
募集住宅●県営船場町住宅（大仙市大曲船場町）
募集戸数●鉄筋コンクリート造4階建て 3DK 1戸
　　　　　（平成6年度建設）
家　　賃●23,100円～
募集期間●10月1日㈭～10月12日㈪
入居可能日●11月1日㈰
入居条件●単身不可、住宅困窮状況、所得など
　　　　　※詳細については秋田県ホームページをご確認
　　　　　　いただくか、下記までお問い合わせください。

　里親として登録するためには本研修の修了が必要ですの
で、受講を希望される方は下記へお申し込みください。
■県北地区
日　　時●①10月18日㈰ 午前10時～午後3時20分
　　　　　　②11月  8日㈰ 午前9時30分～午後4時10分
　　　　　　③12月  6日㈰ 午前9時30分～午後4時20分
会　　場●いずれも陽清学園（北秋田市七日市）
■県央地区
日　　時●①11月  1日㈰ 午前10時～午後3時20分
　　　　　　②11月29日㈰ 午前9時30分～午後4時10分
　　　　　　③12月20日㈰ 午前9時30分～午後4時20分
会　　場●①②聖園天使園（秋田市保戸野）
　　　　　   ③秋田赤十字乳児院（秋田市広面）
■県南地区
日　　時●①10月25日㈰ 午前10時～午後4時
　　　　　　②11月15日㈰ 午前9時30分～午後4時
　　　　　　③12月13日㈰ 午前10時～午後3時40分
会　　場●①あさくら館（横手市朝倉町）
　　　　　　②Ｙ２プラザ（横手市駅前町）
　　　　　　③県南愛児園（横手市横山町）
■共通事項
研修科目●・基礎研修（1日目に実施）
　　　　　　・登録前研修（2・3日目に実施）
　　　　　　※各研修の内容については下記へお問い合わ
　　　　　　　せください。
受講資格●どなたでも受講できます。
　　　　　 ※里親登録の際に、子どもを養育できる状況  
                    であるかの確認があります。
申込方法●秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」

　　　　　　（コンテンツ番号：50453）より専用申込書をダ 
　　　　　　ウンロードし、必要事項を記入して下記へ提出
　　　　　 してください。
申込期限●10月9日㈮　
受 講 料●無料
そ の 他●・保育士や看護師等の資格をお持ちで、児童福

　　　　　　　祉事業に3年以上従事した方などは研修科目
　　　　　　　の一部が免除となる場合があります。
　　　　 ・同一地区での受講を原則としますが、都合に
　　　　　　　より複数地区での受講を希望する場合は下記
　　　　　　　へお知らせください。
　　　　　 ・新型コロナウイルス感染症の状況等により、
　　　　　　　日程が変更または中止となる場合があります
　　　　　　　のでご了承ください。

問い合わせ

大仙警察署
美 郷 交 番
美郷北駐在所
美郷南駐在所

☎0187（63）3355
☎0187（84）2004
☎0187（85）3110
☎0187（82）1100

美郷交番からの
お知らせお知らせ

美郷交番からの
お知らせ

夕暮れ時と夜間の交通事故防止

・夕暮れ時はライトを早めに点灯し、対向車や歩行者な
　どに自分の存在を早く知らせるようにしましょう。
・自動車のライトは上向きが原則です。
・自転車が夜間に無灯火運転をすることは違反になり
　ます。

・反射材は、弱い光でも反射して、遠くからも見えます。
・夜間の外出時は、明るい服装と反射材を着用し、自分
　の存在に早く気付いてもらいましょう。

夕暮れ時は交通事故が多発する「魔の時間帯」

美郷交番
美郷地区交通安全協会事務局

移転のお知らせ
美郷交番の建て替えに伴い、６月から美郷町中央行政

センター（六郷字上町）の２階に移転しています。
　免許の更新手続きや講習もこちらで行っていますので、
お間違いのないようお願いします。

特殊詐欺に注意しましょう

秋田県フォスタリング機関（秋田赤十字乳児院）
☎018（884）1760 FAX018（884）1762
✉ f-info@akita-nyuji.jrc.or.jp

申・問

令和2年度 里親研修のご案内　　　

秋田県仙北地域振興局  建設部  建築課
☎0187（63）3113問

県営住宅の入居者を募集しています

早めのライト点灯と上向きライトの原則

明るい服装と反射材を着用

❶「未納料金がある」というメールや電話に注意！
❷「コンビニで電子マネーを買え」という指示に注意！
❸他人に電子マネーの番号を教えない！
※現金を渡すことと同じです。

次の３つについて特に注意しましょう！

葬儀のことなら、まかせて安心！

㈲花宝堂 六郷葬儀社
☎0187（84）1579

セレモニーホールみさと
美郷町唯一の葬儀会館

イフ会員募集中！

ご遺体
安置室
完備!!

比べてください！ 他社にはできない
このサービスで、この値段!!
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　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相談に
応じます。
日　 時●10月27日㈫　午後1時～午後4時
会　 場●美郷町商工会
　　　　　(美郷町中央行政センター内：六郷字上町)
申込方法●下記へ電話でお申し込みください。
申込期限●10月26日㈪

■日商簿記検定３級事前準備講習
開 催 日●11月4日㈬、11月5日㈭の2日間
実施時間●午前9時～午後4時
定　 員●10名
■建設業経理事務士３級対策基礎講習
開 催 日●11月10日㈫、11月11日㈬の2日間
実施時間●午前9時～午後4時
定　 員●10名
■第一種電気工事士技能試験準備講習
　（公表問題の練習）
開 催 日●11月16日㈪～11月18日㈬の3日間
実施時間●午前9時～午後5時
定　 員●20名
■規矩術講習
開 催 日●11月17日㈫、11月18日㈬の2日間
実施時間●午前9時～午後4時
定　 員●10名
■チラシ作成講習
開 催 日●11月19日㈭、11月20日㈮の2日間
実施時間●午前9時～午後4時
定　 員●10名
■第二種電気工事士技能試験（下期）準備講習
　（公表問題の練習）
開 催 日●11月25日㈬～11月27日㈮の3日間
実施時間●午前9時～午後5時
定　 員●20名
■共通事項
実施会場●大曲技術専門校（大仙市大曲川原町）
受講資格●現在お勤めしている方
受 講 料●無料（テキスト代は自己負担です）

MISATO TOWN INFORMATION 

　10月1日㈭より、秋田県最低賃金が2円引き上げられ、時
間額「792円」となります。
■ご注意ください！
・最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべて

　　の労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わ
　　ないと、最低賃金法違反となります。
・賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞

　　与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
・月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃

　　金額以上でなければなりません。
詳しくは下記または最寄りの労働基準監督署までお問い合

わせください。

日　 時●11月11日㈬ 午後1時30分～午後3時30分
会　 場●大仙市花火伝統文化継承資料館「はなび・アム」
　　　　　（大仙市大曲大町）
内　　容●・消費生活に関する情報について
　　　　　・消費者トラブルの未然防止について  など
参  加  料●無料
申込方法●下記まで電話でお申し込みください。
申込期限●11月4日㈬
定　 員●30名
そ  の  他●・マスクの着用にご協力をお願いします。
　　　　　・開催日当日に体調が優れない方は参加の自粛
　　　　　　をお願いします。

訓練期間●12月1日㈫～令和3年5月31日㈪
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（潟上市天王）
訓  練  科●テクニカルオペレーション科（定員15名）
受  講  料●無料（テキスト代等は自己負担です）
募集期限●10月27日㈫
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・技能を身に付けて再就職を希望する方
そ の 他●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。

11月開催予定の在職者訓練について
お知らせします

「消費生活セイフティ講座」受講者を募集します

秋田県生活センター南部消費生活相談室
☎0182（45）6103

申・問

秋田県最低賃金が改定されます　

秋田労働局賃金室  ☎018（883）4266問

大曲技術専門校  民間訓練支援室
☎0187（62）6321

申・問

公共職業訓練生を募集します　

秋田職業能力開発促進センター（ポリテクセンター秋田）
訓練課  受講生支援室  ☎018（873）3178

問

秋田働き方改革推進支援センター　
無料出張相談会を開催します

秋田働き方改革推進支援センター
☎0120（695）783 または ☎018（865）5335

申・問

もみがらを募集していますので、希望される方は美郷町堆肥センターまで搬入をお願いします。

お得な堆肥販売キャンペーンのお知らせです！

美郷町堆肥センター （株式会社美郷の大地） TEL：0187(85)2121

　期間限定で、堆肥お買い上げの方に、
お買い上げ数量と同量の堆肥を無料
サービスします。この機会に水稲・大豆
等の刈り取りほ場への散布をぜひご検
討ください。

美郷町堆肥センター

対象商品●フレコン堆肥（500kg）、バラ堆肥（500kg）
対 象 者●対象商品を10本（ケ）以上お買い上げの方
対象期間●９月～１１月　　　堆肥料金●3,850円／本（ケ）

・お買い上げ数量が2,000本（ケ）に達した時点でキャンペーン終了となります。
・ほ場に堆肥散布を希望される場合は、別途散布料金「1,320円/10a（2本まで）」がかかります。
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