また、ハイカ残数は、平成18年３月１日から所定の計
算式により払戻しを開始しています。ハイカ払戻しは原
則、銀行振込とさせていただきます。払戻し金額が１回
につき５万円以下の場合は、各料金所事務室等の窓口で
の現金による払戻しを行いますが、金額の計算や真偽鑑
定等でお時間をいただきます。また、その場で確認でき
ない場合は、いったんお預かりする場合もありますの
で、あらかじめご了承ください。
Y東日本高速道路株式会社
（東北地区）
1022−227−8884
（午前９時〜午後６時 平日のみ）
URL http://www.nexco.ne.jp

◆
「海外ボランティア募集説明会」
を開きます
国際協力機構
（ＪＩＣＡ）
では、開発途上国で技術協力
等を行う青年海外協力隊およびシニア海外ボランティア
を募集します。
募集期間●４月１日〜５月10日
①青年海外協力隊
応募資格●満20歳〜満39歳の日本国籍を有する方
説 明 会●
○４月12日
（水） 午後６時30分〜午後８時30分
秋田市 秋田県社会福祉会館
○４月15日
（土） 午後２時〜午後３時30分
横手市 横手ふれあいセンターかまくら館
○４月15日
（土） 午後５時〜午後７時
湯沢市 湯沢生涯学習センター
○４月22日
（土） 午後２時〜午後４時
秋田市 秋田県社会福祉会館
②シニア海外ボランティア
応募資格●満40歳〜満69歳の日本国籍を有する方
説 明 会●
○４月22日
（土） 午後１時〜午後３時
秋田市 秋田県社会福祉会館６階
Y県学術国際部 学術国際政策課 1018−860−1219

◆
「最新の人工内耳情報と相談会」
を開きます
秋田県難聴者・中途失聴者協会では、人工内耳につい
ての相談会を次のとおり開きます。
人工内耳とは、内耳の中に人工的な電極を埋め込み、
機能が残っている聴神経を直接的に刺激して聴覚を取り
戻す人工臓器で、高度感音性難聴の方・老人性難聴の
方・難聴レベル90デシベル以上の方で、補聴器の装用効
果が見られない方が装用対象となります。なお、人工内
耳は小児にも対象となります。
日 時●４月22日
（土） 午後１時〜午後４時
会 場●秋田県社会福祉会館 10階 大会議室
参加料●無料
講 演●・高度難聴への対応〜人工内耳について〜
石川和夫先生
（秋田大学医学部耳鼻咽喉科）
・人工内耳のリハビリについて
佐藤輝幸先生
（秋田大学医学部耳鼻咽喉科）
その他●要約筆記、手話通訳がつきますので聞こえない

方でも安心してご参加できます。
Y秋田県難聴者・中途失聴者協会 5018−845−3476

募 集

◆海上保安学校学生を募集します
海上保安庁では平成18年10月期入校の海上保安学校学
生
（国家公務員）
を次のとおり募集します。採用された学
生は海上保安学校
（舞鶴市）
において、海上保安業務に必
要な知識や技術について１年間の教育を受けた後、海難
救助や海上犯罪の取締り、船舶の運航整備などに従事し
ます。
受験資格●昭和57年４月２日以降に生まれた者で、高等
学校卒業程度の資格を有する者
受付期間●４月３日
（月）
〜４月10日
（月）
試験区分●船舶運航システム課程
（約100人）
第１次試験●５月21日
（日）
第２次試験●６月19日
（月）
〜22日
（木）
のいずれか
申込・Y海上保安庁 秋田海上保安部
1018−845−1621
〒011−0945 秋田市土崎港西１−７−35
URL http://www.kaiho.mlit.go.jp/

相 談

◆司法書士による無料相談会を開きます
秋田県司法書士会では、無料相談会を次のとおり開き
ます。相談を希望される方は、事前に必ず電話による予
約が必要です。
日 時●４月22日
（土） 午前10時〜午後３時
５月13日
（土） 午前10時〜午後３時
会 場●横手ステーションホテル
（横手市駅前町）
内 容●ヤミ金融やクレジット・サラ金に関する問題、
夫婦や親子関係などの家庭内に関する問題、不
動産に関する問題、相続・贈与問題、高齢者の
財産管理に関する問題など
予約専用電話●司法書士総合相談センター秋田県南
10187−62−3237
Y秋田県司法書士会 1018−824−0187
平成18年度
「はり・きゅう・マッサージ施術券」
および
「千畑温泉保養所平日無料利用券」
について
３月20日発行の
「広報美郷お知らせ版」
でお知らせし
た
『平成18年度
「はり・きゅう・マッサージ施術券」
お
よび
「千畑温泉保養所平日無料利用券」
を交付します』
の記事中、交付対象者の記述が不足していました。
交付対象者は、
「町内に住所を有する65歳以上の方」
です。
訂正してお詫びします。
Y役場
（六郷庁舎）
町長公室 秘書広報班
10187−84−4900（内線1225）
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歯科休日当番医 （診察時間●午前９時〜午後３時）
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情報ひろば
おしらせ

◆千畑温泉の各施設が臨時休館します
千畑温泉サン･アール、サンスポーツランド千畑、千畑
温泉保養所、千畑生産物直売所の各施設は、機械設備の
点検のため次の日程で臨時休館します。
利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、よろし
くお願いいたします。
臨時休館日●４月10日
（月）
〜11日
（火）
の２日間
Y千畑ヘルス観光株式会社 10187−84−4428

◆石綿
（アスベスト）
健康被害者のご遺族へ
大切なお知らせです
平成18年３月27日から
「石綿による健康被害の救済に関
する法律」
が施行されました。
石綿を取り扱う作業に従事したことにより中皮腫や肺
がん等を発症し、平成13年３月26日以前に死亡した労働
者等のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補
償給付を受ける権利が消滅した方に対して、特別遺族給
付金が支給されます。
申請書や請求書の受付けは平成18年３月20日から始
まっています。給付金の支給を希望されるご遺族は、最
寄りの労働基準監督署にご相談の上、請求手続きを行っ
てください。
Y大曲労働基準監督署 10187−63−5151

◆屋外に看板等を設置する場合には
県の許可が必要です

診察日
当番医
電話番号（0187）
４月９日
（日）金子歯科医院
（大仙市大曲丸子町）
63−7300
16日
（日）角間川歯科診療所
（大仙市角間川町） 65−3536
23日
（日）井関歯科医院
（大仙市朝日町）
63−8100
29日
（土）たかはし歯科医院
（美郷町境田）
82−1118
30日
（日）岡田歯科医院
（美郷町六郷）
84−4108
５月３日
（水）にしき歯科クリニック
（仙北市西木町） 47−2894
４日
（木）佐藤歯科医院
（大仙市大曲中通町）
63−0308
５日
（金）カワラダ歯科医院
（仙北市角館町）
55−1188

◆労働保険の年度更新をお忘れなく
5月22日までに手続きしてください
労働保険
（労災・雇用保険）
の保険料は
「概算保険料」
と
して事業主が年度当初に納付し、次の年度に
「確定保険
料」
を精算することになっています。
平成18年度の労働保険料の申告・納付期限は５月22日
ですので、まだ手続きをされていない事業主の方は早め
にお済ませください。
なお、詳しくは、秋田労働局労働保険徴収室または最
寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
Y秋田労働局 労働保険徴収室 1018−883−4267
大曲労働基準監督署
10187−63−5151

◆退職金の準備は万全ですか
中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に
基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度で
す。この制度を利用することによって、安全・確実・有
利な退職金制度が手軽に作れます。
○適格年金制度からの移行先です。
・適格年金資産を全額移換できます
○掛金の一部を国が助成します。
・中退共制度に新しく加入する事業主に、掛金月額
の２分の１
（上限5,000円）
を従業員ごとに、加入後
４カ月目から１年間助成します。
・18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に、増
額分の３分の１を増額した月から１年間助成しま
す。
○掛金は全額非課税となります。
○パートタイマー等の方も加入できます。
○退職金の管理が簡単です。
Y独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 103−3436−0151

屋外に宣伝用立看板などを設置する場合には、危険防
止や美しい景観を守る目的から、自分の土地であっても
県の許可が必要です。
屋外広告物条例では、平成17年７月１日から許可を受
ける区域が全県に拡大されているため、町内に新たに設
「ハイウェイカード」
廃止のお知らせ
置されるものについては原則として許可を受ける必要が ◆
東日本高速道路株式会社では、社会的な問題となった
あります。
（ただし、平成17年７月１日より前に設置され
（自動料金収受システ
ている看板等については、平成20年３月31日までの間に 偽造への対応と支払手段のＥＴＣ
ム）
への集約を進めるため、平成18年４月１日
（土）
０時か
許可を受けていただくことになります。）
（ハイカ）
のご利用を停止します。ハ
なお、設置場所や大きさによっては許可の手続きが不 らハイウェイカード
要になる場合もありますので、詳しくは県仙北地域振興 イカをご利用されていた皆さんには大変ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解ご協力をお願いします。
局建設部用地課までお問い合わせください。
ハイカ残数をＥＴＣでご利用いただくために付替える
Y県仙北地域振興局 建設部 用地課
「ハイカ・前払」
残高管理サービスへの登録を受付けてい
10187−63−3116
ます。
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