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■ 事業主の皆さまへ
　６月１日から来春の高卒者を対象とした求人受付が開始
しました。
　企業の将来を担う優秀な人材の確保と若年者の地元就職
による活力ある地域づくりのため、早期の求人提出により
学生・生徒への企業情報・採用情報を発信し、若い人材を
確保してください。
　また、県内ハローワークでは、学卒求人の作成等に係る
サポートを行っています。ハローワーク内に事業所相談
コーナーを開設しておりますので、ぜひご相談ください。
　 ハローワーク鷹巣 ☎60-1586

■ 新規狩猟免許取得者確保対策事業
　市では、有害鳥獣捕獲業務の担い手育成および確保を図
るため、新規に狩猟免許やわな免許を取得する方に補助し
ます。
補助対象者　
①北秋田市に住所を有する20歳以上の者で、狩猟免許取
得後、北秋田市猟友会に入会する者

②北秋田市猟友会に入会している者で、新規にわな猟免許
を取得しようとする者

補助対象経費
①第一種銃猟免許取得に係る経費
②鉄砲所持許可に係る経費
③猟友会入会等に係る経費
④わな猟免許取得に係る経費
補助金額
①～③を合算した経費の５万円以内
④の経費の１万円以内
※詳細についてはお問合せください。
　 農林課林業振興係 ☎62-5517

■ 特定計量器の定期検査
　計量法の規定により、取引および証明に使用している特
定計量器の定期検査が次のとおり実施されますので、必ず
受検してください。
【検査日程】
▶阿仁地区
　日時　６月14日（月） 13時30分～15時30分
　会場　阿仁山村開発センター　
▶森吉地区
　日時　６月15日（火） ９時30分～11時30分
　会場　森吉総合スポーツセンター
▶合川地区
　日時　６月15日（火） 14時～16時
　会場　合川体育館
▶鷹巣地区
　日時　６月16日（水） ９時30分～12時、13時～15時
　会場　交流センター
【持参するもの】　はかり、手数料（現金）
【注意事項】この検査を受けないと50万円以下の罰金に処
される場合もありますので、必ず検査を受けてください。
　 商工観光課商工労働係 ☎62-5360

受講料　無料（テキスト代2,200円）
申込締切　７月１日（木）
▷クラウド活用講習
期間　７月29日（木）、30日（金）
場所　鷹巣技術専門校
時間　８時30分～15時
対象者　企業在職中で文字入力ができ

る方
定員　10名（先着順）
受講料　無料（テキスト代1,628円）
申込締切　６月30日（水）
　 鷹巣技術専門校 ☎84‐8351

■2021年度税務職員採用試験
（高校卒業程度）のお知らせ
　仙台国税局では、税務のスペシャリ
ストとして活躍するバイタリティーあ
ふれる税務職員を募集しています。国
の財政を支える税務職員にあなたも
チャレンジしてみませんか？
受験資格　
①令和３年４月１日において高校卒業
後３年を経過していない者および令
和４年３月までに高校を卒業する見
込みの者

②人事院が１に掲げる者に準ずると認
める者

受付期間　６月21日（月）～30日（水）
試験日　１次試験　９月５日（日）
※受験申込みはインターネットでお願
　いします。
　 仙台国税局人事第二課試験研修係
　 ☎022-263-1111
　 人事院東北事務局
　 ☎022-221-2022

■秋田県市町村職員共済組合職
員採用試験のお知らせ

試験区分　大学卒　一般事務
採用予定人員　若干名
受験資格　
　平成９年４月２日以降に生まれた者で、
学校教育法による４年制大学を卒業または
令和４年度３月31日までに卒業見込みの者

■求職者向け職業訓練生の募集
訓練科（定員）
①金属加工技術科（15名）
②住宅リフォームデザイン科（15名）
③電気設備エンジニア科（15名）
　　（若年者コース・導入訓練付）
訓練期間
①②令和３年８月３日（火）～
　　　　令和４年１月31日（月）（６か月）
③令和３年８月３日（火）～
　　　　令和４年２月28日（月）（７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　５月28日（金）～６月28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

■企業在職者対象の講習
▷エクセル基礎講習
期間　７月８日（木）、９日（金）
場所　鷹巣技術専門校
時間　８時30分～15時
対象者 企業在職中で文字入力ができる方
定員　10名（先着順）
受講料　無料（テキスト代1,320円）
申込締切　６月28日（月）
▷ワード基礎講習
期間　７月14日（水）、15日（木）
場所　鷹巣技術専門校
時間　８時30分～15時
対象者 企業在職中でパソコンの基本
　　　　操作ができる方、およびワード

以外で文書作成をしている方
定員　10名（先着順）

し ご と

　　　　　 ･･･綴子字胡桃館２★

簡易耐火２階６戸建３ＬＤＫ 月額16,200円～35,400円

　　　　    ･･･川井字松石殿1-254★

木造平屋1戸建3ＬＤＫ 月額16,500円～24,000円

　　　　 ･･･本城字上悪戸31‐1★

木造平屋２戸建２ＬＤＫ 月額18,100円～41,500円

　　　　　 ･･･米内沢字ヲツコ沢77‐1★

木造2階1戸3ＬＤＫ 月額22,400円～51,400円

　　　　　　　　･･･米内沢字伊勢ノ森37-16★

木造２階１戸建３ＬＤＫ 月額22,200円～51,200円

　　　　　 ・・・阿仁水無字上新町東裏17-1★

木造平屋２戸建３ＤＫ 月額17,200円～26,800円

　　　　　　　　　　　　　･･･鷹巣字東中岱51‐1

鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ 月額40,100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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【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】　6月1日（火）～11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。
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受付期間　７月２日（金）～８月３日（火）
試験日　１次試験　９月４日（土）
会場　秋田県JAビル
※詳しくは、秋田県市町村職員共済組
　合ホームページをご覧ください。
　 秋田県市町村職員共済組合総務課
　 ☎018-862-5262

■自衛隊地域説明会開催のお知
らせ

　自衛官採用試験のほか、自衛官の仕
事や自衛隊の生活について紹介します。
申込みは不要、入退室は自由です。どな
たでも参加できますのでお気軽にご来
場ください。
開催日・会場
第１回　６月26日（土）　
　　　　大館市立中央公民館
第２回　６月27日（日）　
　　　　北秋田市民ふれあいプラザ
第３回　７月３日（土）　
　　　　鹿角市文化の杜交流館
　　　　北秋田市民ふれあいプラザ
第４回　７月４日（日）　
　　　　大館市立中央公民館
　　　　鹿角市文化の杜交流館
時間　13時30分～16時30分
※新型コロナウイルス感染拡大防止に
　ご協力をお願いします。
　 自衛隊秋田地方協力本部 大館出張所
　 ☎0186-42-1398

■令和3年度調理師試験のお知
らせ

試験日　10月30日（土）
試験会場　秋田県JAビル
願書配布　６月７日（月）～７月２日（金）
　　　　　９時～17時
願書受付　６月21日（月）～７月２日（金）
　　　　　９時～17時
　　   鷹巣阿仁福祉環境部（北秋田保健所）
　　　☎62-1166
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