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次回の「広報お知らせ版」は3月13日（金）発行予定です。
「広報美郷」3月号は2月27日（金）発行予定です。

就学援助制度のお知らせ

　美郷町教育委員会では、町内に住所を有し、小学校・
中学校に在学するお子さんがおられるご家庭で、経済的
な理由により就学に必要な経費の負担にお困りの保護者
の方に、お子さんの学用品費、学校給食費等の一部を援
助しています。
　経済的理由等でお困りの保護者は、町教育委員会学務
課にご相談ください。
受付期間●２月23日（月）から３月13日（金）までの平日
　　　　　　（午前９時から午後５時まで）
援助の対象●美郷町立の小学校または中学校に在学する

児童・生徒で、保護者が生活保護を受けて
いる方（要保護児童・生徒）及びそれに準ず
る程度に生活困難と認められた方（準要保
護児童・生徒）

援助内容●学用品費、通学用品費、校外活動費、修学
旅行費、体育実技用品費、新入学児童生徒
学用品費、医療費（学校保健法第17条の規定
に基づく疾病の治療に要する費用）、学校
給食費

申込・Y町教育委員会（千畑庁舎）学務課　学務班
　　　　10187（84）4914

後三年スキー場からのお知らせ

　後三年スキー場では、平日はナイター営業で、土、日
曜日は日中営業をしています。なお、今シーズンの営業
は、３月１日（日）で終了する予定です。（積雪の状態によ
り終了が早まる場合もあります。）
営業日及び時間

営　業　日 営業時間
土曜日、日曜日、祝日 午前９時～午後５時
火曜日～土曜日 午後５時～午後９時

※後三年スキー場Ｔバーリフトは、宝くじの普及宣伝事
業として整備されたものです。

Y後三年スキー場　10187（83）2707

飼い犬、飼い猫に関する苦情が後を絶ちません！！

　「犬のフンをそのまま放置していく飼い主がいる。」

　「放し飼いの犬に追われて怖い思いをした。」

　「近所の飼い猫が家の庭に侵入し、フンや尿をするので

困っている。」

といった苦情が数多く寄せられています。
　「犬の放し飼いは絶対にやめ、散歩中のフンは必ず持ち

帰る。」

　「飼い猫のフン・尿は自宅の決まった場所でするよう

しっかりしつけする。」

など、飼い主としてのマナーを守り、万が一、飼ってい
るペットが隣人等に被害を及ぼした場合は、飼い主が責
任を持って対処しましょう。
Y役場（千畑庁舎）住民生活課 環境安全班　10187（84）4903

振り込め詐欺撲滅のため管内全世帯を訪問します

　大仙警察署管内で、昨年中は８件、約750万円の振り込
め詐欺を確認しています。依然として被害に歯止めがか
からない状況にあるほか、今後は「定額給付金」事業に絡
む新たな還付金詐欺等の発生が懸念されます。
　このため、大仙警察署では「振り込め詐欺被害防止対策
室」を設置し、被害防止活動の体制を強化します。
□管内全世帯を訪問し、最近の手口や犯行の態様や被害

防止上の留意点を具体的に説明します。

□昨年、訪問活動を実施した独居高齢者宅へ再訪問しま

す。

□管内事業所へ被害防止のための通知をし、従業員へ被

害防止を呼びかけます。

□ＡＴＭ周辺への立ち寄り警戒を実施し、金融機関等と

連携しながら、利用者へ被害防止のための声かけ等を

実施します。

Y大仙警察署　10187（63）3355
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平成21年度臨時職員採用希望者の登録について

3　登録方法
・希望職種を明記した履歴書（ＪＩＳ様式例に基づいたも
の）に写真を貼付し、必要事項を記入し、申し込み・問
合せ先へ持参又は郵送（申込であることがわかるよう表
記して）により提出ください。
・要資格の職種の場合、資格・免許証の写しを履歴書に
添付してください。
・履歴書欄外に「美郷町臨時職員登録希望」と希望職種等
を記入ください。
　注）提出された履歴書の返却はいたしません。

4　登録から採用までの流れ
　履歴書提出　⇒　受付・登録　⇒　書類選考・場合
によっては面接　⇒　結果通知　⇒　採用（不採用）　

5　雇用予定期間
・現時点では次表のとおりですが、公共施設の再編等に
より、終期が前倒しになる場合があります。
・雇用期間は原則として６ヶ月以内ですが、必要に応じ
て更新される場合があります。

　美郷町では、平成21年度中に臨時職員として勤務して
いただける方を募集します。
　臨時職員として働くことを希望する方を事前に登録
し、町が臨時職員の採用が必要となったときに、登録者
の中から条件に合う方を書類選考や面接などにより採用
を決定し勤務していただきます。
　この登録は、採用を保証するものではありません。町
が必要に応じて採用を行うものです。
　登録を希望する方は２月末日まで次表の申し込み・問
合せ先に申し込みください。
　なお、登録の申込みは１人につき１雇用場所１職種と
させていただきます。
　この登録有効期間は、平成21年４月１日から平成22年
３月31日までの１年間です。

1　登録資格
　（1）心身ともに健康で勤務に支障がないこと
　（2）地方公務員法第16条に該当しないこと

2　登録募集職種
　主な職種、勤務条件等は次表のとおりです。

職種 雇用場所 業務内容 採用見込人員 雇用予定期間 就業時間 賃金 資格等 申し込み・問合せ先

役場六郷庁舎 庁舎の清掃 3 21.4～22.3 平日3時間以内 時給710円 資格不問 総合サービス課
土曜日6.5時間以内 84－4904

役場仙南庁舎 庁舎の清掃 3 21.4～22.3 1日4時間以内 時給710円 資格不問 総合サービス課
84－4906

六郷保健センター 施設清掃 1 21.4～22.3 1回4時間以内 時給710円 資格不問 福祉保健課
週2回 84－4907

千畑保健センター 施設清掃 1 21.4～22.3 1回4時間以内 時給710円 資格不問 福祉保健課
不定期 84－4907

雁の里温泉 館内の清掃 3 21.4～22.3 7:30から2時間以内 時給710円 資格不問 商工観光交流課
清掃員 84－4909

雁の里温泉 館内の清掃 5 21.4～22.3 1回5.5時間以内 時給810円 資格不問 商工観光交流課
（浴室清掃） 月4～5回 84－4909

六郷公民館 施設清掃 2 21.4～22.3 8:00～11:00 時給710円 資格不問 社会教育課
六郷体育館 84－4915

学友館 館内の清掃 2 21.4～22.3 8:45～11:45 時給710円 資格不問 社会教育課
週2回 84－4915

坂本東獄邸 邸内の清掃 2 21.4～21.11 9:00～12:00 社会教育課
週1～2回 時給710円 資格不問 84－4915

町内3園 園舎の清掃 3 21.4～22.3 1日2時間程度 時給710円 資格不問 幼児教育課
85－3117

千畑ふれあいセンター 施設管理全般 3 21.4～22.3 夏季週20時間以内 時給710円 資格不問 総合サービス課
（草刈除雪作業含） 半年更新 冬季週30時間以内 84－4905

雁の里公園 公園管理全般 2 21.4～22.3 夏季8:30～17:30 時給710円 資格不問 商工観光交流課
半年更新 冬季8:00～21:00 84－4909

大台野広場 公園管理全般 3 21.4～21.11 8:30～17:30 時給710円 資格不問 商工観光交流課
不定期 84－4909

雁の里温泉 施設管理全般 6 21.4～22.3 8:00～15:15 時給760円 資格不問 商工観光交流課
半年更新 15:15～22:00 84－4909

平日（火～金）8:30～22:00

時給710円 資格不問 社会教育課美郷総合体育館 施設管理全般 3 21.4～22.3 土日祝祭日8:00～22:00
84－4915週26時間程度

管理人 早番・遅番交代制
平日（月）8:00～12:00

社会教育課平日（火～金）17:00～22:00

84－4915仙南公民館 施設管理全般 2 21.4～22.3 土日祝祭日8:00～22:00 時給710円 資格不問
週28時間程度
早番・遅番交代制

六郷公民館
17:00～22:00

社会教育課
六郷体育館

施設管理全般 2 21.4～22.3 週11時間～15時間程度 時給710円 資格不問
84－4915祝祭日8:30～17:15

六郷野球場
施設管理全般 1 21.4～21.10 4:30～21:30 時給810円 資格不問 社会教育課

週4日程度　1日8時間 84－4915

施設管理全般 1 21.4～21.10 4:30～21:30 時給810円 資格不問 社会教育課
不定期 84－4915
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職種 雇用場所 業務内容 採用見込人員 雇用予定期間 就業時間 賃金 資格等 申し込み・問合せ先

千畑交流センター
17:00～22:00

社会教育課
千畑体育館

施設管理全般 2 21.4～22.3 週11時間から15時間程度 時給710円 資格不問
84－4915土日祝祭日　8:30～17:15

郷土資料館 2 21.4～21.11 8:45～17:15 時給660円 資格不問 社会教育課
管理人 美郷町武道館 施設管理全般 週3日勤務　土日祝祭日勤務有 84－4915

17:00～22:00
社会教育課美郷町武道館 施設管理全般 2 21.4～22.3 週11時間から14時間程度 時給660円 資格不問
84－49151 21.12～22.3 13:00～17:00　週3日勤務

坂本東獄邸 施設管理全般 2 21.4～21.11 8:45～17:15 時給660円 資格不問 社会教育課
週3日勤務　土日祝祭日勤務有 84－4915

1

21.4～22.3

8:30～19:15 時給810円 図書館司書

社会教育課
1

1日7時間

時給760円 資格不問 84－4915仙南公民館　図書室 図書館業務全般 土日祝祭日勤務有
週35時間程度勤務
早番・遅番交代制

図書館、公民館
平日（火～金）

社会教育課仙南公民館
事務補助全般

1 21.4～22.3 8:30～15:15　週24時間程度 時給710円 資格不問
84－4915（但し月2回程度土・日勤務あり）

学友館
図書館業務全般

1

21.4～22.3

8:45～19:15 時給810円 図書館司書

2
1日7時間

事務補助員 土日祝祭日勤務有
週35時間程度勤務 社会教育課
早番・遅番交代制

時給760円 資格不問

84－4915
　 1日7時間

図書館業務全般 1 21.4～22.3 土日祝祭日及び 時給810円 図書館司書
学校の長期休み期間勤務

役場千畑庁舎 レセプト整理 2 21.4～22.3 9:00～17:00 時給710円 資格不問 福祉保健課
不定期 84－4907

役場千畑庁舎 レセプト点検 2 21.4～22.3 9:00～17:00 時給810円 資格不問 福祉保健課
半年更新 84－4907

宿直員 役場六郷庁舎 庁舎の警備、宿直 2 21.4～22.3 17:15～翌8:30 日4,900円 資格不問 総合サービス課
84－4904

指導員 もとだて児童館 指導、施設管理 2 21.4～22.3 9:30～15:30 時給760円 資格不問 福祉保健課
不定期 84－4907

検針員 町内の各家庭、施設 水道、集排メータ検針 11 21.4～21.11 毎月10日頃から3～7日間 目視1件125円 資格不問 建設課
下水道メータ検針 1 21.4～22.3 無線1件67円 84－4910

学校生活支援員 町内の小・中学校 支援が必要な児童・ 14 21.4～22.3 1日6時間 時給1200円 教員免許 学務課
生徒のサポート 長期休業除く 時給 900円 資格不問 84－4914

臨時講師 六郷東根小 授業の補助 1 21.4～22.3 1日8時間 時給1200円 小学校教員 学務課
免　許 84－4914

調査補助員 町内現場･学友館 発掘調査補助 1 21.5～22.2 8:30～17:15 時給910円 学芸員・調査 社会教育課
業務経験者 84－4915

発掘作業員 町内現場 発掘作業 15 21.5中～21.6下 8:45～16:30 社会教育課
1日7時間 時給810円 資格不問 84－4915

整理作業員 学友館 出土遺物整理作業 3 21.5～22.2 8:30～17:15 時給810円 整理作業 社会教育課
経験者 84－4915

保育士
21.4～22.3 早番、遅番交代制 時給810円 保育士・

幼稚園教諭 町内3園 園児の保育
55 11ヶ月勤務 週40時間以内 幼稚教諭 幼児教育課

11 21.4～22.3 15:30～18:30 時給810円 保育士・ 85－3117
週6日勤務 幼稚教諭

21.4～22.3 早番、遅番交代制 時給760円 資格不問
幼児教育課保育補助員 町内3園 園児保育の補助 若干名 11ヶ月勤務 週40時間以内
85－311721.4～22.3 15:30～18:30 時給760円 資格不問

週6日勤務
1日5時間程度

（土曜日は8時間） 時給810円 教諭資格
放課後児童 町内3児童クラブ 放課後児童の 9 21.4～22.3 （週3日～4日程度） 幼児教育課
指導員 生活指導 学校長期休業日 85－3117

1日8時間（週4日程度） 時給760円 資格不問
2 21.4～22.3 土曜・長期休業日　4時間

調理員 町内3園 給食の調理 2 21.4～22.3 1日4時間 時給760円 資格不問 幼児教育課
2 21.4～22.3 1日8時間（週3日程度） 85－3117

用務員 町内2園 施設全般用務 2 21.4～22.3 週40時間以内 時給760円 資格不問 幼児教育課
11ヶ月勤務 85－3117

看護師 町内3園 園の衛生管理指導 3 21.4～22.3 1日8時間 時給1,000円 看護師 幼児教育課
及び園児の看護 11ヶ月勤務 週40時間以内 准看護師 85－3117

栄養士 町内1園 栄養管理業務 1 21.4～22.3 1日4時間 時給810円 栄養士 幼児教育課
85－3117

バス運転手 町内1園 通園バスの運転 1 21.4～22.3 バス運転1日3時間以内 時給1250円 大型免許 幼児教育課
兼用務員 及び園用務 11ヶ月勤務 園用務5時間 時給 760円 85－3117

バス添乗員 町内3園 通園バスの添乗 7 21.4～22.3 1日3時間程度 時給860円 資格不問 幼児教育課
85－3117

※フルタイム勤務（1日8時間）の方は健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険に加入となります。
　また、勤務時間数に応じて社会保険に加入する業種もあります。
※施設状況、雇用環境により時給の違いがあります。
※学校生活支援員、臨時講師は、ハローワークに申し込みください。
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自動車の登録手続きはお早めに！

　運輸支局では、３月中旬以降、自動車税課税基準日（４
月１日）前に名義変更や抹消登録手続きを行う方々による
駆け込み申請及び車検車両の増加により大変混雑し、申
請者の皆さまには長時間お待ちいただく状況になってい
ます。
　自動車の諸手続をご予定の方は、３月上旬頃までに手
続きされるようお願いします。

美郷町学校給食協会臨時職員を募集します

募集職種等●調理員１人
勤　務　地●美郷町北学校給食センター、南学校給食セ

ンター、なかよし園、わくわく園、すこや
か園　のいずれか

雇用期間●平成21年４月１日～平成22年３月31日
資格要件●不問
賃　金　等●時給760円
勤務時間等●週５日、１日８時間（午前８時～午後５時）
応募方法等●賃金・加入保険等の詳細や申し込みについ

てはすべてハローワーク大曲を通じて行っ
てください。

募集期限●２月27日（金）
申込・Yハローワーク大曲　10187（63）0355

町営住宅の入居者を募集します

募集する住宅●
住宅名 構造／建築年数 戸数 所在地 家賃※

小安門住宅 3階建（3ＤＫ）／S57年 1戸
美郷町六郷字小安門160 15,600円～26,200円

小安門住宅 3階建（3ＤＫ）／S58年 1戸
安楽寺住宅 2階建（3ＤＫ）／S56年 2戸 美郷町六郷字安楽寺335 12,900円～21,300円
後三年駅前住宅 平屋建（3ＤＫ）／S59年 1戸 美郷町金沢西根字上四ッ谷176-1 13,500円～22,300円
今　泉 平屋建（1Ｋ）／H6年 1戸 美郷町金沢西根字西今泉88 8,300円～13,800円

（※入居者の収入により家賃が異なります。）
駐 車 場●月額１台500円
敷　　金●家賃の３ヶ月分
入居資格●・住宅に困窮していることが明らかな方。
　　　　　・同居する親族がいる方。（入居から３ヶ月以内に婚姻する方も可能です。）
　　　　　・国税・地方税・公共料金等を滞納していない方。
　　　　　・入居者全員の所得（昨年度）の合計額から、申込者以外の人数×38万円を控除し12で割った額が20万円以下の方。
　　　　　・入居が決まったときに、町内在住の方に連帯保証人（１人）を依頼できる方。
　　　　　・美郷町外の方も入居できます。
申込方法●建設課・各庁舎総合サービス課にあります入居申請書に記入し、必要書類（住民票・所得証明書・納税証

明書）を添付して建設課（仙南庁舎２階）に提出してください。
入居時期●平成21年３月中旬
入居申込の受付締切●２月27日（金）

Y役場（仙南庁舎）建設課　管理班　10187（84）4910　内線3223

Y役場（仙南庁舎）農政課　農政班　10187（84）4908（内線3203）

美郷町間伐等促進計画を策定したのでお知らせします

登録手続きに関しての問い合わせは、ヘルプデスク
（登録手続き案内）をご利用願います。
東北運輸局秋田運輸支局　1050-5540-2012

■美郷町特定間伐等促進計画の概要
　美郷町の平成14年度から18年度の５カ年間の間伐実績
は250ha（年平均50ha）ですが、県の基本方針や美郷町の間
伐の実施状況を勘案して、平成20年度から24年度までの
５カ年間で年平均60haの間伐を行うことを本計画の目標
としています。
区　　域●美郷町全区域
実施計画●役場（仙南庁舎）農政課に備えつけています。
間伐事業●243.16ha
策　定　日●平成20年12月17日

【促進計画の目的】
　京都議定書の第一期間における森林吸収量の目標を達成するため、平成20年度～平成24年度の５カ年間で、間伐
等の取組を強力に促進することを目的とした計画書です。

■計画に基づき間伐等を実施した場合、次のメリットを
受けることができます。
○森林施行計画を作成した場合と同水準の助成　（森林整
備事業）を行うことができます。
○国からの直接交付する交付金の対象となります。
○国の補助事業に対する県や町の負担が軽減・平準化さ
れ、事業が実施しやすくなります。
○森林法により義務づけられている町農政課への事前の
伐採届出が不要となります。
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２/17（火）

3/14（土）

2/16（月）、19（木）、
23（月）、26（木）、
3/２（月）、５（木）、
9（月）、12（木）

2/18（水）、25（水）、
3/4（水）、11（水）

トレーニング
センター
ろくごう

トレーニング
センター
ろくごう

総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
からのお知らせ

　事前の申し込みは必要ありません。興味のある教室に
お気軽にご参加ください。
※都合により日程を変更する場合があります。

　ストレッチ教室　（毎週月・水・木曜日）
期　日 時　間 会　場 参加料

午前9時30分
～11時30分

　

午後7時～9時 六郷公民館

効　果●関節の可動域を広げ、普段使わない筋肉までほぐ
します。肩こりなどでお困りの方にも好評です。

　エアロビクス教室　（毎週木曜日）
期　日●２月19日、26日、３月５日、12日
時　間●午後７時～８時まで
会　場●六郷公民館　２階　大ホール
参加料●１回200円　※３月から３００円
内　容●初心者向けのクラスです。毎回参加できなくて

も、いつでも参加できます。

　ニュースポーツ（ユニカール・ラージボール卓球他）体験教室　
期日・会場●

期　日 時　間 会　場 参加料

午前9時30分～
　11時30分

リリオス

　水中運動教室　
期　日●２月24日（火）
時　間●午前10時15分～11時15分まで（10時集合）
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回500円
効　果●水の抵抗を利用し、浮力も得られるので膝や腰

に負担をかけずに運動できます。
　　　　浅いプールでインストラクターが指導します。

　水泳教室　
期　日●２月20日（金）
時　間●午後７時～８時まで
会　場●サン・スポーツランド千畑
参加料●１回500円
内　容●泳げない方でも参加できます。
Y美郷町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会事務局
　（町教育委員会社会教育課スポーツ振興班）
　10187（84）4915

歴史講演会を開きます

日　　時●２月21日（土）午後１時30分～
会　　場●六郷公民館　２階大ホール
演　　題●「秋田戊辰戦争」
講　　師●秋田大学教授　渡辺英夫氏
申込期限●２月20日（金）
受　講　料●無料
申込・Y六郷公民館　10187（84）2311　

パソコン教室
　パソコンの基本操作、文字入力のできる方を対象にパ
ソコン教室を開催します。

期　日 時　間 会　場

３/３（火）～６（金）午後6時30分～8時30分 六郷公民館

３/24（火）～27（金） 午後７時～９時 千畑交流センター

対　象　者●18歳以上（高校３年生を含む）であればどなた
でも受講できます。

内　　容●エクセル及びワードの基本操作
定　　員●10名（申込順に受付し、定員に達し次第締め切

ります。）
受　講　料●無　料
申　　込●２月20日（金）から受付ます。電話でご希望の

会場へ直接お申し込みください。
申込・Y六郷公民館　　　　10187（84）2311
　　　　千畑交流センター　10187（85）2593

お話し会のお知らせ
　六郷地区　　わくわくおはなし「夢ふうせん」
日　　時●３月７日（土）　午前10時30分～11時
会　　場●学友館図書館内親子閲覧コーナー
　千畑地区　　おはなしの会「しゃぼんだま」
日　　時●３月14日（土）　午前10時～11時
会　　場●千畑交流センター１階　第１和室
　仙南地区　　図書館ボランティア「紙ひこうき」
日　　時●３月21日（土）　午後２時～３時
会　　場●仙南交流センター１階第１和室
○乳幼児から小学生（低学年程度）のお子さんとその保護者の方が対象です。参加料や事前申込は不要です。

Y学　友　館 10187（84）4040
　千畑交流センター 10187（85）2593
　仙南公民館 10187（83）2280

ニュースポーツ教室参加者募集
　ストレッチ運動と筋力トレーニングで元気に動ける身
体を維持しましょう。
　特に高齢の方の体力低下の予防に効果がある運動と、
ユニカールなどレクリェーションを取り入れたメニュー
で楽しく運動ができますので、ぜひご参加ください。
日　時●３月７日（土）午前９時から２時間程度
会　場●リリオス
参加料●無料
持ち物●運動靴、水分補給飲料。動きやすい服装で参加

してください。
Y町教育委員会社会教育課　スポーツ振興班
　10187（84）4915（内線1426）

1回
100円
※3月から
200円

1回
100円
※3月から
200円
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法廷傍聴兼説明会のお知らせ

　秋田地方裁判所では、次の日程で法廷傍聴兼説明会を
開催します。開廷時刻等につきましては、開催庁にお問
い合わせください。開廷期日の都合により、説明会のみ
行う可能性があります。（傍聴を希望される場合には、個
別に対応しますので、お問い合わせください。）

開催庁 申込先 開催日
秋田地方裁判所 総務課庶務係
本庁 1018（824）3121 毎月第３月曜日

秋田地方裁判所 庶務課
横手支部 10182（32）4130 毎月第３月曜日

秋田地方裁判所 庶務課
大曲支部 10187（63）2033 毎月第２月曜日

住まいづくり応援事業のお知らせ
住宅ローンの利子に対し最大80万円を助成します
　秋田県では緊急経済対策の一環として、住宅建設投資
の拡大を図るため、新たに住宅を建設又は購入する方に
対し、住宅ローンの利子の一部を助成しています。
助成内容●住宅ローンの償還残高の当初５年分の利子相

当額の１／２（ただし、80万円を限度）を助成
します。

申込期間●平成22年３月31日まで
　　　　　※ただし、平成22年３月31日までに住宅を完

成させる必要があります。
　対象者・対象住宅について、家族構成や所得、住宅面
積や建築方法等の条件がありますので、お問い合わせく
ださい。
申込・Y県建築住宅課　1018（860）2561
　　　　県仙北地域振興局建築課　10187（63）3113

シルバー会員入会説明会を開催します

対象者●町内在住者で、60歳以上の健康で働く意欲のある方
日　時●２月25日（水）午後２時
場　所●六郷老人福祉センター（清水苑）
申込・Y美郷町シルバー人材センター　10187（84）0307

事業主対象の「心の健康等緊急巡回相談事業」
について

　ＮＰＯ法人蜘蛛の糸の相談員が様々な困難や悩みにつ
いてアドバイスを行います
対　象　者●県内の中小企業経営者、自営業者の方
開催日程●２月24日（火）、３月24日（火）

横手保健所　10182（32）4005
　　　　　３月２日（木）

大仙保健所　10187（63）3403
相談料●無料
※この相談会は助成金や融資等の資金相談ではありません。
　事前に予約が必要です。
申込先●ＮＰＯ法人蜘蛛の糸　1018（853）9759
主　催●秋田県健康福祉部健康推進課　1018（860）1422

雇用創出プランを募集します

　秋田県では、企業や団体などの皆様から、新たに求職
者の方々を雇い入れて実施する事業プランを募集してい
ます。提案していただいた事業プランが、国の要件に該
当するときには、委託事業の対象候補とさせていただき
ます。
　ご提案いただいたプランの中で、次の要件を満たすも
のを優先的に取り上げさせていただきます。
　（１）新たに雇用を創出する（新規に従業員を雇用する）

事業であること。
　（２）従業員の雇用期間を１年以上（更新可）継続する事

業で、総事業費に占める新規に雇用する失業者の
人件費の割合が１／２以上であること。

募集対象●民間企業、業界団体、公益法人、ＮＰＯ法人
及び任意団体等

募集期間●平成22年12月末日まで（予定）
応募方法●雇用創出プラン提案書を、郵送、ファックス、

または電子メールにより秋田県企業活性化・
雇用緊急対策本部にお送りください。

　　　　　様式は秋田県のホームページ「美の国あきた
ネット」からダウンロードできます。

申込・Y〒010-8572　秋田市山王3-1-1
　　　　企業活性化・雇用緊急対策本部
　 　　　1018（860）2302　5018（860）3869
    　　 　　e-mail　  sansei@pref.akita.lg.jp

感染しても気づかないウイルス流行中！
あなたのパソコンは、大丈夫ですか？

　近年、パソコンを悪用することを目的に作られた「ボッ
ト」と呼ばれるコンピュータウイルスがインターネット上
に蔓延しています。このボットに感染すると悪意を持っ
た攻撃者が感染パソコンを遠隔操作し、パソコン内の情
報や入力したＩＤ・パスワード・クレジットカード番号
等の個人情報を盗み出し、攻撃者に不正利用されるなど
の深刻な被害をもたらします。
　ボットウイルスに感染しても目立った症状がでないた
め、ほとんどの方は気づいていません。
　症状に気づく場合でも、
　・パソコンの動作が遅くなった
　・パソコンが急に動作しなくなることがある
など、何か変だなと思う程度です。
　症状の現れていない方も、感染している可能性があり
ますので、以下のサイトで感染していないかのチェック
と、感染しないための対策をしましょう。
■ボットウイルスの駆除・対策手順（サイバークリーンセンター）
　http://bot.ccc.go.jp/
■感染しないための3ポイント
感染しないためには、以下の３つの対策が重要です。
①Windows Updateを行う
②ウイルス対策ソフトを導入する
③ブロードバンドルータを使ってインターネット接続を
する

職長等安全衛生教育講習会のお知らせ

講習期日●３月16日（月）・17日（火）（２日間）
　　　　　午前９時～午後５時
講習場所●大曲地域職業訓練センター
対　象　者●建設業関係者で労働者を直接指導または監督

する立場の方
講習内容●安全衛生法に基づいた労働災害防止に関すること
受　講　料●8,000円
定　　員●30人
申込締切●３月４日（水）
申込・Y大曲地域職業訓練センター　10187（62）1726


