「第２回オンライン
Ａターンフェア」を開催
秋田県では、県外在住者等を対象とする
就職イベント「第２回オンラインＡターン
フェア」を開催します。
当日は、「オンラインＡターンフェア」
特設サイトにおいて、県内企業、市町村お
よび関係団体が、個別に面談を行います。
▶日 時 ９月26日㈰
午後１時〜午後５時
▶内 容 県 内企業や市町村等と県内就
職・移住を希望する方との個別
オンライン面談
※８月25日に、特設サイトオープンと面
談予約受付を開始しました。
※面談ツールはZoom
▶対象等 ・県 内就職を希望する方（一
般・学生、県外在住・県内問
わず）
・予約制（当日予約も可）
問 公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
住所 秋田市御所野地蔵田3−1−1
秋田テルサ３階（☎826・1731）

職場のトラブルで
悩んでいませんか
個々の労働者と使用者との間でおきた労
働トラブルを、労働委員会の委員の中から
選ばれたあっせん員が、話し合いによりト
ラブルが解決されるよう、無料でサポート
します。あっせんは非公開、秘密厳守で行
われます。職場のトラブルでお悩みの方
は、お気軽にお問い合わせください。
問 秋 田県労働委員会事務局（☎860・
3284）
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募

環境と文化のむらイベント
自然観察会と体験教室

●クリスマスリース作り❶、❷
木の実や小枝でオリジナルリースを作ろ
う！
▶日 時 ❶11月19日㈮、❷11月21日㈰
▶会 場 環境と文化のむら（野鳥の森）
▶時 間 午前10時〜正午
▶材料費 300円
※開催日の１か月前から参加申し込み受け
付けを開始します。
申・問 県環境と文化のむら
▪
（☎852・2202）

募

遺跡見学
（館ノ下遺跡）
の
希望者を募集します！

▶日

時 ９月９日㈭
午前10時〜午前11時
▶集合時間 午前９時50分
▶集合場所 町民センター（すずむし号で
現地まで移動）
▶募集人数 先着20人
▶申込期限 ９月７日㈫
※常時屋外での見学となるため、天候に合
わせた服装でご参加ください。雨天決行
予定です。
問 町 教育委員会生涯学習課（☎852・
4411）

募

自衛隊五城目町協力会の
会員を募集します

自衛隊五城目町協力隊は、わが国の平和
と独立を守る自衛隊との親睦融和を図り、
自衛隊の健全な育成発展に寄与するととも
に、広く防衛に関する認識を深めることを
目的として会員の研修や親睦を図るための
活動を行っています。
本会を継続して活動するため、町では会
員を募集しています。下記までお気軽にご
連絡ください。
問 町住民生活課（☎852・5112）

募

米代川流域国有林の森林計画に関する
住民懇談会を開催します

▶内

容 国
 有林の森林計画の策定に先
立ち、主要計画事項等を説明
したうえで、地域の皆様のご
意見・ご要望を把握させてい
ただきます。
▶日
時 11月17日㈬
午後１時30分〜
▶会
場 北秋田市交流センター（北秋
田市材木町2番2号）
▶募集期限 10月14日㈭
問 米代西部森林管理署（☎0185・54・
5511、担当：福司・古倉）
ふ く し

募

ふるくら

求職者のための公共職業訓練
受講生を募集

▶訓練期間 1
 1月２日㈫〜令和４年４月
28日㈭（６か月）
▶訓練科（定員）
・金属加工技術科（15人）
・住宅リフォームデザイン科（15人）
▶訓練時間 午前９時30分〜
午後３時40分
▶会
場 ポリテクセンター秋田
（潟上市）
▶募集期間 ８月30日〜９月29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、下記問い合わせ
先まで。
※毎週木曜日に施設見学会を行っています
（雇用保険受給中の方は就職活動として
認められます）
。
詳・問 ポ リテクセンター秋田（☎873・
▪
3178）

募

元気なふるさと秋田づくり地域活動表彰
表彰団体・個人を募集

国土交通省からのお願い
道路交通調査アンケートにご協力を

▶概
要
様々な地域活動に取り組んでいる団体ま
たは個人を表彰します。
▶表彰対象
秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八
郎潟町、井川町、大潟村において、現に
地域活動に取り組んでいる団体または個
人で、次の要件を満たしていることが必
要です。
❶自主的・主体的な地域活動であること。
❷地域に根ざして地域のためになる活動
に継続的に取り組んでいること。
❸活動が他の模範となるとともに、地域
で広がることが期待されること。
▶表 彰 者 秋田県秋田地域振興局長
▶募集期間 ８月10日㈫〜10月15日㈮
▶募集要項等入手先
⃝秋田地域振興局地域企画課
⃝美の国あきたネット（右
のＱＲコードからもアク
セスできます）
U RL：https://www.
pref.akita.lg.jp/pages/
archive/59359
⃝提出・問い合わせ先 秋田県秋田地域
振興局総務企画部地域企画課
〒010-0951 秋田市山王四丁目１
番２号 ☎860・3313、5860・
3860 E-mail akita-a r e a @
mail2.pref.akita.jp

道路交通調査（全国道路・街路交通情勢
調査）を９月〜11月に行います。この調
査は、５年に１度、全国的に行われている
調査で、自動車の使われ方や道路の状況な
どを調べるものです。
無作為に抽出した自動車の所有者にアン
ケートを送付させていただきますので、ご
協力をお願いします。
問 国土交通省 秋田河川国道事務所（☎
864・2289）

県有財産売却のお知らせ
未利用となっている県有地を売却しま
す。
売却物件の一覧や詳細は、
県の公式ウェ
ブサイト「美の国あきたネッ
ト」をご覧ください。
（コンテン
ツ番号「6156」、右のQRコー
ドからもアクセスできます）
問 県財産活用課（☎860・2735）

社会生活基本調査を実施
総務省統計局と県では、10月20日現在
で社会生活基本調査を実施します。
この調査は、わたしたちが１日のうちど
のくらいの時間を仕事、家事、地域での活
動などに費やしているかや、過去１年間の
自由時間にどのような活動を行ったかにつ
いて調査し、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の推進、少子高齢化対
策などの政策に必要な基礎資料を得ること
を目的として実施します。
10月上旬から中旬にかけて、調査員が
調査をお願いする世帯に伺いますので、調
査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願
いいたします。
問 町総務課（☎852・5332）

秋田働き方改革推進支援センター
無料出張相談会
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 ９月28日㈫
午後１時〜午後４時
▶会 場 湖東３町商工会 五城目事務所
※事前予約制となります。相談日の前日ま
でに下記へ電話でお申し込みください。
申・問 秋 田働き方改革推進支援センター
▪
（80120・695・783 または
☎865・5335）

「秋の全国交通安全運動」
９月21日㈫から30日㈭まで。

９月30日㈭は
「交通事故死ゼロを目指す日」
です。
秋の全国交通安全運動がスター
トします。夕暮れが早くなってく
るこの時期、歩行者や自転車の見
落としによる事故が増える時期で

もあります。ドライバーの皆さん
はもちろん、歩行者や自転車利用
者も反射材を身に着けるなど、交
通事故防止に努めましょう。

令和３年飲酒運転等追放競争結果 18位（全県25市町村）令和３年7月末現在
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