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【火災想定訓練】 11月１日（日）
　【鷹巣】７時～ 高村岱地区 ①自主防災訓練、防災講話、
　　　　自主防災組織講話 ②ポンプ運用訓練
　【合川】９時～ 李岱地区　避難誘導訓練
　【森吉】７時～ 米内沢駅前地区　初期消火・避難誘導訓練、
　　　　応急救護訓練、火災防ぎょ訓練、自主防災組織講話
　【阿仁】７時～ 湯口内地区　シェイクアウト訓練、通報・初
　　　　期消火訓練、消防団による揚水・中継・放水訓練
【消防団員研修会】
　【日時】　11月１日（日） ８時45分～12時10分
　【場所】　森吉総合スポーツセンター

【消防団員特別教育】
　【日時】　11月１日（日） ９時30分～12時
　【場所】　森吉コミュニティセンター

【火の元調査】
　【日時】　11月１日（日） ９時～16時
　【場所】　北秋田市全域　※高齢者世帯

　住宅等の新築・改修等に地元産材を
使用すると最大50万円を助成します。
助成対象者 市内に地元産材を使用す

る住宅等の新築・改修お
よび構造物を建設もしく
は購入する個人または法
人（市内に住所または事
業所を有するもの）

補助金の額 使用する地元産材あたり
33,500円／㎥（最低使
用量0.3㎥）

助成期間　令和３年３月１日（月）まで
　　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室
　　☎84‐8567

　年金記録や将来の年金受給見込額を
確認し、未来の生活設計について考え
てみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただく
と、いつでもご自身の年金記録を基に
様々なパターンの試算をすることもで
きます。「ねんきんネット」については、
日本年金機構のホームページでご確認
いただくか、鷹巣年金事務所にお問い
合わせください。
　　日本年金機構鷹巣年金事務所
　　☎62‐1490

提供条件 提供日時に必ず引き取りが
できること／営利目的では
なく自家消費すること

受付期間 11月５日（木）～９日（月）
 ９時～16時（平日のみ）
提供日時 11月13日（金） ９時～16時
 11月14日（土） ９時～12時
※ 提供場所は大館市板沢地区。受付時
に官製はがきまたは63円切手を
貼っているはがきを持参ください。

※ 応募者多数の場合は抽選になります。
　　能代河川国道事務所鷹巣出張所
　　☎62‐1226

　　　　　･･･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

　　　　　･･･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）

　　　　　　　　　　　　　･･･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）

【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】　11月２日（月）～13日（金）※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

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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　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
0.04
0.04
0.04
0.05
0.03
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（10月６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

ＤＭＯとは…地域観光資源に精通し、地域と協働で地域づくりを行う法人

ＤＭＯ 秋田犬ツーリズム便り

　　秋田犬ツーリズム ☎070‐2020‐3085問

　このたび、秋田犬ツーリズムは、「重点支援DMO（観
光地域づくり法人）」として観光庁から選定されました。
これは、外国人の誘客を含む観光地域振興に対して、そ
の意欲とポテンシャルが認められ選定されたものであり
ます。
　また、「第６回ジャパン・ツーリズム・アワード」に
おいて、「DMOによる地域経済活性化」の取り組み部
門で、「DMO推進賞」を獲得しました。
　いずれもDMOとしての活動が他の模範として認定さ
れたものでありまして、今後とも地域の皆様とともに観
光地域づくりをより一層推進してまいりたいと考えてお
ります。

期間 11月１日（日）～11月７日（土）

秋の火災予防運動
令和2年

　　消防本部 ☎62‐1119問

　今般の新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止および参加される皆さま
の安全を考慮し、例年実施しておりま
した年末調整等説明会につきましては
開催を中止することとしました。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解
いただきますようお願い申し上げます。
　　大館税務署法人課税部門
　　☎0186‐42‐1882

◎ 個人事業税（２期）の納期限は11月
30日（月）です

　忘れずに最寄りの金融機関で期限内
に納めましょう。口座振替をしている
方は、預金残高の確認をお願いします。
◎ 個人事業税の納税も口座振替で
　県内の金融機関に預金口座があれば、
どなたでも利用できます。（ゆうちょ銀
行は不可）令和３年６月末日までにお
申し込みされますと、令和３年度１期分
から個人事業税の口座振替ができます。
◎ 新型コロナウイルス感染症の影響に
よる県税の徴収猶予の特例制度につ
いて

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少し、給付が困難な方は、
納期限までに申請することで徴収の猶
予を受けられる場合があります。
　　秋田県総合県税事務所北秋田支所
　　☎0186‐49‐2211

　秋田県では、PCB使用照明器具に関
する調査を行います。対象建物をお持ち
の方は調査へのご協力をお願いします。
対象建物 昭和52年３月までに建築・

改築された事業用建物（一
般家庭を除く）

調査相談窓口　㈱秋田県分析化学センター
　　　　　　　☎0120‐264‐930
　　　　　　　(平日10時～16時）
調査主体　秋田県環境整備課
　　　　　☎018‐860‐1624

　各法務局において、各種相続手続き
に利用することができる「法定相続情
報証明制度」を取り扱っています。
　この制度を利用することで、各種相
続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直
す必要がなくなり、大変便利です。
　なお、当制度の手続き方法について
は、法務局ホームページをご覧くださ
い。
　　秋田地方法務局登記部門
　　☎018‐862‐1174

　放送大学では、2021年４月入学生
を募集しています
　10代から90代の幅広い世代、約９
万人の学生が、大学を卒業したい、学び
を楽しみたいなど、様々な目的で学ん
でいます。
　テレビによる授業だけでなく、学生
は授業をインターネットで好きな時に
受講することもできます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・
自然科学など、約300の幅広い授業科
目があり、1科目から学ぶことができ
ます。
　資料を無料で差し上げています。お
気軽に放送大学秋田学習センター（☎
018‐831‐1997)までご請求ください。
出願期間 11月26日（木）～3月16日（火）
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■ 木材需要拡大緊急対策事業について

■ 11月30日は「年金の日」です！

■ 米代川の伐採木を提供します

■ 木材需要拡大緊急対策事業について

■ 11月30日は「年金の日」です！

■ 米代川の伐採木を提供します

■ 令和２年度年末調整等説明会
開催中止のお知らせ

■ 県税事務所からのお知らせ

■ PCB使用照明器具に関する調査

■ 令和２年度年末調整等説明会
開催中止のお知らせ

■ 県税事務所からのお知らせ

■ PCB使用照明器具に関する調査

■ 利用しよう「法定相続情報証明制度」

■ 放送大学入学生募集のお知らせ

■ 利用しよう「法定相続情報証明制度」

■ 放送大学入学生募集のお知らせ


