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■大館税務署からのお知らせ
　申告書作成会場への来場を
　検討されている方へ
　申告書作成会場の混雑緩和のため、
申告書作成会場への入場には、「入場整
理券」が必要です。入場整理券の配付方
法は「申告書作成会場で当日配付」また
は「オンラインで事前発行」の２通りで
す。（入場整理券は国税庁LINE公式ア
カウントからも取得できます）
　来場の際は、マスク着用および検温
の実施にご協力をお願いします。37.5
度以上の発熱が認められる場合等は、
入場をお断りさせていただきます。
     大館税務署 ☎0186‐42‐0671
※音声ガイダンスが流れますので「2」
を押してください

■出前による「交通事故相談会in
北秋田」を実施します
　秋田県生活センターでは、令和３年
２月24日に出前による交通事故相談
会を実施します。
　県の交通事故相談員が出前で、交通
事故の相談・アドバイスを行います。
　相談料は無料ですので、お気軽に会
場にお越しください。
日時　２月24日（水） 10時～15時
場所　北秋田地域振興局庁舎３階 会議室
           県北部消費生活相談室 ☎0186‐45‐1041
　　    県交通事故相談所 　　☎018‐836‐7804

■その病気、その症状は石綿（アス
　ベスト）が原因かもしれません
　ご家族に、肺がんや中皮腫などで亡
くなられた方はいませんか？息切れ、
胸が苦しいなどの症状が出ていません
か？
　石綿による疾病と認定された場合、
各種給付を受けることができます。
　お心当たりのある方は、秋田労働局
労災補償課（☎018‐883‐4275)また
はお近くの労働基準監督署にご相談く
ださい。

■自動車の登録手続き等
　年度末を待たずにお早めに！
　毎年、年度末の３月は、運輸支局の自
動車検査・登録窓口が、大変混雑してお
ります。
　混雑回避のため、検査・登録手続きは、
３月の下旬を避け、上・中旬に行って頂
きますようお願い申し上げます。
　また、今年度は、感染の拡大が確認さ
れている新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、窓口申請の分散にご協力
ください。
　なお、来庁の際には、マスク等の着用
をしていただくとともに風邪の症状の
ある方は来庁をご遠慮いただくようお
願いします。
　登録手続きに関しての問い合わせは、
ヘルプデスク（登録手続き案内）をご利
用願います。
     東北運輸局秋田運輸支局
　　☎050‐5540‐2012

■消防水利の確保にご協力を
　消防水利（消火栓や防火水槽）は、火
災発生の際に放水するための重要な水
源となります。
　消防署、消防団では消防水利の除雪
を行ってきましたが、大雪などにより
作業が遅れる場合があり、市民の皆さ
んが、消防水利の除雪にご協力いただ
いていることで、適正に維持管理がで
きている状況です。
　市民の皆さんには、大変ご難儀をお
かけしますが、今後とも除雪等のご協
力をお願いします。
　また、消防水利の変形や破損などを
見かけた場合は、消防本部までご連絡
をお願いします。
     北秋田市消防本部 ☎62‐1119

問

■出張くらしの相談会
　多重債務、生活再建、ローン、コロナ
禍など、日常のくらし全般に関する相
談について応じます。一人で悩まず、
まず相談。お気軽にお越しください。
日時　２月27日（土） 13時～16時
場所　交流センター 第１研修室
相談料　無料
※秘密厳守。事前予約制です。
     秋田なまはげの会
     ☎018‐862‐2253（土曜日午後受付）

■ホームタンクと配管の自主点検
　をしましょう（油漏れ事故防止）
　ホームタンクの老朽化、積雪・落雪の
影響により、家庭や事業所に設置され
ているホームタンクからの油漏れ事故
が多発しています。
　万が一、油が漏れてしまった場合は、
速やかに消防署や市役所に通報してく
ださい。
     北秋田市消防本部 ☎62‐1119
     生活課環境係　　 ☎62‐1110

■ ご存じですか？「筆界特定制度」
　「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

　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。
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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北秋田市環境放射線量測定結果
空間線量調査（１月５日測定）

※県の通常レベル
　0.022～0.086
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生活課環境係
☎62̶1110
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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

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

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】　２月１日（月）～12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。

お し ら せ

問

　 生活課地域推進係 ☎62‐6628問

【加入資格】 加入申し込み時に北秋田市に住民登録されて
いること

【共済期間】 令和３年４月１日※～令和４年３月 31 日
※途中加入の場合は申込日の翌日から

【受付開始日】 令和３年２月 1日～
【受付窓口】 市役所生活課／各総合窓口センター／
                    各出張所／秋田銀行／北都銀行／
                    ゆうちょ銀行または郵便局
※令和３年度の小学１年生は１年間に限り、交通災害共済に
掛金無料で自動加入されます。（不慮の災害共済は除く）

※詳細については、広報きたあきた２月号と一緒に配布
しているパンフレットをご覧ください。

　自治会、企業、市民団体、児童クラブなどの団体単位
での加入も受け付けています。
　なお、団体加入の場合は、北秋田市に住民登録されて
いない方も加入が可能です。

団体加入受付中

秋田県市町村交通災害共済・不慮の災害共済に秋田県市町村交通災害共済・不慮の災害共済に

入院（１日につき）・・ 2000円
通院（１日につき）・・ 800円
死亡・・・・・・・・ 100万円
後遺障害・・・ 50万～100万円

交通災害共済

共済金内容

※入院・通院の共済金は、最低保障額１万５千円～最高
20万円。通院１日でも請求できます。

年間掛金 ３００円（１人）

入院（１日につき）・・ 1100円
通院・・・・・・・ 対象外です
死亡・・・・・・・・ 60万円
後遺障害・・・ 30万～60万円

不慮の災害共済 年間掛金 ７００円（１人）
共済金内容

※入院の共済金は、最低保障額１万５千円～最高11万円。
入院１日でも請求できます。

という名前がつきましたという名前がつきましたともすけ共済ともすけ共済

問

問申

ぜひ、ご加入ください

問

※各事業は状況により延期または中止になる場合が   あります。詳細については直接お問い合わせください。


