公営住宅の入居者を募集

問い合わせ先
町建設課（☎852・5252）

▲

申し込み資格
・月額所得15万８千円以下の方
・同居家族がいて住宅に困きゅうされ
ている方
・申込者および同居親族が暴力団員で
ないこと
●矢場崎住宅５号【身体障害者専用住宅】
・住 所 五城目町川崎字宮花10−35
・構 造 木造平屋建
（3LDK）
、
築33年
（トイレ・浴槽同室 車いす
対応）
・家賃月額 9,800円〜14,700円
●矢場崎住宅18号
・住 所 五城目町川崎字宮花10−60
・構 造 木造平屋建
（3LDK）
、
築30年
（風呂釜・浴槽設備なし）
・家賃月額 10,600円〜15,900円
●広ケ野住宅９号
・住 所 五城目町高崎字行内沢98−1
・構 造 木造平屋建
（3DK）、築40年
（風呂釜・浴槽設備なし）
・家賃月額 7,600円〜11,300円
●広ケ野住宅19号
・住 所 五城目町高崎字行内沢98−1
・構 造 木造平屋建
（３DK）、築39年
・家賃月額 7,900円〜11,700円

▲

必要書類
❶申込書
❷入居しようとする方全員の住民票
謄本
❸所得がある方の最新の所得課税証
明書全員分、納税証明書
保証人の書類
❶連帯保証人の承諾書
❷所得課税証明書
※入 居予定日は11月７日㈬以降になり
ます。家賃は所得によって異ります。
敷金は家賃の３か月分です。

▲
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※募集期間は10月15日㈪まで。申込書
は町ホームページと役場２階の建設課
に準備しています。

五城目森林組合
設立60周年記念事業を開催

秋田県自主防災組織
リーダー講習会を開催

軽減税率制度の
説明会を開催

人権困りごと相談

❶記念植樹
・日
時 10月25日㈭
午前９時30分〜
・場
所 森 山山頂付近及びキャン
プ場周辺
・内
容 植 栽 木 「 ヤ マ ザ ク ラ 」
100本の植樹
※軍手、スコップ、鍬等は組合で準備
します。
・申し込み 1 0月15日㈪までに上記
申し込み先までお電話く
ださい。
（定員60人）
❷記念講演会
・日
時 11月１日㈭ 午後３時〜
・場
所 町民センター４階
「いやさか」
・講
師 総 務省 大臣委嘱地域力
創造アドバイザー
高野 誠鮮さん
・演
題 「森 林、木材、里山から
元気とやる気が湧いて
くる」
※入場は無料です。
ぜひお越しください。

自主防災組織の指導者等が、市町村
の枠を越えて意見交換を行います。
▶日
時 11月11日㈰
午後１時〜午後４時
▶会
場 ルポールみずほ
（秋田市）
▶対
象 自主防災組織のリーダー、
町内会長など
▶内
容 講演、
優良自主防災組織表
彰、
分科会および報告会
▶定
員 町から４人程度
▶申込期限 10月19日㈮
※参加希望の方は、
上記申し込み先まで。

秋田北税務署では、事業者の方々を
対象として、次のとおり消費税の軽減
税率制度に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある制度で
すので、ぜひ説明会にお越しください。
▶内
容 軽減税率制度の概要
▶開催日時・場所
❶11月６日㈫
午後２時30分〜午後３時30分
秋田市土崎「ホテル大和」
❷11月７日㈬
午後２時30分〜午後３時30分
五城館

問い合わせ先
町総務課（☎852・5332）

人権などの困りごとについて、人権
擁護委員にお気軽にご相談ください。
▶人権困りごとなんでも相談室
・日 時 10月18日㈭
午後３時〜午後５時
・会 場 朝市ふれあい館

相談してみませんか
特設行政相談所を開設

問い合わせ先
行政相談委員 鍋谷（☎852・2749）

行政機関などの
仕事などについ
て、お気軽にご相
談ください。
▶特設行政相談所
・日 時 10月16日㈫
午前10時〜午後３時
・会 場 五城館

環境と文化のむら体験教室

申し込み・問い合わせ先
五城目森林組合（☎852・3135）

くわ

五城目オープンゴルフコンペを
開催

問い合わせ先
町ゴルフ協会 牧野（☎090・1060・4161）

町ゴルフ協会では、
「誰でも参加でき
るオープンコンペ」を開催します。
▶イベント「秋 の里山さんぽとキノコ ▶期 日 10月21日㈰
汁 の 試 食 会 」 秋 の 森 を ▶時 間 午前10時13分スタート
ゆっくり歩いて、キノコ
（８組）予定
汁で温まろう！
▶場 所 男鹿ゴルフクラブ
▶開催日 10月21日㈰
▶参加費 6,000円（プレー代別途）
▶時 間 午前10時〜正午
※10月10日㈬まで、上記問い合わせ
▶会 場 環境と文化のむら
（野鳥の森）
先へお申し込みください。
※参加は無料です。
問い合わせ先
県環境と文化のむら（☎852・2202）

申し込み・問い合わせ先
町住民生活課（☎852・5112）

求職者のための
公共職業訓練受講生を募集

問い合わせ先：秋田北税務署
法人課税部門（☎845・1161）

最低賃金は時間額762円

問い合わせ先
秋田労働局賃金室（☎883・4266）

本年10月１日から、秋田県の最低賃
金は「時間額762円」となります。
最低賃金は、臨時、アルバイト等、
県内のすべての労働者に適用されます。
※詳細は最寄の労働基準監督署まで。

社会福祉協議会へ寄せられた善意
問い合わせ先
町社会福祉協議会（☎852・5192）

▶寄付金
・９月５日 10,000円 五城目第一中
学校PTA（五中祭PTAバザー売上を
西日本豪雨災害義援金として）

問い合わせ先
ポリテクセンター秋田（☎873・3178）

▶訓練期間 1
 2月６日㈭〜平成31年
６月28日㈮（７か月）
▶訓練時間 午前９時20分〜
午後３時40分
▶会
場 ポリテクセンター秋田
（潟上市）
▶訓練科（定員）
・テクニカルオペレーション科
（若年者コース・15人）
・建築CAD施工科
（若年者コース・10人）
▶募集期間 10月３日㈬〜10月31日㈬
▶受 講 料 無 料（テキスト代等は自
己負担）
▶応募資格 ハ ローワークに求職申込
をされた方で、新たな技
術・技能を身につけて再
就職を希望される方
※講習内容などの詳細は、上記問い合
わせ先または同センターＨＰまで。

10月11日㈭～20日㈯は

「全国地域安全運動」を実施します
この運動は、関係機関・団体が
連携して、犯罪を抑止し、安心し
て暮らせる地域社会の実現を目指
して全国的に行われています。
町防犯協会では、運動期間に合
わせて大型店などの駐車場の車の
９月21日㈮町交通安全協会による事業所
施錠確認「ロックパトロール」な 訪問が、町交通指導隊、町交通安全母の会、
どを実施します。
五城目警察署の協力のもと行われました。
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