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【７月９日(火）佐井小学校ヒラメ稚魚放流体験】

かけっこ！

ピーチ姫を救え！

マラソン

応援合戦

漁民の森づくり植樹祭
６月28日(金)、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
を合わせた約30人が参加し、ブナの苗木を200本植樹し
ました。
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野球部表敬訪問＆佐井中学校部活動報告パレード
７月１日(月)、中体連夏季大会で34年ぶりの優
勝を果たした佐井中学校野球部が、村長に大会結
果を報告し、主将の岡村弦音くんが県大会への意
気込みを述べました。
その後、各種大会で好成績を収めたことにより、
野球部、陸上部、卓球部、吹奏楽部で⽛佐井中学
校部活動報告パレード⽜として、優勝旗や表彰状
を掲げながら村内をまわり、住民のみなさんへ報
告しました。

婦人講座⽛こんにちは！村長です‼⽜
７月３日(水)、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。講師にඉ口村
長を招き、これまで実施した政策、２期目に実施する
政策の説明、村政に対する思いや展望を、会場に集まっ
た参加者20人を前に講演しました。そのほか参加者か
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。

佐井村小学生ふるさと大使
７月４日(木)、役場村長室で佐井小学校
６年生14人に⽛佐井村小学校ふるさと大使⽜
の委嘱状が交付されました。
今年度の佐井小学校修学旅行は、９月５
日(木)から７日(土)までの３日間、北海道
方面を訪れ、その期間内に⽛ふるさと佐井
村⽜をＰＲする⽛ふるさと大使⽜として活
動します。委嘱期間は９月30日までです。

令和記念植樹祭
７月４日(木)、役場駐車場で令和を祝う村民の会が
主催となり、令和を記念した植樹祭が開催されました。
当日は、保育所児童17人と佐井小１年生６人を含む
約60人の参加者で、天皇陛下と皇后さまのお印である
⽛梓（アズサ）⽜と⽛ハマナス⽜の
苗木を花壇に植えました。
また、保育所・小学校のみなさ
んは、⽛パプリカ⽜の歌に合わせ
てダンスを披露し、会場を盛り上
げました。
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役場ＯＢ会 環境整備を実施
７月４日(木)、役場ＯＢ会が役場庁舎周辺の環
境整備を行いました。
この活動はＯＢ会結成後、継続して行われてお
り、当日は９人の会員に協力隊の森田さんが加わ
り、花壇の整備や花を植えたプランターの手入れ
のほか、正面駐車場の草刈りなど広範囲にわたっ
て整備していただきました。

子ども会海岸清掃
７月６日(土)、村内の子ども会が海岸清掃を行いました。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ています。

黒岩海岸 清掃前

黒岩海岸 清掃後

第40回交通安全母の会青森県大会参加
７月８日(月)、リンクモア平安閣市民ホール（青森市）で行
われた⽛第40回交通安全母の会青森県大会⽜に母の会会員２人
が参加しました。ほかの地区の活動内容を聞くことで、今後の
参考となる部分がたくさんありました。
また、約３年間会長を務めていただいた前会長の福田佳津子
さんに感謝状が贈られました。
長い間お疲れさまでした。

佐井小学校ヒラメの稚魚放流体験
７月９日(火)、磯谷漁港でヒラメの稚魚放流体験が
行われました。当日は、佐井小学校１年生～４年生が
参加しました。佐井村漁協の宮川徳之さんから放流に
ついての説明と注意事項、ヒラメの成長に関する説明
をしていただき、約２万匹の稚魚を放流しました。
稚魚の大きさは、５センチメートルほどで、多くの
児童は⽛小さくてかわいい⽜と大事そうに海へ放して
いました。
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全国小学生陸上競技交流大会青森県予選会
６月23日(日)、青森県総合運動公園陸上競技場で全国小学生陸上競技交流大会青森県予選会が開催
され、次の選手が好成績を収めました。
【男子】ジャベリックボール投げ
第７位 渋谷 泰生（６年） 41ｍ17
コンバインドＢ
第８位 松谷 陸徒（５年） 1461点
【女子】80ｍハードル
第２位 小笠原夏月（６年） 15秒32
６年100ｍ
第７位 山本 柚葉（６年） 14秒76
走り幅跳び
第５位 福田
望（６年） ３ｍ69
４×100ｍリレー
第３位 佐井陸上クラブ
59秒89
（新田愛叶、小笠原夏月、山本柚葉、五十洲ひなた）

第65回全日本中学校通信陸上競技青森大会
６月29日(土)～30日(日)、青森県総合運動公園陸上競技場で第65回全日本中学校通信陸上競技青森
県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。
女子共通四種競技
第２位 細川 稚尋（３年） 2029点

青森県少年軟式野球大会むつ支部予選
７月６日(土)～７日(日)、風間浦村民野球場で青森県
少年軟式野球大会むつ支部予選が開催されました。佐井
中学校野球部が見事優勝し、７月27日(土)～28日(日)に
行われた県大会に出場しました。

【試合結果】
※１回戦シードのため、２回戦から
２回戦
佐井中 ５－０ 横 浜 中
準決勝
佐井中 ７－１ 田名部中
決 勝
佐井中 ４－０ 大 間 中

青森県吹奏楽コンクール第39回中央地区大会
７月６日(土)に三沢市公会堂ホールで青森県吹奏楽コンクール第39回中央地区大会が開催され、佐
井中学校吹奏楽部が出場しました。見事、地区代表金賞を受賞し、７月26日(金)に開催された県大会に
出場しました。

第70回青森県中学校体育大会夏季大会
７月13日(土)～15日(月・祝)、第70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≫ 会場：青森県総合運動公園陸上競技場
【女子】 共通200ｍ
第６位
加藤 舞美（佐井中③） 27秒39
共通四種競技 第４位
細川 稚尋（佐井中③） 2111点
第40回東北中学校陸上競技場大会（福島県）
佐井中学校 ３年
細川 稚尋さん 出場決定！
≪卓球競技≫ 会場：岩木山総合公園体育館
【女子】 個人戦
第７位
太田
第49回東北中学校卓球大会（山形県）
佐井中学校 ３年
太田 小雪さん
≪野球競技≫ 会場：岩木山総合公園野球場
【試合結果】 １回戦
佐井中 ２－０
２回戦
佐井中 ０－７

小雪（佐井中③）
出場決定！
木
造
中
五所川原一中（延長８回）
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駐在日 誌
～管内事件・事故発生状況～

６月
【事 件】灯油盗難 １件
【事 故】物件事故 １件

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！

駐在メモ

青森県警察官採用募集！

～輝く未来

君の力で～

種 類

受 験 資 格

警察官Ｂ

受 付 期 間 ７月19日(金)～９月６日(金)
第１次試験 ９月29日(日)［青森市、八戸市、弘前市］
受験資格
昭和62年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方。
（大学を卒業した方または令和２年３月31日までに大学卒
業見込みの方を除く）

警察事務

受 付 期 間 ８月５日(月)～８月30日(金)
第１次試験 ９月29日(日)［青森市、八戸市、弘前市］
受験資格
平成10年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方。

願書の取り寄せや手続きなどの詳細については、以下の連絡先ま
でお問合せください。
【お問合せ】大間警察署警務課 ☎３７－２２１１
佐井駐在所
☎３８－２２１８

夏の⽛マナーアップル38⽜対策の実施について

７月は、学校が夏休みに入るので、子どもたちが外で活動する時間が多くなり、さらに大人の方
も夏祭り行事でお酒を飲む機会が増えるなど重大な交通事故の発生が懸念されます。
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とし
て⽛マナーアップル38⽜対策を実施し、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。地域のみなさんの一人ひとりが交通安全を心掛け事故のない安全・安心な地域を
目指しましょう。

⽛夏をさきどり！佐井村祭り⽜にいってきたど～！
６月26日(水)、アップルパレス青森（青森市）主催の⽝夏をさきど
り！佐井村祭り⽞が行われ、雲丹（うんたん）は、お客さまをお出迎
えに行きました。
この佐井村祭りは、今年で６回目の開催になります。
開場後、祭囃子で出迎え、お客さまには佐井村産の食材を贅沢に使
用した特別料理を堪能してもらいました。
また、佐井村ＰＲ大使の横山ひできさんとフリーアナウンサー千葉
美佳さんが司会を行い、遠藤昌宏さんによる三味線演奏のほか津軽民
謡歌手かすみさんの歌謡ショー、佐井村の特産品などが当たるお楽し
み抽選会など多くの催し物で満席の会場は大いに盛り上がりました。
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この夏、熱中症にならないために
健康な人でも真夏のスポーツや屋外での労働、農作業などによって熱中症を発症してしまう
ことがあります。⽛体内で発生する熱⽜が主な原因で起こりますが、適切な対処をすれば予後も
良く、後遺症も残らない場合がほとんどです。
しかし、重症化しやすい熱中症には気をつけなければいけません。⽛外から入ってくる熱⽜が
原因の熱中症です。特に高齢者や子ども、熱中症のリスクが高い人に多く発生します。
◎高齢者の場合
①年齢とともに皮膚の温度センサーの感度が鈍くなるため暑さを感じにくくなります。
②衣服の調整といった行動による体温を調節する行動が遅くなり、体の熱が内部にたまりや
すくなります。
③血液や汗の量を増やして熱を放散させる機能が遅れます。汗腺の数も減少するため熱放散
能力が低く、深部体温がより上昇しやすくなります。
④体温調節の反応には身体の水分量が関係していますが、加齢とともに体液や血液が少なく
なり熱を放散させる反応力の低下にもつながります。また、加齢により食が細くなり食事
量が減ることも体液量が減少する原因でもあります。
◎子どもの場合
①思春期前の子どもは、汗腺をはじめとした体温調節能力が十分に発達していません。特に
乳幼児は外気温の影響を受けやすいことから外気温が皮膚温より高く、さらに湿度が高い
と急激な体温上昇をおこしやすく熱中症のリスクが急増します。
②遊びやスポーツに夢中になると水分をとることを忘れがちになるため、大人の配慮が必要
です。
③地面からの照り返しの影響を受けやすくなります。大人の顔の高さで32℃の場合、50㎝の
高さでは35℃を超えるため、ベビーカーも注意が必要となります。
④体の異変や体調の変化を自分から訴えることが難しいため、周囲の大人が気にかけること
が重要になります。
◎熱中症のリスクが高い人
糖尿病

血糖値が高い状態が続くと、自律神経などの神経機能が低下するた
め熱中症の症状に気づきにくくなります。

脳卒中の後遺症

暑さを感じにくくなったり、発汗機能が低下したりするため熱中症
の症状に気がつかない場合があります。

精神疾患

向精神薬は体温調節機能を低下させる可能性があるため、薬によっ
ては熱中症を発症しやすくなることから注意が必要です。

妊娠中の女性

基礎体温が上昇し新陳代謝が活発になるため汗をかきやすくなりま
す。また、つわりによる嘔吐で脱水状態になりやすいため積極的な
水分補給が必要です。

肥満

肥満度が高い人ほど軽い運動でも熱の発生が多くなります。また、
脂肪が熱の放散を防ぎ深部体温が高くなりやすく熱中症をおこしや
すくなります。

台所で火を使う人

火の熱による輻 射 熱 と高温多湿な環境で脱水の危険性が高まるた
め、家庭の台所や調理に従事する人は注意が必要です。

※※

ふく しゃ ねつ

のどが渇いていなくても

こまめな水分補給をしましょう
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※※

～火事・救急・救助は119番～
◎熱中症予防をしましょう◎
夏を迎え気温の高い日が続いていますが、みなさんの体調はいかがでしょうか？
野外活動における熱中症対策を心がけていると思いますが、実は室内における熱中症で救
急搬送される人も多いのです。
熱中症をよく知り、しっかり予防して楽しい夏を過ごしましょう。

◎熱中症とは

•温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分が減少することにより体温調節機能が働かなくなり体
温上昇やめまい、ひどい時にはけいれんや意識障害をおこします。
•家の中でじっとしていても、室温や湿度が高いと体から熱が逃げにくく熱中症になる場合があり
ます。

◎熱中症の予防のポイント！

•部屋の温度をこまめにチェックしましょう。
（普段過ごす部屋に温度計を置くことをおすすめします）
•エアコンや扇風機を活用しましょう。
•のどが渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。
（スポーツドリンク・塩飴など塩分の補給も大切です）
•外出する時は涼しい服装で日よけ対策もしましょう。
•無理をせず、こまめに休憩をしましょう。

◎熱中症の応急手当方法

＊涼しい環境に退避しましょう。
•風通しの良い日陰や冷房が効いている室内などが適しています。
＊衣服を脱がせ、体を冷やしましょう。
•うちわや扇風機で風を当てましょう。
•衣服を脱がせあまり汗をかいていないようであれば、水で体を濡
らしながら風を当てましょう。
•氷のうなどが準備できれば首、脇の下、太ももの付け根などに当てて冷却しましょう。
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№７

第２回ビーチクリーンプロジェクト

～願掛公園海岸清掃活動～

７月６日(土)、下北ジオパークの環境保全事業と
タイアップし、願掛公園海岸の清掃を行いました。
総勢28人の参加者と、燃えるゴミ50袋、燃えないゴ
ミ７袋分の海岸漂着ゴミを回収しました。
みなさんの地区や団体で海岸清掃を計画している
ところがありましたら、ゴミ袋の提供など協力して
いきたいと思いますので、お気軽にご相談ください。
また、美しい村づくりの活動を記録に残しＰＲで
きればと、横断幕が作成されました。

大間病院
副院長 平野

まりとらない高齢者の方をご存知ではないで
しょうか？
熱中症になると、めまい・顔のほてり・筋
肉の痙攣・体の怠さ・吐き気などの症状が現
れます。熱い所にいた方が上記のような訴え
をしていたら、涼しい場所へ移動させ、衣服
を脱がし体を冷やして、病院へ一度ご連絡く
ださい。意識がはっきりしているようであれ
ば、水分をとっても構いませんが、意識がはっ
きりしない場合は、無理に水分を取らせずに
救急車を呼んでください。
熱中症にならないために、水分（特に塩分
がはいったスポーツドリンクなど）をこまめ
に摂取する、屋内であれば気温や湿度が高く
なりすぎていないか温度計・湿度計を部屋に
つけて測ってみる、屋外であれば、日差しを
避けるため帽子をかぶる、冷却グッズを使う
などの方法を実践することが大事です。周り
の人に夏の暑さ対策として、何をしているか
聞いてみるのもいいかもしれません。
これからも、まだもうしばらく暑い日が続
くかと思いますが、暑さに負けず夏を乗り越
えていきましょう！

熱中症について
覚えている方もいらっしゃるかもしれませ
んが、２年ぶりに大間病院に戻ってまいりま
した平野貴大です。改めまして、よろしくお
願いいたします。
今回は、熱中症について少しお話させてい
ただきたいと思います。こんな涼しいところ
で熱中症なんて気にする必要あるの？ とお
思いの方もいらっしゃるかもしれません。実
際に東京と８月の平均気温を比べてみると、
東京の28.1℃に対して、青森県は23℃と都心
部より５℃程度涼しい地域であることがわか
ります。しかしながら、涼しい青森県でも、
１年で300～400人くらいの方が熱中症で救急
搬送されます。そして、その半分以上を65歳
以上の高齢者がしめています。
高齢者に熱中症が多い理由として、体の中
の水分が少ない、暑さや喉の渇きを感じにく
い、暑さを調節する機能が低下することなど
があげられます。みなさんの周りでも、夏で
も寒いと言って、厚着をする。部屋を締め切
る。あるいは、トイレに行く回数を減らした
い、喉が渇かないと言って、夏でも水分をあ
9
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お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

平成31年４月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました
【免除期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間（以下⽛産前産後期間⽜といいます。）
の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間の国
民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方を含み
ます。）
【対象者】
⽛国民年金第１号被保険者⽜で出産日が平成31年２月１日以降の方。
【添付書類】
〇出産前に届書の提出をする場合：母子健康手帳など
〇出産後に届書の提出をする場合：出産日は村で確認できるため原則不要。
※本人確認書類が必要となります。（マイナンバーカード、免許証など）
【届出時期】
出産予定日の６か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
【届出先】
役場住民福祉課 住民係
≪よくあるご質問≫
Ｑ１ 産前産後期間の免除は、年金額を計算する時に免除期間として扱われますか？
Ａ１ 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受
給額に反映されます。
Ｑ２ 出産後に届出することはできますか？
Ａ２ 出産後でも届出することはできます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月
の前月から翌々月までの４か月となります。
Ｑ３ 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか？
Ａ３ 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：宮澤

令和元年度佐井村敬老会の開催について
令和元年度佐井村敬老会について、開催日が決定しましたのでお知らせします。９月中
旬に各地区の婦人会や地区総代のみなさんが取りまとめに伺いますので、参加の有無をお
伝えください。
○令和元年度佐井村敬老会
•開催日：令和元年10月４日(金)
•場 所：アルサスしおさいホール
•対象者：村内在住で今年度75歳以上となられる方
※詳細については、９月号広報およびサイボードにて再度お知らせします。
【お問合せ】住民福祉課 福祉・健康推進係 担当：内田
10
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第９回⽛しもきたマルシェ⽜のお知らせ
下北地域の生産者が、旬の農林水産物、盆花、各種フードなどを取りそろえ、
⽛しもきた
マルシェ⽜を開催します。
佐井村からは、くるくる佐井村が特産品アピオスを出店販売します。ご家族揃って、お
越しください。
イベント詳細はフェイスブックでご確認ください。
○日時：８月11日(日) 午前10時から午後１時まで
○場所：ミルク工房ボン・サーブ前（むつ市）
【お問合せ】下北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 ☎２２－２６８５
魅力発信！下北の農業（フェイスブック－ＱＲコード）

第50回下北美術展（高校・一般の部）出展作品募集
下北地方公民館連絡協議会では、第50回下北美術展（高校・一般の部）の出展作品を募
集します。
〇種 別
絵画・写真・書道
〇出品資格
•むつ市、下北郡内の町村に在住する方または勤務する方
•むつ市、下北郡内の高校に在学する生徒
•むつ市、下北郡出身の方
〇募集（搬入）期間
９月10日(火)から９月17日(火)まで 午前８時30分から午後５時まで
※むつ市中央公民館・川内公民館・大畑公民館・脇野沢公民館、下北郡内各公民館および
東通村教育委員会にて受付します。
【お問合せ】下北地方公民館連絡協議会（むつ市中央公民館内）
☎０１７５－２４－１２２４

佐井村立小・中学校の学校閉庁日について
学校における働き方改革を推進するため、長期休業期間における年次休暇などの、より
一層取得できる体制を整え、教職員の勤務意欲の向上および健康の維持増進並びに働きや
すい環境を構築することを目的に、次の期間で学校閉庁日を設けることになりました。
【閉庁日の期間】
令和元年８月13日(火)から16日(金)までの４日間
※閉庁日は学校において個別に設定することが可能であるため、変更になることがあり
ます。
【その他】
•緊急時の連絡は、教育委員会生涯学習課が対応し、学校長へ連絡します。
•やむを得ない場合を除き学校に勤務者を置きません。
•原則として部活動などは実施しません。（大会参加などやむを得ない場合を除く）
【閉庁日の緊急連絡先】教育委員会 生涯学習課 ☎３８－４５０６
（午前８時15分から午後５時まで）
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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、前年の不動産所得および事業所得から各種控除した額に対して課税されます。
対象者には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、口座振替もご利用できますので、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）

⽛下北ジオパーク認定商品⽜を募集
下北だから生み出された“ジオの恵み”を感じることができる商品を募集します。
⽛物産で下北ジオパークを盛り上げたい！⽜というみなさまからの応募をお待ちしています。
○募 集 期 間：令和元年７月８日(月)から10月４日(金)まで
○対 象 商 品：•下北地域の一次産品を主原料とした加工品
•下北地域の一次産品を活用した工芸品
•ジオサイトの地形、地質を模したもので、かつユニークな発想の商品
〇商品認定されると：•下北ジオパーク推進協議会がさまざまな場面で優先的にＰＲ
•認定商品専用ロゴマークを使用できる
•販売店などで飾ることができる認定証、ミニのぼりなどの販促物を配布
○手続きの流れ：•指定様式の申請書などを提出後、審査会を経て、12月頃に発表会を開催し
ます。
•詳細は、下北ジオパーク推進協議会にお問い合わせいただくか、ホームペー
ジをご覧ください。
【お問合せ・申込み先】下北ジオパーク推進協議会事務局（むつ市ジオパーク推進課内）
☎０１７５－２２－１１１１（内線２８１４）
http://www.shimokita-geopark.com/info/nintei19/

青森県立職業能力開発校訓練生募集
【募集期間】
令和元年８月19日(月)から９月６日(金)まで
【募集する学科】
•むつ高等技術専門校（木造建築科）
•青森高等技術専門校（電気工学科、環境土木工学科）
•弘前高等技術専門校（自動車システム工学科、建築システム工学科）
•八戸工科学院（機械システム工学科、自動車システム工学科、設備システム工学科、制御シ
ステム工学科）
【応募できる方】
高校を卒業した人､または令和２年３月に卒業見込みの人ほか(むつ校は中学校卒業者を含む)
【試験日】
令和元年９月20日(金)
【合格発表日】
令和元年９月27日(金)
【お問合せ】むつ校☎０１７５－２４－１２３４ ／ 青森校☎０１７－７３８－５７２７
弘前校☎０１７２－３２－６８０５ ／ 八戸校☎０１７８－２８－５７２７
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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
令和２年４月１日(水)
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
令和元年10月20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
令和元年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 平成元年４月２日から平成14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
令和元年８月26日(月)から令和元年９月９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、令和元年９月９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 この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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大間病院正規職員募集のお知らせ（再募集)
大間病院では、次のとおり正規職員を募集しますので、お知らせいたします。
１ 試験種別、職種、採用予定人員及び採用予定年月日
試験種別
看
護
社 会 福 祉
臨 床 検 査 技
薬
剤
臨 床 工 学 技

師
士
師
師
士

採用予定人員
若干名
１名程度
１名程度
１名程度
１名程度

採用予定年月日
随時採用
随時採用
随時採用
随時採用
随時採用

２ 受験資格
試験種別
看
社

護
会

福

師
祉

士

臨 床 検 査 技 師
薬

剤

師

臨 床 工 学 技 士

受
験
資
格
看護師免許がある方、令和２年３月31日までに免許を取得する見込みの方で、申込時点で満50
歳以内の方
社会福祉士免許がある方、令和２年３月31日までに免許を取得する見込みの方で、申込時点で
満40歳以内の方
臨床検査技師免許がある方、令和２年３月31日までに免許を取得する見込みの方で、申込時点
で満40歳以内の方
薬剤師免許がある方、令和２年３月31日までに免許を取得する見込みの方で、申込時点で満40
歳以内の方
臨床工学技士免許がある方で、申込時点で満40歳以内の方

ただし、いずれの職種も日本国籍を有しない者、自力により通勤ができない者、介護者なしに職務の遂行が困難な者および
地方公務員法第16条に規定する次に掲げる者は、受験できません。
①成年被後見人または被補佐人
②禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
③一部事務組合下北医療センター職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他の団体を結成し、またはこれに参加した者
３ 試験の方法および内容
試験方法
小論文試験および面接試験

内
容
文章表現力等の評価・個人面接

４ 試験日など
試験日
申込受付後通知

試験実施場所
大間病院

合否発表の時期と方法
試験後、３週間以内に受験者全員に合否を郵送で通知

５ 受験申込方法
申込書受験：受験申込書類は自筆で記入し、総務係まで提出してください。
なお、郵送により申込みをする場合は、封筒の表に⽛受験申込み⽜と朱書きしてください。
※受験申込書類は、総務係で受取るほか、大間病院ホームページからダウンロードすることができます。なお、郵送で請求
する場合は、封筒の表に⽝受験申込書請求⽞と朱書きし、受験種類がわかるようにし、返信用封筒（長４大封筒に返信先
の住所・氏名を明記し、82円切手を貼り宛名を明記）を同封してください。
６ 受験通知
受験通知は申込受付後に郵送にて通知します。
７ 申込み受付期間
平成31年４月１日(月)から随時受付（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く）
※上記の受付時間は、午前８時15分から午後５時までです。
郵送による場合は、受付期間終了日までの消印のあるものに限り受け付けます。
８ 給 与
基本給は、一部事務組合下北医療センター職員の給与に関する条例に基づき決定し、昇給は原則として年１回行います。
また、６月、12月に期末・勤勉手当、11月から３月まで寒冷地手当が支給されるほか、支給条件に応じて、扶養手当、通
勤手当、住居手当などの各種手当が支給されます。
９ 勤務時間、休日および休暇
勤務時間は、午前８時15分から午後５時までで、毎週土・日曜日、祝日及び年末年始が休日となっています。
年次有給休暇は、年間20日（４月採用の場合は、初年15日）で、残日数は20日を限度に繰越できます。
その他の休暇として、結婚休暇、ボランティア休暇、夏季休暇などの特別休暇や介護休暇制度、育児休業制度などがあり
ます。
10 その他
この試験についての⽛お問い合わせ⽜
⽛受験申込み先⽜は下記のとおりです。
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20-78
国保大間病院 総務係 ☎0175-37-2105
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大間病院 非常勤職員募集（令和元年８月１日)
１ 職種、採用予定人員および採用予定年月日
試験種別
看

護

採用予定人員

助

手

試験種別
護
助

手

若干名

採用予定年月日
随時採用～６か月間（更新あり）
（臨時職員）
勤務時間：午前７時15分から午後８時までのうち１日７時間45分

２ 受験資格
看

受
験
資
格
高校卒業以上の方で心身ともに健康で病院の仕事に理解と情熱のある方

ただし、日本国籍を有しない者、自力により通勤ができない方、介護者なしに職務の遂行が困難な方および地方公務員法第
16条に規定する次に掲げる者は、受験できません。
①成年被後見人または被補佐人
②禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けることがなくなるまでの方
③一部事務組合下北医療センター職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他の団体を結成し、またはこれに参加した方
３ 試験日時および場所
職
種
看護助手

試 験 日 時
申込受付後通知

試験実施場所
大間病院

４ 試験方法
職
種
看護助手

試 験 方 法
面 接 試 験

５ 賃金および雇用待遇
職
種
看護助手

時
給
1,000円～

１か月の勤務時間数
155時間程度

雇用待遇
社保・雇用・労災保険加入

６ 申込書類の請求および申込受付期間など
書 類 請 求
受 付 期 間

申込書は総務係で交付します。なお、郵送で請求する場合は、封筒の表に⽝受験申込書請求⽞と
朱書きのうえ、受験職種がわかるように記載し、返信用封筒（長４大封筒に82円切手を貼り宛名
を明記）を同封してください。申込書類はホームページからもダウンロードできます。
令和元年８月１日(木)から随時募集（土・日・祝日を除く午前８時15分～午後５時）

７ お問合せ・申込み先
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20－78
国民健康保険 大間病院 事務局総務係
☎０１７５－３７－２１０５

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、

９月２日(月)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へご相談ください。
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津軽海峡交流圏郷土芸能祭を開催しました

さい
Saivillage
令和元年８月 第600号

６月30日(日)、アルサスしおさいホールで津軽海峡交
流圏郷土芸能祭が行われました。
当日は、福浦の歌舞伎と三番叟、矢越歌舞伎、北海道
江差町の江差追分と土場獅子舞（どんばししまい）、五所
川原市の津軽民謡と津軽三味線が披露されました。
村内外の地域に伝わる郷土芸能が一堂に集まるとても
貴重な公演になりました。
また、福浦芸能保存会による三番叟は、親から子ども
に受け継がれたものであり、佐井村の伝統芸能が継承さ
れる瞬間は、見ていてとても感動的でした。

発行／佐井村 編集／佐井村広報編集委員会
TEL 0175-38-2111 FAX0175-38-2492

津軽民謡・津軽三味線

三番叟

土場獅子舞

矢越歌舞伎⽛白波五人男⼧

佐井村保育所夕涼み会

戸籍の窓口

た お

太勇

武

（ 伸太 郎

くん

◎お 誕生 おめ でと う

竹内

さん

子

◎お くや み申 し上 げま す

東 出と しみ

さん

（直

淸治

さん

７月 日現在

谷

） 古佐井

さん

）磯

さん

田

越

） 古佐井

さん

（ 竹内鈴子 さん） 原

金沢

道子
（京

竹内

）矢

さん

( )内は前月比

（ 美津 子

995(－７） 計 1,988(－13)
993(－６）世帯数 949(－４)

さん

男
女

６月30日現在

） 大佐井

佐井村の人口

さん

午後５時 です

一

８月の早め点灯時刻は

（幸

（８／１現在)

根 戸内 春良

2,459日

さん

録

享

記

松谷

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

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。

〒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

７月20日(土)、佐井村保育所夕涼み会
が行われました。
当日は、たくさんの盆踊りを披露したほ
か、しおさい公園から保育所に向かって
ねぶたを運行し、保育所到着後には、夜
店体験をしました。
また、社会福祉法人吉幸会佐井村保育
所10周年ということもあり、最後には花
火が打ち上げられ、盛りだくさんな夕涼
み会となりました。
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