募

環境と文化のむらイベント
体験教室・自然観察会のご案内

●古代の装身具まが玉作りと文化の館見学
お宝づくりで古代の歴史を体験しよう
▶日 時 ７月10日㈰
▶会 場 環境と文化のむら
（野鳥の森）
▶時 間 午前10時〜正午
▶参加費 500円
※開催日１か月前の午前９時から参加の申
し込みを受け付けます。
申・問 県環境と文化のむら
▪
（☎852・2202）

募

募

花いっぱい運動の
参加者を募集

心も体も元気に笑顔に
元気アップ体操の生徒募集

▶日 程 ６
 月７日㈫を初回として、以降
第１、
第３火曜日に開催
（全８回）
▶定 員 15人
※定員になり次第、締め切ります。
▶時 間 午前10時〜午前11時30分
▶持ち物 ヨガマット、タオル、飲み物
▶講 師 武塙 祐子さん
▶会 場 森山地区公民館
申・問 森山地区公民館（☎852・4421）
▪
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地震・津波や武力攻
撃などの発生時に備
え、防災行政無線を使
用した情報伝達訓練を
実施します。
▶放送内容 「これは、Ｊアラートのテス
トです」
（３回繰り返し）
「こちらは、防災五城目広報
です」
※最初と最後にチャイムが鳴ります。なお、
Ｊアラートのサイレンは放送しません。
▶日
時 ５月18日㈬ 午前11時ころ
※１時間前の午前10時に訓練実施の予告
放送をします。
※全国一斉訓練ですので、五城目町以外の
地域でも様々な手段で情報伝達訓練が行
われます。
問 町住民生活課（☎852・5112）

広報「ごじょうめ」1054号 令和4年5月1日

町をきれいな花でいっぱいにしません
か。
運動に参加される団体には、苗を無料で
配布しています。また、個人で参加される
方には、講習会等のご案内をしています。
▶対
象 町内の団体・企業・個人
▶申込期限 ５月13日㈮
申・問 町教育委員会生涯学習課
▪
（☎852・4411）

ＬＥＤ電球を
お譲りします
平成24年度に千代田区
から寄贈いただいた、省エ
ネタイプの電球をお譲りい
たします。必要な場合は町
住民生活課窓口へお越しく
ださい。
   なお、町内会や事業所、
工場などでの使用について
は、配付個数の制限を設けません。
▶明 る さ ５㍗（白熱球の20〜30㍗程
度の明るさ）
▶配布個数 １世帯につき５個まで
問 町住民生活課（☎852・5112）

自転車の安全利用の促進
〜自転車も 乗れば車の 仲間入り〜
⃝自転車安全利用５則の順守を
❶自転車は、車道が原則、歩道は例外
❷車道は左側を通行
❸歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
❹安全ルールを守る
・飲酒運転、２人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号順守と一時停止、安全
確認
❺子どもはヘルメットを着用
※子どもとは、13歳未満の方をいいます。
⃝自転車の点検整備を
自転車販売店等で定期的に点検整備を受
けましょう。
⃝損害賠償責任保険等への加入を
自転車事故によって、他人を死傷させた
場合、高額な損害賠償を負うことがありま
す。令和４年４月１日から、
「秋田県自転車
の安全で適正な利用の促進に関する条例」
により、自転車損害賠償責任保険等への加
入が義務づけられました。万が一に備え
て、TSマーク付帯保険など損害賠償責任
保険に加入しましょう。加入は自転車販売
店やコンビニエンスストア等でできます。
問 五城目警察署（☎852・4100）

消防関係の申請書・届出書が
電子申請で受付可能となりました
自宅や勤務先のパソコン・スマートフォ
ンから電子申請を行うことができます。
▶対象手続
❶消防計画作成（変更）届出書
❷防火・防災管理者選任（解任）届出書
❸防火対象物点検結果報告書
❹消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書
❺工事整備対象設備等の着工届出書
❻消防用設備等（特殊消防用設備等）設置
届出書
◎副本の取り扱い
電子申請では副本が返却されません。手
続き完了メールと「申請様式の控え」が副
本の代わりとなりますので、必ずダウン
ロードし、添付書類と一緒に保管してくだ
さい。
※「申請様式の控え」のダウンロードは申
請直後にしかできませんので、ご注意く
ださい。
▶申 請フォームへ https://
myna.go.jp/SCK1501_
02_001_lnit.form
問 町消防本部（☎852・2028）

募

警察官A・女性警察官A
警察行政職員 採用試験のご案内

⃝警察官A（第１回）
▶受 付 期 間 ５月９日㈪〜６月３日㈮
▶第１次試験日 ７月10日㈰
⃝女性警察官A（第１回）
（大学卒業・卒業見込み）
▶受 付 期 間 ５月９日㈪〜６月３日㈮
▶第１次試験日 ７月10日㈰
⃝警察行政職員（大学卒業程度）
▶受 付 期 間 ５月９日㈪〜５月24日㈫
▶第１次試験日 ６月19日㈰
※受 験の申し込みは原則、
「 秋田県電子申
請・届出サービス」からとなります。
問 五城目警察署（☎852・4100）

秋田人権擁護委員協議会と秋田地方法務局では、下記の日程で特設人
権相談所を開設します。
「子どもや高齢者への虐待」
、
「いじめや体罰」
、
「近隣との争いごと」
、
「新
型コロナウイルス感染症による誹謗中傷」など、人権に関するお悩みや
困りごとはありませんか？ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
特設人権相談所の開催日・会場

▼

税務署では、事業者の方を対象に、令和
５年10月に実施される消費税インボイス
制度に関する説明会を開催します。
▶日 時
❶５月20日㈮ 午後２時〜午後３時
❷６月17日㈮ 午後２時〜午後３時
▶定 員 各回とも12人
▶会 場 秋田北税務署 ２階会議室
（秋田市土崎港中央６−９−13）
※説明内容は、各回とも同じです。
※説明会は事前予約制です。各回とも定員
になり次第、受付を終了します。
※来場の際は、マスクの着用および検温の
実施にご協力をお願いします。
申・問 秋田北税務署 法人課税部門
▪
（☎845・1798）

Ｊアラートの
全国一斉情報伝達訓練を実施

開催日

会

場

６月１日㈬ 大潟村公民館（大潟村）

開催日

会

場

６月４日㈯ 北部市民センター３階（秋田市）

６月１日㈬ 井川町農村環境改善センター（井川町） ６月４日㈯ 五城館（五城目町）
６月１日㈬ 船川港公民館（男鹿市）

６月６日㈪ 市民センター飯田川館（潟上市）

６月１日㈬ 北浦公民館（男鹿市）

６月６日㈪ 昭和中央公民館 レイクプラザ（潟上市）

６月２日㈭ 八郎潟町青年婦人会館「ロマンの里」
（八郎潟町） ６月６日㈪ 市民センター天王館（潟上市）
６月３日㈮ にぎわい交流館AU４階研修室６（秋田市）

開設時間 午前10時～午後３時
※予約により受け付けを行います。下記へご連絡ください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、
中止となる場合があります。
※法務局では、平日（午前８時30分～午後５時15分）も人権相談所を開
設しています。

▼

消費税のインボイス制度に関する
説明会を開催

お問い合わせ 秋田地方法務局人権擁護課（☎862・1443）

春の全国交通安全運動が
実施されました
４月６日から15日までの間、春の
全国交通安全運動が行われました。
本町でも各種団体がそれぞれの立場
で、様々な運動を展開し、安全運転
４月８日、町交通指導隊、五城目警察署
や交通ルールを守ることの大切さを の協力で、町交通安全協会による「学校
再認識するよう訴えかけました。
施設訪問」が行われました。

令和４年飲酒運転等追放競争結果 １位（全県25市町村） 令和４年３月末現在
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