10,000円～20,300円

　　　　･･･阿仁水無字上岱64‐2★

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額14,900円～24,600円

　　　　･･･阿仁水無字畑町東裏147（共益費200円）

▽木造平屋４戸建２ＬＤＫ 月額23,400円～53,900円★

▽木造平屋４戸建３ＬＤＫ 月額26,500円～61,000円★

　　　　　　　　　　　　　･･･鷹巣字東中岱51‐1

鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ 月額40,500円

（共益費800円、駐車場使用料1,400円/台）

　　　　･･･上杉字上屋布岱61‐47★

木造平屋１戸建４ＬＤＫ 月額47,000円～80,000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。（現地案内も行っています）

【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　３月２日（月）～６日（金）
　　　　　　第２回　３月16日（月）～23日（月）
【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
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市営住宅入居者募集

　　都市計画課都市計画住宅係 ☎72‐5246問

問

問

農業委員の任期満了により
農業委員を募集します

　受付期間

　自薦又は他薦（団体推薦又は農業者３人以上の連名で
推薦）。応募用紙に必要書類を添えて、持参により下記
申込先に提出してください。応募用紙は、農業委員会事
務局及び各総合窓口センターの窓口に置くほか、市ホー
ムページからダウンロードができます。

４月１日（水）～４月30日（木）まで
平日８時30分～17時15分

　農業委員の選任にあたっては、農業者等から候補者を
募集（推薦又は応募）し、結果を公表・尊重し、市議会
の同意を得て市長が任命します。農業に関心のある方は
次の内容により奮ってご応募ください。

≪次期農業委員の任期及び定員≫
　任期　令和２年７月20日～令和５年７月19日
　定員　37人

　応募方法

　対象者
　農地に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推
進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項
に関し、その職務を適切に行うことができる方。

　主な役割
農地の権利移転等の許可／決定等の審査のための会議出
席／遊休農地の発生防止に向けたパトロールや所有者へ
の働きかけ／担い手への農地利用の集積・集約化の推進
／新規参入の促進

　　農業委員会事務局 ☎62‐6609問

問

問

問

問

《対　象》　学業成績が優秀で、経済的理由により就学が困難な方（募集人数５人程度）
《貸付要件》　本年４月に大学、短大、高校、高等専門学校に進学又は在学中の方
《申込期間》　４月１日（水）～24日（金）※必着
《貸付額》　

▽高卒コース　月額35,000円
　大学生／短期大学生／高等専門学校生第４～５年次／職能短大生／職能大学校生、県立技術専門校生

▽中卒コース　月額20,000円
　高校生／高等専門学校生第１～３年次／県立技術専門校生
《貸付期間》　在学する学校の正規の最短修業期間
《返済方法》　卒業後に６か月据え置きし、貸付期間の２倍の期間内に毎月返済
《申請用紙の配布場所》　教育委員会総務課／各総合窓口センター

令和２年度
市が行う無利子の
奨学資金貸付制度 北秋田市奨学生募集

※他団体から貸与を受けていても
　貸付可能です。
※他団体から貸与を受けていても
　貸付可能です。

　　教育委員会総務課 ☎62‐6616問
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