
　幹部候補者の採用試験を実施します。
昭和57年4月2日から平成4年4月1日の間に生
まれ、大学を卒業した方のうち、直近10年の間
に5年以上の期間を同一の民間企業等（公務員
を含む）に勤務した経験がある方
一般廃棄物処理施設の管理運営事務
管理課の窓口で受け取ることができるほか、ホー
ムページ（https://www.os-kouiki.org/）から
ダウンロードもできます。
6月1日水～7月15日金
午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
※郵送の場合は消印有効です。
若干名

■第1次試験
　　　　　8月21日日
　　　　　大仙市大曲交流センター（大仙市大曲日の出町）
　　　　　大学卒業程度の一般教養試験および適性検査
■第2次試験
　　　　　9月20日火
※詳細については、第1次試験合格者に文書で通知します。

　　　　　　
　税務署では、事業者の方を対象に消費税のインボイス制
度説明会を開催します。説明会は、事前予約制により、定員
になり次第、受付を終了します。会場駐車場は利用台数に
限りがありますので、公共交通機関等をご利用ください。
　　　　　6月16日木　午後1時30分～午後2時30分
　　　　　16名
　　　　　大曲税務署 2階大会議室(大仙市大曲上栄町)

■ワード/エクセル講習（応用編）
　　　　　7月4日月、7月5日火の2日間
　　　　　10名　　　　　　　午前9時～午後4時
■第二種電気工事士技能試験（上期）
　準備講習【公表問題の練習】
　　　　　7月6日水～7月8日金の3日間
　　　　　20名　　　　　　　午前9時～午後5時
■危険物取扱者乙四類試験対策講習
　　　　　7月21日木、7月22日金の2日間
　　　　　10名　　　　　　　午前9時～午後4時
■Zoom講習
　　　　　7月27日水、7月28日木の2日間
　　　　 10名　　　　　　　午前9時～午後4時

　　 大曲技術専門校（大仙市大曲川原町）
　　 現在お勤めしている方
　　 無料（テキスト代は自己負担です）
　　 新型コロナウイルスの感染拡大等により日
　　 程変更や中止となる場合があります。

インターネットバンキングを
悪用した新たな詐欺手口が発生
　インターネットバンキングは、インターネットを経由し
て口座への入金や送金ができるサービスです。新たな詐
欺の手口は、次のとおりです。
　①町役場職員等を名乗って電話を掛け「保険料の還
　　付がある」などと言って金融機関名、口座番号、キャ
　　ッシュカードの暗証番号を聞き出す
　②金融機関職員を名乗って電話を掛け、被害者をだま
　　して同金融機関に電話させ、インターネットバンキ
　　ングの利用申込をさせる
　③インターネットバンキングを利用して、被害者の口
　　座から預金を送金する

犯罪の被害にあったら
すぐ届け出を

　事件解決には、地域の皆さんのご理解とご協力が必
要です。もし被害にあっても、現場をそのままの状態にし
てすぐに届け出ることで、早期検挙と被害の回復につな
がります。
　事件を知ったら、現場はそのままにしてすぐ１１０番通
報するようお願いします。

①相手が誰であっても電話で個人情報を教えない
②防犯機能付き電話や録音機能などで不審な電話
　をブロック
③ナンバーディスプレイや留守番電話で相手を確認
④口座番号や暗証番号を教えてしまったらすぐに金
　融機関に連絡

詐欺を防ぐため、次のことに注意しましょう

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

問い合わせ

受験資格

職務内容
申込書等

申込期間

採用人数

試 験 日

試 験 日

試験会場
試験科目

日　　時

会　　場
定　　員

「消費税のインボイス制度に関する説明会」を
開催します

令和5年度大曲仙北広域市町村圏組合
職員（上級職）採用試験

大曲仙北広域市町村圏組合事務局管理課
☎0187（62）5187

申・問

申・問 大曲税務署 法人課税部門  ☎0187（62）2473

開 催 日
定　　員

開 催 日
定　　員 実施時間

実施時間

実施時間

実施時間

開 催 日
定　　員

開 催 日
定　　員

実施会場
実施資格
受 講 料
そ の 他

7月開催予定の在職者訓練についてお知らせします

共
通
事
項

申・問 大曲技術専門校 民間訓練支援室  ☎0187（62）6321
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 「みさぽーと」では、今話題のニュースポーツ「モルック」の無
料体験を開催します。
　体験後、ミニ大会を開催しますので、参加を希望する方はそ
ちらも併せてお申し込みください。

6月18日土　午後1時～午後3時
美郷町屋内スポーツ館（畑屋字高野）
①午後1時～午後2時　
　道具を使用したモルック体験
②午後2時～午後3時
　ミニ大会（1チーム3名程度でご参加ください）
※①・②どちらかのみの参加も可能です。
先着15名（ミニ大会は先着6チームまで）
マスク、飲み物、上履き
無料
6月14日火
午前9時～午後5時（月曜日休館）

　秋田県では、県内就職希望者等を対象とする就職イベン
ト「Ａターンフェアin東京」を開催します。当日は、県内企業
等がブース出展し、個別面談を行うほか、Ａターン就職相談、
移住相談等をお受けします。Ａターンを検討している東京
在住の方などがお知り合いにいる場合はぜひお知らせくだ
さい。

7月3日日　正午～午後4時30分
東京都立産業貿易センター 
浜松町館 4階展示室（東京都港区海岸）
県内企業や市町村などと県内就職・移住を希望
する方との面談
秋田県内への就職を希望する方
6月13日以降にWebサイト「あきた就職ナビ」で
ご予約ください（当日予約可）。
無料
Webサイト「あきた就職ナビ」で下記のとおり情
報を公開予定です。
・6月  3日 出展企業の公開
・6月13日 「あきた就職ナビ」登録者向け事前予
　　　　　 約受付開始
・6月17日 未登録者向け事前予約受付開始

　大曲調停協会所属の調停委員が相談をお受けします。
6月28日火　午前10時～午後3時
秋田地方裁判所大曲支部
（大仙市大曲日の出町）
調定手続き、金銭賃借、交通事故、夫婦関係、相
続等のもめごと など
事前予約不要

■労働保険の年度更新
　管轄の労働局や労働基準監督署、金融機関での申告・納付
をお願いします。年度更新の申告書は、管轄の労働局や労働基
準監督署への郵送や電子申請でも受付していますのでご活用
ください。
　　　　　6月1日水～7月11日月
■労働保険の電子申請
　労働保険のお手続きは電子申請をぜひご活用ください。自
宅やオフィスから24時間いつでも申請や届け出が可能です。
また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。
●労働保険の電子申請は「e-Gov」から行うことができます。
　（https://shinsei.e-gov.go.jp/）
●労働保険関係手続き（一部手続きを除く）は、GビズIDを利
　用して手続きすることができます。

　なつかしい昔っ子で、ほこっとしたひと時をお過ごしくださ
い。お待ちしています。
　　　　　7月3日日　午後1時30分～午後3時
　　　　　坂本東嶽邸（千屋字中小森）　　　　　　  無料
　　　　　美郷民話の会　　　　　　　伝説・昔話・世間話

6月27日月～7月1日金
秋田県トラック協会県南研修センター
（大仙市福田町）
フォークリフト運転に必要な知識や走行運転技能
の習得などができます。「技能講習終了証」の取
得もできます。
無料　　　　　　　おおむね55歳以上の方
10名
美郷町役場・ハローワーク大曲・美郷町シルバー人
材センターに備え付けの申込書に記載し、期限ま
で郵送またはFAXでお申し込みください（申込者
多数の場合は選考）。
6月17日金
〒010-0951　
秋田市山王6丁目1-13 山王プレスビル8F

　美郷町あったか山直売所では、野菜や果実などの出荷者を
募集しています。六郷温泉あったか山に隣接する緑豊かな場
所にある直売所で、あなたの自慢の商品を販売してみません
か。直売所に自分で商品を納入できる方であれば、居住地は
問いません。詳しくは下記へお問い合わせください。

美郷町あったか山直売所運営協議会 ☎0187（84）1901問

美郷民話の会  ☎・FAX0187（85）2931問

日　　時
会　　場
内　　容

参加人数
持 ち 物
参 加 料
申込期限
受付時間

日　　時
会　　場
出　　演 内　　容

参 加 料

更新期間

日　　時
会　　場

内　　容

対 象 者

参 加 料
そ の 他

参加方法

ニュースポーツ「モルック」の体験会・
ミニ大会を開催します！

美郷町あったか山直売所で
出荷者を募集しています　

「秋田弁の昔っ子」語ります

「Ａターンフェアin東京」を開催します

労働保険（労災保険・雇用保険）のお知らせ

厚生労働省 労働基準局 労働保険徴収課
☎03（5253）1111   業務係（内線5163）
　　　　　　   企画係（内線5160）

問

期　　間
会　　場

内　　容

対　　象
定　　員
申込方法

申込期限

受 講 料

送 付 先

NPO法人みさぽーと
☎0187（84）4922

申・問

（公社）秋田県シルバー人材センター連合会
☎018（888）4680   FAX018（888）4681

申・問
「無料調定相談会」を開催します

日　　時
会　　場

内　　容

そ の 他

問 大曲調停協会  ☎0187（63）2033

（公財）秋田県ふるさと定住機構
☎018（826）1731

問

「フォークリフト運転技能講習」の
参加者を募集します
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