お子さまの教育資金をサポートします
「国の教育ローン」
のご案内
高校、大学等への入学時や在学中にかかる費用を対象
とした公的な融資制度です。
融 資 額●学生・生徒１人あたり300万円以内
利
率●年2.55％（母子家庭の場合は年2.15％）
※固定金利、平成23年11月10日現在
返済期間●15年以内（交通遺児家庭まはた母子家庭は18
年以内）
※在学期間中は利息のみの返済が可能です。
また、東日本大震災で被害を受けた皆様に
「災害特例措置」を実施しています。
申・問●日本政策金融公庫秋田支店 国民生活事業
☎018（832）5641

シベリア強制抑留者の皆様へ
特別給付金の請求は３月31日までです
シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給し
ています。まだ請求されていない方は下記までご連絡く
ださい。
対 象 者●平成22年６月16日にご存命で日本国籍を有す
る方（同日以降に亡くなられた場合は相続人）
請求期限●３月31日㈯ ※消印有効
受付時間●午前９時〜午後６時（平日のみ）
※３月31日㈯は受け付けています。
問●独立行政法人平和祈念事業特別基金事業部
特別給付金認定担当 ☎0570（059）204
IP電話・PHS専用番号 ☎03（5860）2748

労働者も使用者も
必ずチェック最低賃金！
全ての産業および労働者に適用される「秋田県最低賃
金」は、平成23年10月30日から「時間額647円」に改正
されています。
また、特定の産業に適用される「特定最低賃金」も改
正されています。特定最低賃金が適用される事業所であ
っても、18歳未満、65歳以上、雇い入れ後６カ月未満で
技能取得中、清掃などの軽易な業務に従事する労働者は
「秋田県最低賃金」が適用されます。
問●秋田労働局賃金室 ☎018（883）4266

平成24年度労働基準監督官採用試験のお知らせ
人事院および厚生労働省では労働基準監督官にふさわ
しい人材を広く一般から募集します。
受験資格●
・昭和57年４月２日から平成３年４月１日生まれの者
・平成３年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大学を卒業した者および平成25年３月までに大
学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認
める者
申込期間●
・インターネットによる申込
４月２日㈪午前９時〜４月12日㈭ ※受信有効
専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
・郵送、持参による申込
４月２日㈪〜４月３日㈫
※４月３日までの通信日付印有効
問●秋田労働局総務部総務課人事係
☎018
（862）
6681
（内線423）

美郷交番からの
お知らせ
雪解けの季節です 雪崩に注意を！
冬も終わりに近づき、平地では徐々に雪解けが進んで
いますが、山岳部ではまだ積雪が多く、雪崩が発生しや
すくなっています。積雪量と気象情報に注意して雪崩の
被害にあわないよう注意しましょう。
雪崩が発生するのはこんなとき
○古い雪の上に短期間で多量の雪が降ったとき
○急斜面で比較的標高の高い場所
○気温が高いとき
○斜面に積った雪に亀裂が
発生しているとき
なだれ

雪崩の被害にあわないために
○雪崩は毎年同じ場所で発生する傾向にあります。危険
な場所を把握し、その場所に近づかないようにしまし
ょう。
○雪山に入るときは、ルートの選定や積雪・降雪の状況、
気温の変化に十分注意しましょう。立入禁止区域には
絶対に入らないでください。
○雪崩が発生する恐れのある場所を発見したときは、す
ぐに安全な場所に避難し、警察や消防機関に連絡しま
しょう。

雪解け時の交通事故防止

スピードを抑えて思いやり運転を
気温が上昇し雪解けが進む
と、交差点などの見通しが良
くなるため、スピードの出し
すぎや重大事故の発生が心配
されます。交差点では安全確
認を十分に行い、交通事故防
止に努めましょう。
■交通規則を守りましょう
交通規則は、みんなが守るべき共通の約束事です。運
転者や歩行者が一人でも自分勝手に通行すると、交通の
混乱や交通事故につながります。
■人も車も自転車も「思いやり」を持った通行を
周囲の歩行者や車の動きに注意しながら、思いやりの
気持ちを持って通行しましょう。

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
平成24年3月
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在宅介護支援センター緑泉
転倒予防教室を開催します
心や身体は刺激を与えることで、その動きが高まりま
す。「あぁ、年なんだ」とあきらめず、「動く」能力を
高めてみませんか。
日 時●３月12日㈪ 午前10時〜午前11時
場 所●ロートピア緑泉
講 師●ＮＰО法人 秋田県高齢者体操研究会
柴田栄宜 氏
参加料●無料
申 込●不要
問●在宅介護支援センター緑泉 ☎0187（84）2284

道の駅雁の里せんなん 従業員を募集します
募集業務●販売・飲食部門
募集人員●２名
必要資格●資格不問
時
給●700円〜
勤務時間●１日５時間30分以内、週５日以内
雇用期間●平成24年４月〜平成25年３月
申込方法●ハローワークを通じてお申し込みください。
申込期限●３月19日㈪
申●ハローワーク大曲 ☎0187（63）0335
問●道の駅雁の里せんなん ☎0182（37）3000

美郷町ボランティア連絡協議会
会員研修会を開きます
皆さんお誘い合わせのうえご参加ください。会員以外
で参加希望の方は下記までご連絡ください。
日
時●３月23日㈮ 午後１時30分〜午後３時
場
所●名水市場湧太郎 國之譽ホール
講
師●あべ十全 氏
演
題●「一日一善 十日で十全」
参 加 料●無料
問●美郷町ボランティア連絡協議会事務局
（美郷町社会福祉協議会内）☎0187（85）2294

あきた環境優良事業所認定制度研修会
参加者を募集しています
東日本大震災以後、エネルギー政策の転換に迫られ、
省エネに対するさらなる意識向上が求められています。
省資源・省エネ活動の推進をフォローアップするための
研修会を開催します。
日
時●３月９日㈮ 午後２時〜午後４時
会
場●平鹿地域振興局 大会議室
講
師●環境カウンセラー 工藤兼勝 氏
テ ー マ●「環境問題・エネルギー問題と事業者の対応・
役割」
定
員●30名 ※定員になり次第締め切ります。
申込方法●電話、FAXまたはメールでお申し込みくださ
い。
申・問●NPO法人 環境あきた県民フォーラム
☎・FAX 018（839）8309
E-mail mail@eco-akita.org
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秋田県 高齢者の自殺予防普及啓発事業
「わらび座生き生きシアター 笑顔予報は晴れのち晴れ」
秋田県のとある農村に住む家族が、家族の絆と生きが
いを見つけていく涙と笑いのミュージカルです。

３月11日
（日）

秋田県児童会館

３月17日
（土）

大館市民文化会館

３月18日
（日）

横手市民会館

時
間●午後１時30分開演（午後１時開場）
入 場 料●無料
申込方法●各公演の３日前までに電話でお申し込みくだ
さい。
申・問●秋田県健康福祉部健康推進課
☎018（860）1422

マラソン野球大会 参加者を募集しています
小学生から一般までの親子３世代が交代で43イニング
に挑戦する野球大会です。たくさんのご参加をお待ちし
ています。県南のＢ級ご当地グルメも大集合します。
日
時●４月22日㈰ 午前８時試合開始
会
場●大仙市営神岡球場
対 象 者●小学生〜500歳野球加盟会員
参 加 料●一人500円（保険料含む）
申込方法●下記までお問い合わせください。
申込期限●３月23日㈮
申・問●社団法人 大曲青年会議所
☎・FAX 0187（62）0883（平日13：00 〜 16：00）

新規学卒者を支援します！
学卒集中支援窓口をご利用ください
秋田新卒応援ハローワークおよび県内各公共職業安定
所では、今春卒の高校生、大学生等（大学、短大、高専、
専修学校）の就業支援を行っています。
就業支援内容●担当者制によるきめ細かな職業相談
応募書類の作成指導、助言
面接対策、個別求人開拓
定期的な求人情報の提供 など
問●大曲公共職業安定所 ☎0187（63）0335

平成24年度国家公務員
「国税専門官採用試験」
仙台国税局では税務のスペシャリストとして活躍する
税務職員を募集しています。仙台国税局に採用されると、
税務大学校で研修を受けた後、仙台国税局管内（東北６
県）の税務署に配属されます。
受験資格●
・昭和57年４月２日から平成３年４月１日生まれの者
・平成３年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大学を卒業した者および平成25年３月までに大
学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認
める者
申込期間●
・インターネットによる申込
４月２日㈪午前９時〜４月12日㈭ ※受信有効
専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
・郵送、持参による申込
４月２日㈪〜４月３日㈫
問●仙台国税局人事第二課 試験研修係
☎022（263）1111（内線3236）

