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【７月21日(土）佐井村保育所夕涼み会】

婦人講座⽛こんにちは！村長です‼⼧
６月18日(月)、アルサス会議室で婦人講座
⽛こんにちは！村長です‼⽜が開催されまし
た。樋口秀視村長が、これまで実施した政策
と２期目に実施する政策の説明と村政に対す
る思いや展望を、参加した20名を前に説明し
ました。また、参加した方々からは、村政に
対しての質問や意見が多く出され、活発な意
見交換の場となりました。

青森県納税貯蓄組合連合会会長表彰
７月２日(月)、平成30年度第70回青森県納税貯
蓄組合連合会定期総会において、佐井村納税貯蓄
組合連合会 会長 山本幸治さんが県納貯連会長表
彰を受けました。
山本さんは、平成15年から現在に至るまで福浦
納税組合の組合長を務め、長年にわたり組合への
加入促進や納期内納付に努力され、平成15年から
平成18年までは佐井村納税貯蓄組合連合会理事と
して、平成19年からは会長として円滑な運営と育
成発展に寄与され、今回の受賞となりました。

漁民の森づくり活動推進事業植樹祭
７月10日(火)、川目地区で植樹祭が開催され
ました。この事業は海や川の環境を保全し、水
産資源の維持回復を図るとともに、豊かで美し
い自然を残す目的で行われています。
当日は、地元の漁師や下北地方森林組合など
関係団体合わせ約40名が参加し、ブナの苗木を
200本植樹しました。

国土交通省東北地方整備局長表彰
７月16日(月)、青森市文化観光交流施設ねぶたの家ワ・
ラッセで平成30年第23回⽛海の日⽜記念式典が開催され、
佐井村子ども会育成連合会（東出節男会長）の海岸清掃が、
長年にわたる海をきれいにする奉仕活動と認められ⽛国土
交通省東北地方整備局長表彰⽜を受賞しました。
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第64回全日本中学校通信陸上競技大会青森大会
６月30日(土)～７月１日(日)、青森県総合運動公園陸上競技場で第64回全日本中学校通信陸上競技
大会青森大会が開催されました。佐井中学校陸上部が出場し、次の選手が好成績を収めました。また、
開会式では全選手を代表し、東出太陽くんが選手宣誓を行いました。
【男子】共通砲丸投
１位
東出 太陽（佐井中③）
12ｍ72
共通円盤投
３位
東出 太陽（佐井中③）
26ｍ37
【女子】２年100ｍ
８位
加藤 舞美（佐井中②）
13秒57
共通走り幅跳
６位
福田那々子（佐井中②）
４ｍ90
共通砲丸投
５位
木部亜寿香（佐井中③）
11ｍ45
共通円盤投
５位
石黒穂乃花（佐井中③）
19ｍ98

第73回国民体育大会青森県選手選考会
７月６日(金)、むつ運動公園陸上競技場で第73回国民体育大会青森県選手選考会が開催され、次の選
手が好成績を収めました。
【男子】200ｍ
５位
山崎 功韻（東奥学園②） 22秒55
走り幅跳
１位
内田 裕崇（仙台大③）
７ｍ33
少年Ｂ砲丸投
１位
東出 太陽（佐井中③）
12ｍ86
【女子】円盤投
７位
福田 知子（八戸高専①） 28ｍ38
やり投
７位
福田 結衣（大間高②）
26ｍ57

第69回青森県中学校体育大会夏季大会
７月14日(土)～16日(月・祝)、第69回青森県中学校体育大会夏季大会が県
内各地で開催され、次の選手が好成績を収めました。
＜ 陸上競技 ＞青森県総合運動公園陸上競技場
【男子】共通砲丸投
１位
東出 太陽（佐井中③） 13ｍ33
（全国大会標準記録突破）

第39回東北中学校陸上競技大会（岩手県）
第45回全日本中学校陸上競技選手権大会（岡山県）

佐井中学校

【女子】共通砲丸投

３年

５位

東出

太陽くん

木部亜寿香（佐井中③）

出場決定‼
11ｍ36

＜ 卓球競技 十和田市総合体育センター
【女子】
７位
竹内
伶（佐井中①）
ベスト16
太田 小雪（佐井中②）

第48回東北中学校卓球大会（福島県）

佐井中学校

１年

竹内

伶さん

出場決定！

お詫びと訂正
先月号で掲載した、第69回下北地方中学校体育大会夏季大会の結果において入賞者の氏名に誤
りがありましたので、下記のとおり訂正しお詫び申し上げます。
第69回下北地方中学校体育大会夏季大会
【女子】共通100ｍハードル
７位 竹内 まり（牛滝中①） 26秒48
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駐在日誌

１件
２件

～管内事件・事故発生状況～

６月
【事 件】出店荒し
【事 故】物件事故

事件･
事故には遭わないよう、
起こさないよう、みんなで
気をつけましょう。
鍵かけ運動推進中！
泥棒は常にあなたの隙を狙っています！

夏の交通事故抑止
３Wave（スリーウェイブ）作戦の実施について

青森県内では、昨年７月から８月に交通死亡事故が多発しま
した。
この季節は、学校が夏休みに入り、子どもたちが外で活動する
時間が多くなることや、夏祭りなどの行事でお酒を飲む機会が
多くなるなど、重大な交通事故の発生が心配されます。
そこで、青森県警察では、県民のみなさんを交通事故から守る
ため、夏の交通事故抑止対策⽛３Wave（スリーウェイブ）作戦⽜
を実施し、広報啓発活動や交通取締り活動を強化することとし
ています。
地域のみなさん一人ひとりが交通安全を心掛け、交通事故の
ない安全・安心な地域を目指しましょう。
駐在メモ

熊出没！要注意！

熊の出没が多くなっています。
山菜採りや農作業など屋外で活動する際は、熊よけ鈴、ラジオを活用するなど、自分の存在
を熊に知らせ、熊に襲われないように注意してください。
また、熊に遭遇した際は、熊を驚かせることなく、静かに後ずさりしてその場を
離れましょう。

ゆるキャラ⽈グランプリ2018に投票お願いします！
今年もゆるキャラ⽈グランプリが開催され、雲丹（うんたん）もエントリーしました。
今年は865体ものゆるキャラが登録されています。去年より上の順位を取れるよう頑張り
ますので、応援よろしくお願いします。
投票は８月１日（水）から開始しています。投票はパソコンやス
マートフォン、タブレット、携帯電話からインターネットを使って
できます。詳しい投票方法は公式サイトをご覧ください。
ゆるキャラ⽈グランプリ2018公式サイト
http://www.yurugp.jp/
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眼底検査について ～目は口ほどにものを言う～
今年度も各地区の健診が終わりました。健診結果を見て安心している方、来年はもっと数値
を改善しようと意気込んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。現在の身体の状態を
知り、日頃の健康づくりに役立てることができるものが健康診査（特定健診）ですが、その中で
実施している⽝眼底検査⽞は何を調べているのでしょうか。
眼底（目の奥）は血管を直接観察できる唯一の場所です。眼底の血管は脳の血管と似た状態
であるため、高血圧や糖尿病などの動脈硬化を起こす病気の進行度を眼底の血管の状態から推
測することができます。その他、光を感じる網膜や光の刺激を脳に伝える視神経の異常を発見
することができます。
眼底検査による高血圧や動脈硬化の度合いを示す分類は数種類ありますが、村で行っている
健診ではKeith-Wagener（KW）分類でみています。KW分類は、高血圧によって起こる眼底の
変化をⅠ～Ⅳに分類したものです。数字の大きいほうが重くなりますので、ご自分の健診結果
を見て下記の部分を確認してみてください。
受診年月日
検査項目

基準値

今回の結果

前年度

2018年○○月○○日

眼
底

右№
ＫＷ・出血
その他所見

№

左№
ＫＷ・出血
その他所見

№○○○○○
Ⅱa 無

判定
№○○○

軽度異常

№

健診結果のこの部分です。
隣にある⽛無⽜⽛有⽜は眼底出血があるかないかです。
【KW分類：高血圧による細動脈の変化】
分類

所

見

対

策

0

正常

Ⅰ

軽い細動脈の狭細と硬化

初期の変化で、他の臓器の血管障害はないと判断されます。

Ⅱa

中・高度の硬化

やや進んだ動脈の変化があり十分な血圧管理が必要です。

Ⅱｂ

網膜静脈の血栓なども伴う

進んだ動静脈の変化。全身の臓器の動脈硬化の予防と血圧管
理が必要です。

Ⅲ

網膜の浮腫、白斑出血

血圧が持続的に高く、軽い心・腎機能の障害、心電図異常など
全身の異常がある。放置すると悪化するため医師の管理が必
要です。

Ⅳ

Ⅲ度よりさらに浮腫が加わる

血圧は著しく高く、心・腎障害が著明。厳重な管理が必要で
す。

血液検査値などと比べ眼科領域の検査だと思い、あまり気にしていない検査項目かもしれま
せんが、眼底検査は動脈硬化の検査でもあること、高血圧や糖尿病などと深い関係があること
を知っておいてください。また、要医療判定となった方は、
⽛たかが目の異常⽜などと思わず医
療機関を受診しましょう。
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６月から７月にかけて、全村の小中学校、保育所で歯
科保健指導を行いました。
佐井村の歯科保健指導は、学年ごとにそれぞれの発達
段階に合わせ、歯科の知識を実践を通じて学んでいきま
す。
この指導の目的は口や歯の健康、機能を保つことによ
り生涯にわたりおいしく食べることができ、健康な生活
が送れるようにすることだと考えています。
保育所ではわかりやすいよう⽛４つのお約束⽜として
教えています。
①たべたらすぐに、はをみがこう。
（そして、夜寝る前に磨くことが一番重要だと教えています。
）
②のどがかわいたら、おみずをのもう。
③おやつはじかんをきめてたべよう。
④すききらいせずに、なんでもよくかんでたべよう。
⽛４つのお約束⽜はやさしく書かれていますが予防の重要な要素を含んでいます。このお約束を
習慣づけることによって、むし歯予防が実現され、さらには健康な体をつくる基礎になってくれれ
ばと思います。
さて、むし歯の予防で一番重要なことは何でしょうか？ それは、食習慣を中心とした生活習慣
です。
むし歯の原因となる食べ物、飲み物をまったくとらないこともできないし、むし歯をつくる口の
中の細菌を歯磨きですべて取り除くことも不可能です。また、フッ素のむし歯予防効果は、限定的
です。
要はむし歯になる可能性のある状況をできるだけ作らないことです。

大間病院
内科医長

奥山 佐治

いで、前立腺が大きくなった病気のことを前立
腺肥大症と呼びます。鶏の卵くらいの大きさ
や場合によってはソフトボールくらいまで大
きくなる方もいます。症状としては頻尿、残尿
感、尿の勢いの低下などが見られますので、そ
のような症状がある場合は一度病院を受診し
てみてください。
治療法としては、内服薬や手術があります。
手術といってもお腹を切って開けるものでは
なく、最近では内視鏡的に行う場合がほとんど
ですので、怖がらなくても大丈夫です。
また、前立腺は時に“がん”になることもあり
ます。将来的には男性の“がん”の中で最も多く
なるといわれています。まずは採血で調べて
みることが一般的で、検診でも調べていること
も多いです。病院でも測れますのでお気軽に
お尋ねください。

前立腺ってな～に

４月から大間病院に来ました、奥山佐治とい
います。これからよろしくお願いいたします。
あまり聞いたことない方も多いと思われま
すが、前立腺とは男性だけにある臓器です。女
性の方はあまり関係ないです。すみません。
位置としては膀胱の下にあり、尿道を取り囲
んでいます。一部が直腸に接しているため、肛
門から指を入れて直腸の壁越しに触れること
ができます。
前立腺の働きについては、まだわからないこ
とが多くありますが、わかっている働きは、前
立腺液を分泌することです。
前立腺液は、精液の一部となり、精子を保護
することや、精子に栄養を与えるとともに、そ
の運動機能を助ける役割を果たしています。
通常であれば大きさはちょうどクルミくら
6
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～火事・救急・救助は119番～
たのしい夏休みをすごしましょう
夏休みに入りみなさん何をしてすごしていますか？
海へ行く人、家族や友人と花火をする人など、たくさんの楽しみやイベント事があると
思います。
楽しい夏休みをもっと楽しく過ごすためにも次のことに十分注意しましょう。
◆

海

◆

◆

１．海に入る際は、準備体操をする。
２．体調が悪い時には海に入らないように
する。
３．自分の泳ぎを過信しない。
４．家族で海へ行く際には、子ど
もから絶対に目を離さない。
５．遊泳禁止区域では泳がない。
６．天候の悪い日には泳がない。
７．海釣りをするときには救命
胴衣を着用する。

花

火

◆

１．花火は絶対に分解しない。
２．人に向けて遊ばない。
３．風の強い日には、花火を
しない。
４．必ず水を入れたバケツを
近くに用意する。
５．子 ど も た ち だ け で 遊 ば
ず、大人と一緒に遊ぶ。
６．花火をしたあとは後片づ
けをする。

夏祭りを迎えるにあたって
お祭りや花火大会など、屋外の催しで安全を確保するため、火災予防条例が改正された
のをご存じですか？ 京都府福知山花火大会において露店などで使用する発電機用のガソ
リンの不適切な取扱により火災が発生し、大惨事となってから５年が経ちます。
これからの時期、市町村や町内会のイベント（花火大会や夏祭りなど）が行われるのに
伴い、火災の発生防止・有効な初期消火活動を行えるよう十分注意しましょう。
１．消火器の準備および消防署への届出
お祭りや花火大会などの屋外の催しで、出店する露店などで火気器具（コンロ、調理器
具、発電機など）を使用する場合は、消火器の準備が必要となり、併せて管轄する消防署
へ届出することが必要となります。
２．屋外催しの防火管理
大規模なお祭りや花火大会などの屋外の⽝指定催し⽞を主催する場合は、安全確保のた
め防火管理業務を適正に行うことが必要となり、併せて管轄する消防署へ届出が必要と
なります。
（⽝指定催し⽞とは・・・一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、出店する露店
などの数が100店舗以上を超えるものなど。
）
詳しくは消防本部または消防分署へお問合せください。
【お問合せ】消防本部予防課 ☎２２－４１９６
佐井消防分署
☎３８－２２６６
7
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国

お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

こんな年金、ご存じでしたか？
国民年金には、第１号被保険者のための独自給付があります。
■付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに加算して支給されます。付加
保険料（１か月400円）を納付できるのは、第１号被保険者です。ただし、保険料の免除を受け
ている方および国民年金基金の加入員は、付加保険料の納付ができないことになっています。
付加年金の年金額は、次の式によって計算されます。
200円×付加保険料納付月数
したがって、40年間（480月）付加保険料を納付した方には、次の額の年金が支給されます。
（老齢基礎年金）
（付加年金の額）
779,300円
＋
200円×480月
＝
875,300円
※上記の付加年金の年金額は、年金額の改定が行われた場合でも、改定されないことになって
います。
■寡婦年金
第１号被保険者として保険料納付済期間などが25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した
場合、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間に支給されます。寡婦年金の額
は、夫の第１号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の４分の３です。ただし、
夫が障害基礎年金の受給権者であったり、老齢基礎年金の支給を受けていたとき、また、妻が
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
■死亡一時金
３年以上国民年金保険料を納付した方が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。死亡一時金は、保険料を納付した期間に応じて支給されます。
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた方です。受給の順位はこの順に
なります。
保険料納付済期間

金

額

３６月以上１８０月未満

１２０,０００円

１８０月以上２４０月未満

１４５,０００円

２４０月以上３００月未満

１７０,０００円

３００月以上３６０月未満

２２０,０００円

３６０月以上４２０月未満

２７０,０００円

４２０月以上

３２０,０００円

※死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合には、受給者の選択によりその一つが支給
されることになっています。
請求先は、いずれも役場国民年金担当になります。詳細については、担当へお問合せくださ
い。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：宮澤
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お知らせ
⽛佐井村斎場⽜臨時休場のお知らせ
佐井村斎場⽛蓮精苑⽜の修繕工事に伴い、平成30年８月10日(金)から８月14日(火)の５日間、斎
場を利用することができません。
上記期間は、大間町斎場を利用していただくことになります。（８月13日は休場日のため１日利
用できません。
）
なお、霊柩車の運転業務は、従来どおり佐井村指定管理者㈱サンアメニティ東北が行いますので、
時間の調整をお願いします。詳細については、担当までお問合せください。ご不便をおかけしま
すが、ご協力をよろしくお願いいたします。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：竹内

国民健康保険被保険者証の更新について
今年度から、
⽛国民健康保険被保険者証⽜と⽛国民健康保険高齢受給者証⽜の一体化に伴い、８月
１日が更新日となりました。（70歳から74歳までの該当される方は、従来のように高齢受給者証は
送付されませんので、ご注意ください。
）
新しい被保険者証については、世帯の加入者全員分をまとめて世帯主宛に、７月下旬より郵送し
ていますので、有効期限が切れた古い被保険者証については、裁断の上、破棄していただくようお
願いいたします。
国民健康保険税を滞納している世帯には、原則郵送されませんので、住民福祉課税務係において、
納付相談を行ってください。
また、社会保険など他の保険に加入した場合は、速やかに住民福祉課国保係に届け出てください。
なお、後期高齢者医療被保険者証は、２年に１回の更新となっており、今年度は、更新されない
年ですので、そのままご使用ください。
【お問合せ】住民福祉課 国保係 担当：金沢
税務係 担当：横浜

個人事業税（県税）について
個人事業税は、一定の事業を営む個人の方に課される県の税金です。
原則として、前年の不動産所得及び事業所得から各種控除した額に対して課税されます。
県では課税対象となる業種の方に８月と11月に金融機関やコンビニエンスストアで納付できる
納税通知書を送付しています。また、口座振替も利用できますので、各取扱金融機関でお申し込み
ください。
詳細は、県税ホームページをご覧になるかお問合せください。
【お問合せ】下北地域県民局県税部課税課 ☎２２－８５８１（内線２０７）
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お知らせ
国民健康保険被保険者・後期高齢者医療被保険者のみなさんへ
○指定口座を変更する場合の届け出のお願い
高額療養費などは、一度振込先の登録をすると情報が自動的に引き継がれ、その都度登録手続きをす
る必要はありません。
しかし近年、過去に登録した口座を変更（解約など）したにも関わらず、変更の届け出をしないこと
により、振り込みができない場合があります。一度登録した口座を変更した場合は、必ず届け出るよう
お願いいたします。
○事故にあったとき（第三者行為による傷病届等について）
交通事故およびけんかなど、第三者の行為による負傷の治療を健康保険で受けた時には⽛第三者行為
による傷病届⽜を提出してください。
○高額療養費上限額の変更について
平成30年８月から70歳以上のみなさんの高額療養費の上限額が変わります。
詳しい内容は下表をご覧ください。
＜現行（平成30年７月診療分まで）＞
区分

限度額
（世帯※１）

外来（個人)

80,100円＋（医療費総額－267,000円）×1％
〈44,400円〉※２

〔

現役並み
課税所得145万円以上

〕

〔

一般
課税所得145万円未満

14,000円
〕〔年間上限14.4万円〕

〔

低所得Ⅱ
住民税非課税

〕

57,600円

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ
〔 住民税非課税（所得が一定以下) 〕

※１
※２

57,600円
〈44,400円〉※２

15,000円

同じ世帯で同じ保険者に属する者
〈 〉は、４回目の該当から負担額を抑える⽛多数回該当⽜

＜平成30年８月診療分＞
区分

限度額
（世帯※１）

外来（個人)

〔

現役並みⅢ
課税所得690万円以上

〕

252,600円＋（医療費総額－842,000円）×1％
〈140,100円〉※２

〔

現役並みⅡ
課税所得380万円以上

〕

167,400円＋（医療費総額－558,000円）×1％
〈93,000円〉※２

〔

現役並みⅠ
課税所得145万円以上

〕

80,100円＋（医療費総額－267,000円）×1％
〈44,400円〉※２

〔

一般
課税所得145万円未満

18,000円
〕〔年間上限14.4万円〕

〔

低所得Ⅱ
住民税非課税

〕

低所得Ⅰ
〔 住民税非課税（所得が一定以下) 〕

57,600円
〈44,400円〉※２
24,600円

8,000円

15,000円

【お問合せ】住民福祉課 国保係 担当：金沢、税務係 担当：横浜
青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１
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お知らせ
原子力メンテナンス業務参入研修開催のご案内
県では、原子力施設のメンテナンス業務に必要な資格・知識や技術を習得するための研修を開催
します。
原子力分野に全く経験のない方も歓迎しますので、お気軽にお問合せください。
【主な研修予定】
〇酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
開催日：平成30年９月７日(金)～９日(日)など
目 的：原子力発電施設などにおいて作業従事するうえで必要となる資格取得のための知識
を習得する。
〇現場実務体験研修（弁）
開催日：平成30年12月３日(月)～５日(水)
目 的：原子力発電施設などで工事を施工する場合の機械の補修･メンテナンス作業に必要な
手続書類作成および作業技術について、基礎知識・技能を習得する。
【受 講 料】 無料
【研修場所】 東北町 青森原燃テクノロジーセンター
六ヶ所村 青森県量子科学センター など
【主
催】 青森県エネルギー総合対策局
※そのほか、詳細は、下記へお問合せください。
【お問合せ】株式会社青森原燃テクノロジーセンター（研修事業委託先）
☎０１７５－６３－４６７１
ＦＡＸ ０１７５－６３－４６８１
ホームページ http://www.agtcinc.co.jp

管内小中学校の学校閉庁日について
学校教職員の勤務意欲の向上および健康の維持増進ならびに働きやすい環境を構築するため、
平成30年度の長期休業期間に学校閉庁日を次のとおり設定しますので、ご理解とご協力をお願い
します。
※学校閉庁日とは、⽛勤務時間が割り振られた日に原則として教職員が休暇などを取得することに
より、学校が業務を行わない日⽜をいいます。
【佐井小学校・福浦小中学校・牛滝小中学校が実施】
学校閉庁期間（５日間)
８月10日
(金)

８月11日
（土）

８月12日
(日)

山の日

８月13日
（月）

８月14日
（火）

８月15日
（水）

閉庁日

閉庁日

閉庁日

８月13日
（月）

８月14日
（火）

８月15日
（水）

閉庁日

閉庁日

８月16日
（木）

８月17日
（金）

８月16日
（木）

８月17日
（金）

【佐井中学校が実施】
学校閉庁期間（４日間)
８月10日
(金)

８月11日
（土）
山の日

８月12日
(日)

【学校閉庁日連絡先】教育委員会
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担当：田中、佐藤

☎３８－４５０６

お知らせ

下北地域広域行政事務組合消防本部では、次のとおり消防職員を募集します。
１．採用予定年月日
平成31年４月１日
２．試験日時および試験場所
⑴ 一次試験（教養試験、消防適性検査、体力試験）
日 時
平成30年10月14日(日) 午前８時30分から
場 所
消防本部・むつ消防署合同庁舎、他（むつ市小川町二丁目14番１号）
⑵ 二次試験（作文試験、面接試験）
日 時
平成30年11月下旬を予定
場 所
消防本部・むつ消防署合同庁舎
３．採用署所、採用予定人数および職種
採用署所

採用予定人数

大間消防署佐井消防分署

１名

職

種

上級消防職または初級消防職

４．受験資格など
⑴ 昭和63年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方で、大学、短期大学、高等専門学校、
高等学校を卒業または卒業見込みの方。
※大学卒業または卒業見込みの方は、上級消防職の受験となります。
※短期大学､高等専門学校､高等学校を卒業または卒業見込みの方は､初級消防職の受験となります｡
※受験資格の学歴には、当該学校卒業と同等の資格を有すると認められる方を含みます。
⑵ 採用後は、採用署所の所在市町村に居住できる方。
⑶ 採用時、普通自動車運転免許証（オートマチック車限定を除く）を所持または取得見込みの方。
⑷ 日本国籍のない方および地方公務員法第16条に該当する方は受験できません。
５．受験申込書の交付など
⑴ 受験申込書（受験票含む）は所定の様式があり、下北地域広域行政事務組合の各消防署所で交付
（配布）します。
⑵ 郵便で受験申込書（受験票）を請求する場合は、封筒の表に⽝受験申込書請求⽞と朱書きし、返
信用封筒（角２封筒に120円切手を貼り、あて名を明記したもの）を同封してください。
６．受験申込方法
⑴ 提 出 書 類：受験申込書（受験票含む）
⑵ 受付(提出)場所：大間消防署佐井消防分署
７．受付期間
平成30年８月27日(月)から平成30年９月10日(月)までの土曜日、日曜日を除く午前８時30分から
午後５時15分まで。（郵送による申込みの場合は、平成30年９月10日(月)の消印有効。封筒には、
⽛受
験申込書在中⽜と朱書きすること。）
８．給
与
⽛下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例⽜の規定に基づき支給します。
９．そ の 他
⑴ 同日に行われる他の署所の消防職員採用試験と重複受験はできません。
⑵ 一次試験では、消防適性検査終了後、体力試験を行いますので、当日はトレーニングウェア、運
動靴を持参してください。
⑶ 受験申込書の受付および受験票の交付を行う署所の住所・電話番号
○ 大間消防署佐井消防分署
〒039-4711 下北郡佐井村大字佐井字糠森16番地１ ☎３８－２２６６
⑷ 試験に関するお問合せは、下北地域広域行政事務組合消防本部総務課（☎２２－３８１９）にし
てください。
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お知らせ
指定管理者募集
•障害児入所施設はまゆり学園
平成31年度からの指定管理者を公募するための説明会を行います。
詳しくは下北地域広域行政事務組合ホームページでご確認ください。
【日 時】８月10日(金)午後２時
【お問合せ】下北地域広域行政事務組合 ☎２８－２１００
ホームページ http://shimoko.e-shimokita.jp/

田野畑村写真コンテスト優秀作品展示会
Ｓaｉツーリズム事業では、佐井村夕陽フォトコンテストを実施し、県内外の各地で展示を行いました。
そして、展示に協力していただいた市町村と交流を深め、佐井村民のみなさんにも他村の魅力を感じていただ
きたいと考え、協力市町村の美しい写真を展示する⽛写真交流⽜を企画します。
今回は、協力していただいた岩手県田野畑村の写真を展示します。
【日 時】８月６日(月)～８月20日(月)（予定）
【場 所】津軽海峡文化館アルサス１階ロビー
【お問合せ】Ｓaｉツーリズム事業事務局（園山） ☎３３－００１４

村県民税（２期）、介護保険料（２期）、国民健康保険税（２期）の納期は、

８月３１日(金)です。忘れずに納付しましょう！
※納期ごとの納付が困難な方は、分割による納付も可能です｡
お気軽に住民福祉課 税務係へご相談ください。
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広報

子ども会海岸清掃

さい

７月１日(日)黒岩海岸・７月22日(日)願掛公園を村内の子ども会が清掃を行いました。
地域全体で子どもを育てる環境づくり、子どもたちのふるさとを想う気持ちを醸成する目的
で長年続けられ、７月23日に⽛国土交通省東北地方整備局長表彰⽜を受賞しました。

Sai village
平成30年８月 第588号
黒岩海岸

願掛公園

⼦日本で最も美しい村⽜フォトコンテスト2018

さん

さん

武弘
美鈴

さん

さん

隆道
彩美

◎ご結 婚おめ でと う

⎛庄司

⎝田中

⎛大畑

⎝加藤

◎おく やみ申 し上 げま す

）

さん

15

みんなで続けていこう！ 交通死亡事故ゼロ 次の目標は2,500日

記

録

2,094日

（８／１現在)

８月の早め点灯時刻は午後５時 です

７月 日現在

宮城県
福 浦

浦

牛 滝
福島県

福

( )内は前月比

（晃

男 1,038(－３） 計 2,067(－４)
女 1,029(－１）世帯数 967(－１)

さん

６月30日現在

トワ

佐井村の人口

田中

〒039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20
ホームページ：http://www.vill.sai.lg.jp

◇木製オリジナルパチンコゲームを作ろう！
◇自分で作る木製スプーン！
【七 宝 焼 き は 好 評 に
つき夏休みも体験で
きます！】
※七宝焼きは電話予
約のうえ、お気軽に
お越しください！
【お問合せ】佐井村森林体験館
☎３８－２９２９

個人のプライバシーを尊重する意味で、
掲載して欲しくない方は、届出の際、担当
に申し出てください。

夏休みの森林体験館イベント

戸籍の窓口

発行／佐井村 編集／佐井村広報編集委員会
TEL 0175-38-2111 FAX 0175-38-2492

⽛日本で最も美しい村⽜連合では、日本全国の連合加盟地域で撮影された作品を募集します。
生活の営みにより形成されてきたその土地ならではの景観・環境や地域の伝統文化が伝わる
写真など、小さくても輝くオンリーワンを持つ町や村、地区の情景をぜひご応募ください。
応募テーマ：⽛日本で最も美しい村⽜の情景 ～生活の営みと景観、文化～
募 集 期 間：平成30年６月21日(木)から平成30年８月31日(金)午後３時まで
対象エリア：⽛日本で最も美しい村⽜連合の加盟町村地域
応 募 方 法：インターネットによる応募とします
（http://beautifulvillagesofjapan.tokyocameraclub.com/photocontest2018/）
応 募 数：制限なし(ただし、１回のお申し込みにつき３点までとし、写真ごとに対象エリア
を選択してください。
）
【お問合せ】総合戦略課 企画政策係 担当：東出

