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青森県営農大学校
平成27年度学生募集
　青森県営農大学校は、青森県の農
業の担い手となり得る農業経営者を
養成する県立の大学校です。
　このたび、平成 27年度の入学生
を募集します。
▽募集課程と定員　畑作園芸課程・
果樹課程・畜産課程の３課合わせて
70人（推薦は定員の３分の２以内）
▽修業期間　２か年（全寮制）
▽募集期間・試験日程
①推薦選考　出願受付＝ 10月２日
～ 16 日／選考日＝ 11 月 11 日／
合格発表＝11月 20日
②一般募集　出願受付＝ 12月４日
～ 16日／選考日＝１月 21日／合
格発表＝１月29日
③二次募集（定員に満たない場合に
実施）…出願受付＝１月 30日～２
月６日／選考日＝２月 24日／合格
発表＝３月４日
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
▽願書請求　封筒に「願書請求」と
朱書きし、宛先を記入した角形２号
封筒（205 円切手貼付）を同封し
請求を。
■問問青森県営農大学校教務研修課
（〒 039・2598、上北郡七戸町
字大沢 48 の８、☎七戸 0176・
62・3111、 ■ＨＨ http://www.
applenet.jp/̃einou/）

平成27年度県立弘前高等
技術専門校入校生募集
▽募集科と定員　自動車システム工
学科・建築システム工学科＝各 20
人
▽訓練期間　平成 27年４月～平成

29年３月（２年間）
▽応募資格　高卒者（平成 27年３
月卒業見込みを含む）または高卒以
上の学力を有する人
▽願書受付期間　10 月６日～ 11
月 27日
▽試験日　12月４日（木）
※詳しくは問い合わせを。
■問問県立弘前高等技術専門校（ 緑ヶ
丘１丁目、☎32・6805）

法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税の申告は
eLTAXで

　県では、地方税ポータルシステム
「eLTAX（エルタックス）」を利用
して、インターネットによる法人県
民税・法人事業税・地方法人特別税
の申告を受け付けています。
　eLTAX を利用すると、オフィス
や自宅のパソコンから申告ができる
ので、申告書を窓口に持参したり、
郵送したりする必要がありません。
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
■問問中南地域県民局県税部課税第一課
（☎ 32・1131、内線278、■ＨＨ http://
www.eltax.jp/）

国民健康保険被保険者証が
新しくなります
  国民健康保険被保険者証が 10月
１日から更新されます。８月末現在
で作成し、９月中旬に個人ごとに発
送しますので、お手元に届いたら次
の内容を確認してください。
①国保喪失の手続きをしていない人
＝社会保険の保険証を持参して手続
きをしてください。
②既に国保喪失の手続きをしている
人＝保険証を返還してください。

③保険証の内容に変更または誤りの
ある人＝保険証を持参し、国保年金
課で訂正の手続きをしてください。
④９月中に市内で転居する人＝保険
証の訂正のほか、郵便局にも「転居
届」を出してください。
　新しい保険証の色は「薄橙色」で、
有効期限は一部を除き平成 27年９
月 30日です。また、昨年と同様に
保険証を入れるカードケースを同封
しますので、ご活用ください。
■問問国保年金課国保保険料係（市役所
１階、窓口158、☎ 40・7045）

建設業退職金共済制度

　安全・確実な国の退職金制度です。
事業主の皆さん、ぜひご活用くださ
い。
▽制度の特長
○退職金は企業間を通算して計算
○掛金の一部を国が助成
○掛金は全額非課税
○公共工事の入札に関する経営事項
審査で加点評価
■問問建設業退職金共済事業本部青森県
支部（☎青森 017・732・6152、
■ＨＨ http://www.kentaikyo.
taisyokukin.go.jp/）

中小企業退職金共済制度

　安全・確実な国の退職金制度です。
事業主の皆さん、ぜひご活用くださ
い。
▽制度の特長
○掛金の一部を国が助成
○掛金は全額非課税
○簡単管理の社外積立型
■問問中小企業退職金共済事業本部
（ ☎ 東 京 03・6907・1234、 ■ＨＨ
http://chutaikyo.taisyokukin.
go.jp/）
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※質問は 15ページに掲載。

▽募集人員　107 人（附属幼稚園からの進学者を含む）
▽資格　
①平成20年４月２日～ 21年４月１日生まれ
②保護者と同居していること
③通学に要する時間が片道１時間以内であること（青森
市からの通学は浪岡地区のみ可）
▽応募書類の交付・受付　
○交付＝９月24日～ 10月 21日
○受付＝10月 27日～ 11月７日（郵送不可）
※時間は午前９時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12月６日／合格者発表＝ 12月
10日
■問問弘前大学教育学部附属小学校（学園町、☎ 32・
7202）

▽募集人員　60 人（今回から選考は１回のみ）
▽資格　
①平成27年３月に小学校を卒業見込みの児童
②保護者と同居していること
▽応募書類の受付　平成 26 年 12 月 25 日～ 27 日、
平成 27年１月５日～７日
※願書は８月下旬から弘前学院聖愛中学校（原ヶ平字山
元）で随時交付しています。時間はいずれも平日は午前
９時～午後４時、土曜日は午前９時～午後１時。
▽選考日程　選考日＝平成27年１月９日／合格者発表
＝平成27年１月 13日
※合否の結果は、合格発表日より３日間、ホームページ
にも掲載します。
【学校説明会】
11月 29日の午前 10時から、弘前学院聖愛中学校
■問問弘前学院聖愛中学校（☎87・1411）

園児・生徒などの募集
弘大附属小学校

弘前学院聖愛中学校

▽募集人員　165 人（附属小学校からの進学予定者約
105人を含む）
▽資格　
①平成27年３月に小学校を卒業見込みの児童
②保護者と同居していること
③通学に要する時間が片道１時間以内であること（青森
市からの通学は浪岡地区のみ可）
▽応募書類の交付・受付
○交付＝11月 10日～ 18日
○受付＝11月 14日～ 25日（郵送不可）
※時間は午前９時～正午と午後１時半～３時（土・日曜
日、祝日を除く）。
▽選考日程　選考日＝ 12 月 23日／合格者発表＝ 12
月 26日
■問問弘前大学教育学部附属中学校（学園町、☎ 32・
7201）

弘大附属中学校

平成27年度

▽募集対象児　３歳児＝30人（男女不問）
※４歳児・５歳児については、問い合わせを。
▽資格　
①平成23年４月２日～ 24年４月１日生まれ
①保護者と同居ししていること
②通園に要する時間が片道１時間以内であること（青森
市からの通園は浪岡地区のみ可）
※通園には、保護者などによる送迎が必要です。
▽応募書類の交付・受付　
○交付＝９月18日～ 26日の午前９時～午後５時
○受付＝９月 30日～ 10月９日の午前９時 10分～午
後４時半（９月29日は午後２時半から）
※土・日曜日、祝日および10月６日を除く。
■問問弘前大学教育学部附属幼稚園（学園町、☎ 32・
6815）

弘大附属幼稚園
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答えは、①の６台だよ。この他にも、黒
石市や大鰐町などの周辺市町村にあるも
のも合わせて、合計 16 台の救急車で弘
前市や津軽地域の救急活動を
行っているんだ。もしも、救
急車を呼ぶかどうかの判断に
迷ったら、すぐに119番だよ !!


