◆調理師試験を実施します
試 験 日●８月30日(木) 午後１時30分〜午後３時30分
会
場●秋田県庁ほか
受験資格●給食施設、飲食店等において、２年以上調理
に従事した方。
願書配布●７月13日(金)まで
願書受付●７月５日(木)〜７月13日(金)
Y大仙保健所 10187(63)3403

◆
「お父さんも育休」
応援します！
男性の育児参加などについて理解を深めるための研修
を実施する企業に、講師を派遣します。
研修実施後、男性従業員が10日以上の育児休業をとっ
た場合、事業主に20万円、育児休業取得者本人に５万円
の奨励金を支給します。
Y県雇用労働政策課 1018(860)2332

◆自衛官募集が開始されます

◆アマチュアバンドを募集しています

募集期間●８月1日(水)〜９月８日(金)
募集種目●
一般曹候補学生(男女)……18歳以上27歳未満の者
２等陸・海・空士(男女)…18歳以上27歳未満の者
航空学生(男子うち女子若干名)･･･高卒(見込み含む)
で21歳未満の者
Y自衛隊秋田地方協力本部 大仙地域事務所
10187(63)1313

次の日程で
「くろさわフェスティバル」
を開催します。
開催にあたりアマチュアバンドを大募集します。ジャン
ル、年齢は問いません
日 時●８月18日(土) 午後２時〜
会 場●黒沢自治会館広場
Y黒友会 高階充 1090(3982)9575
メール maikurosawaf15j@yahoo.co.jp

◆大曲仙北広域市町村圏組合消防吏員(上級、
初級)採用候補者登録試験のご案内

◆木造住宅の耐震診断改修無料相談会を開きます

試験区分等●消防業務全般
（上級若干名、初級若干名）
試 験 日●第１次試験 ９月２日(日)
試験会場●大仙市仙北ふれあい文化センター
受験資格●上級 昭和55年４月２日以降に生まれ、大学
を卒業または平成20年３月31日までに
大学を卒業見込みの方。
初級 昭和59年４月２日以降に生まれ、高等
学校を卒業または平成20年３月31日ま
でに高等学校を卒業見込みの方。
昭和57年４月２日以降に生まれ、高等
学校を卒業し、救急救命士の国家資格
を有する方または平成20年4月中に取
得見込みの方。
身体基準があります。
受付期間●７月９日(月)〜８月７日(火)
申込・Y大曲仙北広域市町村圏組合 消防本部総務課
10187(63)0150

◆守ろう！確かめよう！この最低賃金
「時間額６１０円」
平成18年10月１日から最低賃金が変
わりました。
秋田県最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県
内の全ての労働者に適用され、労使合意の上であったと
しても、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃
金法違反で処罰されます。
Y秋田労働局賃金室 1018(883)4266

◆創業チャレンジセミナーを開きます
日
時●７月21日(土) 午後１時30分〜午後４時
会
場●県青少年交流センター
「ユースパル」
参 加 料●無料
定
員●40人
内
容●創業に興味をお持ちの皆さんに、企業組合を
活用した県内外の創業の成功事例をご紹介す
るほか、創業関連施策・企業組合制度の概要
についてご説明します。また、参加者のご希
望により個別相談にも応じます。
申込締切●７月17日(火)
申込･Y秋田県中小企業団体中央会 連携組織支援部
1018(863)8701 5018(865)1009

県では、木造住宅の耐震診断・改修の推進を目的とし
て、建築士が耐震診断・改修に関する相談、簡易な耐震
診断などを行う無料相談会を開催しますので、家の間取
りがわかる図面などをお持ちのうえおいでください。
開催日時●７月８日(日) 午前10時〜午後４時
開催場所●県北会場 イオンスーパーセンター大館
中央会場 イトーヨーカドー秋田店
ぽぽろーど入口
県南会場 秋田ふるさと村 ふるさと広場
Y県建設交通部 建築住宅課 1018
（860）
2565

相 談

◆自殺予防 無料電話相談
誰かに話そう、誰かと悩もう。
ひとりで悩まないで、まず話してみませんか。
なやみここにコール
フリーダイヤル ０１２０−７３５２５６
相談日：７月１日〜７月31日 正午〜午後６時
自殺予防キャンペーン期間の事業の一つとして「フ
リーダイヤル相談」
を開設しています。
「いのちの電話」
の相談員が対応します。かけてみようかな？そう思った
ら受話器を取ってみてください。
Y県健康推進課疾病・自殺対策班 1018(860)1423

◆司法書士総合相談センター大曲無料相談会を
開きます
相談内容●不動産・会社・法人の登記、多重債務、
成年後見等
面談による相談●事前に必ず電話(予約専用電話1018‑
824‑0055)による予約が必要です。
毎月先着順に６件まで
日
時●７月18日(水)、８月24日(金)、
９月19日(水)、10月17日(水)
午後６時〜午後８時30分
会
場●サンクエスト大曲
Y県司法書士会 1018(824)0187
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◆6月20日より建築確認申請等の内容が大幅に
変わりました

募

集

◆美郷町野球大会年齢別部門500歳野球大会を
開きます
日

時●８月26日(日)午前８時〜
※予備日９月９日(日)
会
場●六郷野球場
参加資格●町民で、昭和34年４月１日以前生まれの方(数
え年50歳以上)。参加料を納めたチーム。 ユ
ニフォーム着用を厳守(色は問わないが背番
号の違うもの)。
参 加 料●7,000円
申込期限●８月３日(金)
組合せ抽選会●８月８日(水)午後７時〜 六郷公民館
申込・トレーニングセンターろくごう(備え付けの申込用
紙にて) 10187(84)0033 50187(84)1315
Y町野球連盟 高橋基 1090(7931)4480

◆
「第58回秋田県統計グラフコンクール」
の
作品を募集します
県では、統計に関する知識を広め、統計の表現技術を
高めるため、全県の小学生、中学生、高校生、大学生お
よび一般の方々から次のとおり作品を募集しています。
部
門●①手書き統計グラフの部
②パソコン統計グラフの部
（ただし、小学校４年生以下は自分で観
テ ー マ●自由
察・調査した結果をグラフにしたものに限り
ます）
用紙規格●Ｂ２版仕上げ
（72.8cm×51.5cm）
申込期限●９月３日(月) 必着
そ の 他●募集要項は役場(六郷庁舎)企画課でお渡しし
ています。また、県のホームページにも掲載
しています。
提出先･Y秋田県学術国際部 調査統計課 調整・企画班
1018(860)1251 5018(860)1252
URL http://www.pref.akita.lg.jp/tokei/

おしらせ

◆事業主の皆さまへ
来春の高卒者を対象とした学卒求人の受付が６月20日
より開始されました。
企業の将来を担う優秀な人材の確保と地元定着による
活力あるふるさとづくりのため、採用枠の拡大と学卒求
人の早期提出をお願いします。
また、応募者の適正と能力のみを基準とした公正な採
用選考をお願いします。
Yハローワーク大曲 10187(63)0335
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建築物の安全性の確保を図るため建築基準法が大幅に
改正されました。主な内容は次のとおりです。
１.建築確認審査期間の延長
一定規模以上及び一定の用途に該当する建築物の法定
審査期間が21日以内から35日以内に延長されます。ま
た、構造計算適合性判定等に伴う合理的な理由があれば
最大70日まで延長されます。
２.構造計算適合性判定の義務付け
一定規模以上の建築物の構造計算は、従来の確認審査
のほかに秋田県知事または知事が指定する構造計算適合
性判定機関による構造計算適合性判定審査が必要になり
ます。
３.中間検査の義務付け
（検査時期の工程を終えた日から
４日以内に検査の申請が必要）
対象建築物 階数が３以上(地階を含む)の共同住宅
検 査 時 期 ２階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を
配置する工程を終えたとき
４.建築確認申請等手数料の改正
（金額は別表のとおり）
建築確認申請手数料、完了検査申請手数料が改正され
ました。また、構造計算適合性判定、中間検査、計画通
知などの手数料が新たに徴収されることになります。
５.建築確認の厳格化
申請図書の作成にあたっては、図書の差し替え及び訂
正等が原則禁止となることから、図書または図書相互に
おける不整合等について十分に確認をしてから提出する
ことが必要になります。
詳しくは最寄りの県仙北地域振興局建設部建築課
(10187‑63‑3113)へお問合せください。
別表 建築確認申請等手数料 (単位：円)
建築確認・ 中間検査･ 完了検査・完了通知
床面積合計

計画通知

特定工程終 中間検査
了通知

30㎡以内

中間検査

あり

なし

7,000

12,000

12,000

14,000

30㎡超え100㎡以内

13,000

14,000

14,000

17,000

100㎡超え200㎡以内

20,000

21,000

21,000

23,000

200㎡越え500㎡以内

26,000

28,000

29,000

31,000

※500㎡を超える場合の手数料はお問い合わせください。
※構造計算適合性判定手数料は規模と構造計算方法に
よって、138,000円〜735,000円の範囲の額となります。

◆家族介護者交流会を開きます
介護者同士の親睦とリフレッシュを図ることを目的に
交流会を開きます。
開 催 日●７月22日(日)
日
程●仙南福祉センター出発(9:00)〜六郷庁舎出
発(9:15)〜六郷福祉センター出発(9:20)〜ふ
れあいセンター出発(9:30)〜千畑福祉セン
ター出発(9:40)〜ぬくもり温泉ユメリア到着
(10:20)〜昼食・交流会(12:00〜14:30)〜ユメ
リア出発(15:00頃)
※入浴用のタオルはこちらで用意します。
対 象 者●在宅で介護をしている方(介護度４・５)及び
障害により寝たきりの方を介護している方。
参 加 費●500円 ※当日徴収します
申込期限●７月13日(金)
申込・Y町社会福祉協議会 10187(85)2294

