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■国税専門官採用試験（大卒程度）
　のお知らせ
受験資格
①平成３年４月２日から平成12年４月１
日生まれの者②平成12年４月２日以降
生まれの者で次に掲げる者
（１）大学を卒業した者および令和４年３
月までに大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる者と同様の資
格があると認める者
受付期間　３月26日（金）～４月７日（水）
申込方法　インターネット
国家公務員試験採用情報NAVI
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
第１次試験日　６月６日（日）
     仙台国税局人事第二課試験研修係
     ☎022‐263‐1111
　　

■AIA国際活動助成金募集の
　お知らせ
　県内で国際交流や国際協力・国際理
解などの多文化共生を推進する活動を
行う民間の団体を対象に、その事業資
金の一部を助成します。
１期募集　募集期間３月１日～３月31日
　　　　　実施時期４月１日～翌３月15日
２期募集　募集期間７月１日～７月31日
　　　　　実施時期８月１日～翌３月15日
助成金額
　助成対象経費総額のうち上限８万円
回数
　同一年度につき一団体１回、同一団
体による同一事業に対する助成は３回
が限度
※対象者、対象事業、対象経費等詳細の
　お問い合わせ、お申込みは（公財）秋
　田県国際交流協会（AIA）へ
　☎018‐893‐5499
　http://www.aiahome.or.jp
※申請書はHPからダウンロードできる
　ほか、協会窓口でも配布しています。

■ 求職者向け職業訓練生の募集
訓練科（定員）
　金属加工技術科（15名）
　住宅リフォームデザイン科（15名）
訓練期間
　５月11日（火）～10月29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　２月24日（水）～３月29日（月）
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
※毎週木曜日に施設見学会を行っています

■国家公務員採用試験のお知らせ
　人事院では、国家公務員採用採用総
合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
および一般職試験（大卒程度試験）を実
施します。
 申し込みはインターネットにより
行ってください。
総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
インターネット申込受付期間
　３月26日（金）9時～４月５日（月）
第１次試験日
　４月25日（日）　
一般職試験（大卒程度試験）
インターネット申込受付期間
　４月２日（金）9時～４月14日（水）
第１次試験日
　６月13日（日）　
　なお、申込方法や受験資格等の詳し
い内容については、人事院ホームペー
ジまたは下記にお問い合わせください。
         人事院東北事務局 第二課 試験係
　　   ☎022‐221‐2022
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

問

■令和３年度慰霊巡拝について
　厚生労働省では、旧主要戦域等にお
いて戦没者を慰霊するため、御遺族を
対象とした慰霊巡拝を実施しています。
令和３年度は次の地域で実施予定です
ので、参加を希望される場合は下記ま
でお問い合わせください。
実施地域
カザフスタン、旧ソ連、インドネシア、
中国、東部ニューギニア、北ボルネオ、
ビスマーク諸島、トラック諸島、ミャン
マー、フィリピン、硫黄島
    秋田県健康福祉部福祉政策課援護班
    ☎018‐860‐1318

■消防水利確保における協力の
　御礼
　今シーズンは積雪が多く消防水利
（消火栓や防火水槽）の除雪作業が遅れ
ることもありました。住民の皆さまに
は、自宅近くの消防水利の除雪作業に
ご協力をいただき、消防水利の確保を
維持することができました。心より感
謝いたします。
　なお消防水利の
破損、変形および漏
水等を見かけた場
合は消防本部まで
ご連絡くださいま
すようお願いいた
します。
    北秋田市消防本部 ☎62‐1119

　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
0.03
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（２月３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

問

問

お し ら せ

問

令和 3 年度

北秋田市奨学生を募集します

　貸付要件

　市が行う無利子の奨学資金貸付制度です。学業成績が
優秀で、経済的な理由により就学にお困りな方に対し、
審査を経て学資を貸与するものです。

※申請用紙は、教育委員会総務課のほか各総合窓口セン
　ターで受け取ることができます。
※北秋田市奨学資金は、他団体から貸与を受けていても
　貸付可能ですが、秋田県育英会など、他からの奨学金
　貸与を認めない団体もありますのでご注意ください。

　申込期間

　募集人数
若干名

　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

　　教育委員会総務課 ☎62‐6616問

　本年４月に大学、短大、高校、高等専門学校に進学または
在学中の方（職能短大、職能大学校、秋田県立技術専門校含）

４月１日（木）～４月23日（金）　※必着

　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カ月据え置きし、貸付期間の２倍の期間内に月賦返済

指定管理者の指定に関する公表指定管理者の指定に関する公表

施設　　　　北秋田市コンベンションホール四季美館
　　　　　　（北秋田市阿仁前田字大道上３番地１）
指定管理者　鷹巣観光物産開発株式会社
　　　　　　代表取締役社長　笹木俊雄
　　　　　　北秋田市綴子字大堤道下62番地１
指定期間　　令和３年４月１日～令和８年３月31日

市議会の議決日　令和３年１月26日議決

商工観光課観光振興係 ☎62‐5370問

し ご と

問申

　　　　　･･･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

　　　　　･･･綴子字高野尻90-2

木造平２戸建１ＬＤＫ 月額14,800円～34,100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

　　　　　　･･･米内沢字伊勢ノ森37-18★

木造２階１戸建３ＬＤＫ 月額23,200円～53,300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。（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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南鷹巣団地

胡桃館団地

高野尻団地

御嶽団地

伊勢ノ森団地

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

高野尻団地

御嶽団地

伊勢ノ森団地

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】　３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。


