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訓練科（定員）
　テクニカルオペレーション科（15名）
訓練期間
　12月１日（火）～５月31日（月）（６か月）
時間　９時20分～15時40分
会場　ポリテクセンター秋田（潟上市）
募集期間　９月29日（火）～10月27日（火）
受講料　無料（テキスト代別途）
　　ポリテクセンター秋田
　　☎018‐873‐3178

日時　10月７日（水）、11月４日（水）
　　　13時～16時
会場　北秋田市商工会
　　　　秋田働き方改革推進支援センター
　　　　☎0120‐695‐783/018‐865‐5335

　　　　　･･･鷹巣字平崎上岱13‐2

▷簡易耐火２階４戸建３ＬＤＫ 月額13,700円～30,000円★

▷木造平屋２戸建１ＤＫ 月額16,400円～37,800円

（共益費300円、駐車場使用料1,100円/台）

　　　　　･･･綴子字胡桃館２★

簡易耐火２階６戸建３ＬＤＫ 月額16,200円～36,500円

　　　　･･･福田字明田43★

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額11,600円～16,600円

　　　　･･･本城字上悪戸31‐1★

木造平屋２戸建２ＬＤＫ 月額18,300円～42,000円

　　　　･･･阿仁水無字上岱64‐2★

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額14,900円～25,800円

　　　　　・・・阿仁水無字上新町東裏17-1★

木造平屋１戸建３ＤＫ 月額17,400円～26,000円

　　　　　　　　　　　　　･･･鷹巣字東中岱51‐1

鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ 月額40,300円

（共益費800円、駐車場使用料1,400円/台）

　　　　・・・米内沢字桐木岱311-1

木造平屋６戸建１ＬＤＫ 月額9,200円～18,900円

　　　　　　　　　　　　　･･･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

　　　　　　　　　　　　　　･･･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

※★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）

市営住宅入居者募集

　　都市計画課都市計画住宅係 ☎72‐5246問
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【入居資格】　収入基準を満たすこと（公営住宅：158,000円
以下、特定公共賃貸住宅：158,000円超487,000円以下、サ
ンコーポラスなかたい住宅：487,000円以下）／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】　10月１日（木）～14日（水）※土日祝除く
【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

し ご と

▷ワード社外文書作成講習
期間 11月４日（水）、５日（木）
場所 鷹巣技術専門校
時間 ８時30分～15時
内容 イラスト・写真・地図等を使った、

案内状・チラシ・ポスターなどの
作成方法を習得する。

対象者 企業在職者でワード操作経験者の方
定員　10名（先着順）
受講料　無料（テキスト代1,210円）
申込締切　10月23日（金）
　　　　鷹巣技術専門学校
　　　　☎84‐8351

　10月１日から、２円引き上げられ時
間額「792円」となります。
　詳しくは秋田労働局賃金室（☎
018‐883‐4266）または最寄りの労
働基準監督署までご照会ください。

【大学・短大】 ①大学月額奨学金 ▽所
得制限あり ②多子世帯向け奨学金 ▽

所得制限なし ▽世帯の子どもの数が
３人以上であること
【専修学校】 専修学校月額奨学金 ▽所
得制限あり
応募資格
① 秋田県出身者であること。
② 令和２年４月に文部科学省所管の国公
立、私立の大学、短期大学に入学し、１年
に在籍していること。または、令和２年４
月に学校教育法で定める専修学校専門
課程に入学し、１年に在籍していること。
③ 高校卒業後３年以内の者、高卒認定
者は中学校卒業後６年以内の者。

④ 「大学月額奨学金・専修学校月額奨学金の
み」学資の支弁が困難と認められること。
※ いずれの奨学金も、他の給付型奨学
金との併用可（他の貸与型奨学金と
の併用不可）

募集定員 大学月額100名程度／多子世
帯40名程度／専修月額若干名

申込期間 11月６日（金）必着
貸与月額 ５万円
貸与期間 在学する学校の正規の最短修業年限
貸与方法 隔月に２か月分ずつ奨学生本

人名義の口座へ振り込みます。
※ 詳しくは募集要項、ホームページを
ご覧ください。

　　　　公益財団法人 秋田県育英会
　　　　☎018‐860‐3552

　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。

市 役 所 本 庁 舎 前
　〃　合川庁舎前
　〃　森吉庁舎前
　〃　阿仁庁舎前
クリーンリサイクルセンター前
一般廃棄物最終処分場
鷹巣埋立地最終処分場

観測地点
0.03
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.03

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北秋田市環境放射線量測定結果
空間線量調査（9月2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
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　災害発生時に避難をする際、災害と新型コロナウイルス感染症の両
方から身を守るために、３密を避けた避難行動が重要です。感染リス
クを下げるため、以下のポイントを抑えた避難行動をとりましょう。

災害発生時は「3密」を避けて迷わず避難！

感染症に対応した６つのポイント

手洗い・換気等、
感染予防の徹底を！
手洗い・換気等、
感染予防の徹底を！1

普段の持ち出し品に
加え、体温計・マス
ク・消毒液等を持っ
て避難を！

普段の持ち出し品に
加え、体温計・マス
ク・消毒液等を持っ
て避難を！

3

5

在宅避難や、知人・
親戚宅への避難の
検討を！

在宅避難や、知人・
親戚宅への避難の
検討を！

2

4

避難先で体調が悪く
なったときは、直ち
に申告を！

避難先で体調が悪く
なったときは、直ち
に申告を！

6

避難所が増設される
場合があるため、避
難前に避難所情報の
確認を！

避難所が増設される
場合があるため、避
難前に避難所情報の
確認を！

自宅、親戚・知人宅、
避難経路の危険をハ
ザードマップで確認
を！

自宅、親戚・知人宅、
避難経路の危険をハ
ザードマップで確認
を！

指定管理者の募集
指定管理者募集施設
■北秋田市コンベンションホール四季美館
■北秋田市クウィンス森吉
■北秋田市森吉山荘
■北秋田市営森吉山阿仁スキー場

【指定管理期間】
令和３年４月１日～令和８年３月31日（５年間）
【公募期限】　11月２日（月）
【申請資格】　主たる事務所を北秋田市内に有し、指
定管理開始時点において関連する許認可の取得が
できる法人またはその他の団体
※詳しい募集内容についてはHPをご覧ください。

【お問合せ・お申込み】
　商工観光課観光振興係 ☎62‐5370

高齢者虐待の防止について
高齢者虐待は年々増加してきています。
介護の大変さから無意識に虐待になっていないか確認
しましょう。以下のような種類の虐待が生じています。

なぐる、ける、拘束するなど身体的苦痛を与えること

言葉や態度で脅したり、侮辱したり精神的苦痛を与
えること

介護や生活の世話を放棄して放っておくこと

本人がいやがる性的な行為をすること、または強要
すること

本人の年金等を本人の合意なしに使い込む、または
与えない

身体的虐待

心理的虐待

介護等放棄

性的虐待

経済的虐待

身体的虐待

心理的虐待

介護等放棄

性的虐待

経済的虐待

【連絡先】
市役所高齢福祉課 ☎62‐6639／北部地域包括支援センター ☎67‐8020
中部地域包括支援センター ☎67‐7177／南部地域包括支援センター ☎82‐3262

※介護のストレスは、虐待につながりやすくなります。
　１人で抱え込まずにご相談ください。

■ 秋田働き方改革推進支援センター
無料出張相談会（要事前予約）
■ 秋田働き方改革推進支援センター
無料出張相談会（要事前予約） ■ 秋田県最低賃金が改定されます■ 秋田県最低賃金が改定されます

■ 企業在職者対象の講習■ 企業在職者対象の講習 ■ 秋田県育英会奨学生二次募集■ 秋田県育英会奨学生二次募集

■ 求職者向け職業訓練生の募集■ 求職者向け職業訓練生の募集


