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■「上級救命講習会」開催のお知
らせ

日時　９月12日（日） ９時～17時
場所　森吉コミュニティセンター
内容　・心肺蘇生法・AEDの使用法・

異物除去要領・止血法・外傷の
手当法・傷病者体位管理・傷病
者搬送法

募集対象　中学生以上（参加費無料）
申込　北秋田市消防本部または各分署

に直接お越しいただくか、電話
またはFAXにて受付いたします。

申込締切　９月１日（水） （定員30名）
※講習を修了し、一定の技術を習得さ
れた方には「上級救命講習修了証」
が交付されます。
北秋田市消防署救急係 
☎62‐1119

■中学校卒業程度認定試験受験
案内

　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された方に対し
て、中学校を卒業した者と同等以上の
学力があるかどうかを認定するために
国が行う試験であり、合格した方には
高等学校の入学資格が与えられます。
願書受付期間
　９月３日（金）まで（文部科学省宛てに郵送）
試験日　10月21日（木）
※願書は秋田県教育委員会と文部科学
省で配布しています。受験資格、試
験会場等の詳細については文部科
学省のホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。
秋田県教育庁義務教育課
☎018‐860‐5141

■クマに注意してください！
　例年、農作物の収穫を迎える時期に、
クマとの遭遇やクマによる農作物の食

害が増加しています。クマによる被害
が発生する前に、果実の早期収穫や放
置果樹の伐採に心掛けるようにしてく
ださい。また、クマを引き寄せる原因と
なる、生ごみやガソリン・オイルなどの
揮発性物質を放置しないでください。

■クマの目撃情報をお寄せくだ
さい

　クマを目撃した際は目撃場所や時間、
大きさなどをできるだけ詳細に教えて
いただくことで、被害対策が迅速に実
施できますので、市民の皆さまのご協
力をお願いします。
農林課林業振興係 ☎62‐5517
北秋田警察署 ☎62‐1245

■北秋田市無料法律相談会の予
約を受付いたします

日時　９月６日（月）13時～16時
相談枠　１回30分×５枠（無料）
会場　北秋田市民ふれあいプラザ
相談担当者　熊谷　克史 弁護士
予約方法　法テラス秋田へ電話予約
※事前予約制で先着５名になります。
申込期間　８月23日（月）～９月２日（木）
対象　法テラスが設けている資力基準

を満たす市民の方
※詳細は法テラスホームページをご参
照ください。
法テラス秋田 ☎050‐3383‐5551

■人権擁護委員の委嘱について
　令和３年７月１日付で、法務大臣よ
り人権擁護委員を委嘱されました。任
期は３年となります。
池田 和子（新任）　栗谷 大三（新任）
松橋 幸子（再任）　佐藤 まり子（再任）
総務課総務係 ☎62‐1111

■秋田働き方改革推進支援セン
ター出張相談会のご案内

　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。
日時　８月４日（水）、９月１日（水）
　　　いずれも13時～16時
会場　北秋田市商工会　本所
申込　事前予約制（相談日の前日まで

に電話でお申し込みください。）
秋田働き方改革推進支援センター
☎018‐865‐5335

■身元確認捜査にご協力を！
　警察では、身元が判明していないご
遺体について、皆さまから広く情報を
集めています。県警ホームページには、
身元が判明していないご遺体について
の情報が公開されています。お心当たり
がある場合は、北秋田警察署、最寄りの
交番・駐在所にご連絡をお願いします。
北秋田警察署刑事課 ☎62‐1245

■全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ

　法務局では「子どもの人権110番」強
化週間を実施し、皆さまからのご相談
をお受けします。相談は無料で、内容に
ついての秘密は厳守します。
実施期間　８月27日（金）～９月２日（木）
　　　　　平日　８時30分～19時
　　　　　土日　10時～17時
相談電話　子どもの人権110番
☎0120‐007‐110（通話料無料）

■子どもの未来応援地域力促進
事業について

　県では、PTAやサークルなどの学習
会へ子どもの貧困対策に取り組んでい
る方を講師として派遣する事業を行っ
ています。
　県内の実態を学び、地域における取
組のヒントを見つけてみませんか？
　講師の派遣に要する旅費等は無料で
す。詳しい内容は、下記までお問合せく
ださい。
秋田県 地域・家庭福祉課
☎ 018‐860‐1342

■冬期除雪オペレーターの募集
応募資格　大型特殊運転免許、車両系建設機械運転免許の

資格を有するもの（経験者希望）
予定人員　29人（鷹巣７人、合川９人、森吉８人、阿仁５人）
就業期間　
鷹巣　令和３年12月１日（水）～令和４年３月15日（月）
合川・森吉・阿仁　令和３年12月１日（水）～令和４年３月31日（水）
申込方法　ハローワークからの紹介状、履歴書および運転

免許証の写しを下記申込先へ郵送または持参し
てください。

※履歴書余白部分に「就業希望地区」を明記してください。
申込期限　８月17日（火）※応募状況により、早めに打ち切りあり
建設課管理係（森吉庁舎） ☎72‐3116
総務課総務係（本庁舎） ☎62‐1111
合川・阿仁各総合窓口センター
建設課管理係 ☎72‐3116

■ 求職者向け職業訓練生の募集
訓練科（定員）　①電気設備技術科（15名）
　　　　　　　②ビル管理技術科（15名）
　　　　　　　③建築CAD施工科（導入訓練付）（10名）
訓練期間　①②令和３年10月５日（火）～令和４年３月30日（水）
　　　　　③令和３年10月５日（火）～令和４年２月28日（木）
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　７月29日（木）～８月27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　

※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
▷エクセル関数活用講習
期間　９月２日（木）、３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　８月23日（月）
鷹巣技術専門校 ☎84‐8351
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　　　　　 ･･･鷹巣字平崎上岱13‐2

木造平屋2戸建1ＤＫ 月額16,600円～38,100円

　　　　　 ･･･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戸建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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上新町団地

南鷹巣団地

胡桃館団地

松ヶ丘団地

御嶽団地

松山町団地

伊勢ノ森第2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

松ヶ丘団地

御嶽団地

松山町団地

伊勢ノ森第2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】　8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
【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。

　8月に開催を予定しておりました「北秋田市民盆踊り大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大等の
状況を考慮し、開催中止を決定しました。
　楽しみにされていた皆さま方には大変残念なお知らせとなりますが、ご理解くださいますようよろし
くお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北秋田市観光物産協会 ☎62‐1851　

北秋田市民盆踊り大会開催中止について
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