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■ 求職者向け職業訓練生の募集
訓練科（定員）
　テクニカルオペレーション科（15名）
訓練期間
　３月２日（火）～8月27日（金）（６か月）
時間　９時30分～15時40分
会場　ポリテクセンター秋田（潟上市）
募集期間　１月６日（水）～１月29日（金）
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

みをされた方で、新たな技
術・技能を身につけて再就
職を希望する方

　　ポリテクセンター秋田
　　☎018‐873‐3178

■ 企業在職者対象の講習
▷エクセル関数・データベースの活用講習
期間　２月４日（木）、５日（金）
場所　鷹巣技術専門校
時間　８時30分～15時
内容 エクセルの関数、データベース

機能、複数シートの組み合わせ
や色々な集計方法を習得する。

対象者 企業在職者エクセル操作経験者の方
定員　10名（先着順）
受講料　無料（テキスト代1,045円）
申込締切　１月25日（月）
▷アーク溶接特別教育
期間　２月24日（水）～26日（金）
場所　鷹巣技術専門校
時間　８時45分～17時15分
内容　アーク溶接機を用いて行う金属

の溶接や溶断等の業務に従事さ
れる方を対象とした特別教育。

対象者 企業在職者の方
定員　10名（先着順）
受講料　無料（テキスト代1,100円）
申込締切　１月22日（金）
　　　　鷹巣技術専門学校
　　　　☎84‐8351
問申

問

し ご と ■ 秋田働き方改革推進支援センター
無料出張相談会

　就業規則の作成方法、労務管理全般
の相談、雇用関係助成金の活用などに
ついて、社会保険労務士が無料でご相
談に応じます。（要事前予約）
日時　２月３日（水） 13時～16時
会場　北秋田市商工会本所
　　　　秋田働き方改革推進支援センター
☎0120‐695‐783／018‐865‐5335

■ 秋田県で「未来農業のフロンティ
ア育成研修生」を募集します

　新たに農業を開始する方などを対象
に、実習や講座を通じて営農に必要な
知識や技術を習得する研修生を募集し
ます。
研修先（研修コース）
　県農業試験場（作物、野菜、花き）
　県果樹試験場（りんご、梨等）
研修期間　令和３年４月～令和５年３月
応募資格
　①新たに農業を開始する方などで、
　農業で自立する意欲が高いこと②研
　修終了後に市で就農すること③原則
　50歳未満の方
応募期限　令和３年１月14日（木）
　　　農林課農業振興係 ☎62‐5514

■老後の備えは大丈夫ですか
　国民年金基金がお手伝いします
　国民年金基金は、老齢基礎年金の上
積み年金として給付を行う、公的な年
金制度です。掛金全額が「社会保険料控
除」になるほか、税制面でも優遇されて
いるたいへん有利な制度です。１月中
旬に加入対象者あてにご案内が送付さ
れます。
　誰にでも必ず訪れる「老後」の備えと
して、詳しい資料をご覧になってみま
せんか。
　　全国国民年金基金秋田支部
　　☎0120‐65‐4192

■農業用の免税証集合受付について
　令和３年度使用分の、免税証交付申
請書の集合（仮）受付を行いますので、
免税証の交付を希望する方は、必要書
類をご用意の上、次の会場で申請手続
をしてください。
　また、郵送申請による受付を1月29
日まで行っています。
受付日　１月25日（月）
会場　北秋田地域振興局（第１・２会議室）
※詳しくは秋田県公式サイト「美の国
あきたネット」をご覧ください。

　「秋田県 免税軽油 令和3年」で検索
　　秋田県総合県税事務所課税第二課
　　☎018‐860‐3341

■秋田県雪害事故防止週間
　令和３年１月23日（土）から1月31
日（日）は、「秋田県雪害事故防止週間」
です。屋根の雪下ろしや除排雪作業中
の事故防止に努めましょう。
     秋田県県民生活課安心安全、まちづ
くり・交通安全班 ☎018‐860‐1522

■秋田労働局では「ハラスメント対
応特別相談窓口」を開設します！

開設期間　３月31日（水）まで
開設時間　８時30分～17時15分
     秋田労働局雇用環境・均等室
     ☎018‐862‐6684

　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
0.05
0.05
0.03
0.02
0.02

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（12月１日測定）

※県の通常レベル
　0.022～0.086
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　　　　　･･･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

　　　　･･･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２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。

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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南鷹巣団地

胡桃館団地

御嶽団地

上岱団地

上新町団地

サンコーポラスなかたい住宅

上杉団地（特定公共賃貸住宅）

諏訪岱団地（特定公共賃貸住宅）

南鷹巣団地

胡桃館団地

御嶽団地

上岱団地

上新町団地

サンコーポラスなかたい住宅

上杉団地（特定公共賃貸住宅）

諏訪岱団地（特定公共賃貸住宅）

【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】　１月４日（月）～15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
【現地案内】　募集期間内に住宅をご案内します。ご希望の
方は希望日の前日までに電話等でお申込みいただき、当日
は希望住宅地に直接お越しください。
※ただし、土・日・祝日を除きます。

冬期間の水道凍結にご注意を‼冬期間の水道凍結にご注意を‼
凍結の防止策について
・水道管・じゃ口を保温する。
・水抜き栓をきっちり閉めて、じゃ口を開ける。
※水抜き栓（ハンドル式）は「半開」の状態では地下に水が漏
れてしまい、その分水道料金も発生してしまいます。

　必ず「全開」または「全閉」の状態で使用してください。

冬期間使用されない方は連絡を
　水道を中止（閉栓）しないと水道管やボイラーなどが凍結
破損し、漏水してしまうことがあります。この場合、修理
費用がかかるだけでなく、水道料金が高額になってしま
うこともあります。

　　　水道お客様センター　☎ 67‐6052
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入札参加資格審査のお知らせ

令和３・４年度
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入札参加資格審査のお知らせ
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申請区分
▽建設工事　▽測量・建設コンサル等　
▽物品調達および役務提供等
提出書類
北秋田市様式により提出ください。
※北秋田市様式、各種申請書の作成の仕方、添付書類に
ついては、市ホームページからダウンロードできます。
受付期間　※土日、祝日を除く
令和３年１月15日（金）～令和３年２月15日（月）必着
有効期間　２年間
令和３年４月１日（木）～令和５年３月31日（金）
提出方法　※持参・郵送どちらでも可
　建設、コンサル、物品役務毎にひもで綴り、提出して
ください。郵送の場合は、角２型封筒に入れて送付して
ください。
※受付印が必要な場合は、受付受領印（任意）と切手を貼っ
た返信用封筒または受領用はがきを同封してください。
申請受付場所・お問合せ
〒018‐3392　北秋田市花園町19番１号
財政課財政係 ☎62‐6607

問


