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韮崎市職員募集・認知症カフェ

認知症カフェがオープン！
■問い合わせ　峡北広域行政事務組合 総務課 総務担当　☎ 22ｰ3311（内線 122・124）　http://www.kyohoku-koiki.jp/

■問い合わせ　政策秘書課 政策人事担当（内線 322・325）　http://www.city.nirasaki.lg.jp

※日程・内容等は変更になることがあります。詳細は連絡先にお問い合わせください。

オレンジカフェ・虹 こすもすカフェ こもれびカフェ

日　程

8 月 22 日（火）

13 時 30 分 　 
～ 15 時 30 分

7 月 13 日（木）

10 時～ 13 時

7 月 29 日（土）

14 時～
10 月 24 日（火） 9 月 14 日（木） 9 月 28 日（木）
12 月 26 日（火） 10 月 19 日（木） 10 月 27 日（金）
2 月 27 日（火） 11 月 16 日（木） 11 月 28 日（火）

1 月 18 日（木） 1 月 29 日（月）

場　所 韮崎市民交流センター
「ニコリ」1 階会議室

こすもす本町通りデイサービス
（文化村）

愛の家グループホームにらさき
（龍岡町）

内　容 交流会、介護経験者との集い、体操教室、
笑いヨガなど

交流会、体操教室、リース作り、
団子作りなど

情報交換会、ミッケルアート体験会、
タクティール・ケア体験会など

参加費 100 円 /1 回 無料 200 円 /1 回

実施主体 公益社団法人　認知症の人と家族の会
峡北地域・虹の会 （有）こすもす 愛の家グループホームにらさき

申し込み
連絡先

申し込み不要
☎ 22ｰ0366・22ｰ3566

要申し込み（材料準備のため）
こすもす本町通り：☎ 21ｰ3237
　　こすもす藤井：☎ 23ｰ6188

申し込み不要
☎ 21ｰ2222

　平成 30年 4月採用　韮崎市職員の募集

採用職種 採用者数
採用要件等

採用日 募集受付 試験日 試験種目
年齢要件 その他の要件等

行　政
（一般事務） ５名程度 採用時

30 歳以下 ［住所要件］
行政（一般事務・土木）については、
採用後に韮崎市内に居住できる者。

（ただし、障害者対象選考は除く )

［学歴・資格等要件］
採用職種により、要件が異なるので、
詳細は職員採用試験案内で確認して
ください。

［職員採用試験案内］
市ホームページに掲載。市役所１階
受付、保健福祉センター、市立病院
事務局にて配布。

平成 30 年４月１日

※４月１日以降に
資格免許取得見込
の者は、この日以
降になる場合があ
ります。

７月 18 日（火） 
～８月 10 日（木）

「１次試験」
９月 17 日

（日）

「２次試験」
10 月 22 日

（日）

「３次試験」
11 月中旬

「１次試験」
筆記試験

「２次試験」
集団討論

「３次試験」
面接試験

行　政
（一般事務）

障害者対象選考
１名程度

採用時
40 歳以下

行　政
（土木） １名程度 採用時

30 歳以下

行　政
（保育士） ２名程度 採用時

35 歳以下

医　療
（保健師） １名程度 採用時

30 歳以下

医　療
（看護師） ２名程度 無

　平成 30年 4月採用　峡北消防本部　消防士の募集
採用職員 試験区分 採用者数 採用日 申込受付・試験日 年齢・学歴要件 住所要件

消防職

上　級
（大学卒業程度）

若干名 平成 30 年
４月１日

■申込書配布・受付
　７月３日（月）～８月 10 日（木）
　９時～17時（土、日、祝日を除く。）
■試験（１次試験）
　９月 17 日（日）
■会場
　峡北広域行政事務組合
■試験案内・申込書等
　組合ホームページに掲載、組合総
　務課にて配布

平成４年４月２日以
降に生まれた人で、大
学を卒業した人また
は平成 30 年 3 月末ま
でに卒業見込みの人

平成 29 年８月 10 日以前
から引き続き、韮崎市、北
杜市、甲斐市（旧双葉町に
限る。以下「組織市」とい
う。）に住所（住民登録）
を有する人（就学、就職の
ため、一時的に組織市外に
居住していても、家族が要
件に該当する人を含む。）
で、採用後、組織市に居住
できる人 　　

初　級
（高校卒業程度）

平成６年４月２日以
降に産まれた人で、高
校を卒業した人また
は平成 30 年 3 月末ま
でに卒業見込みの人

未来の韮崎市のために、君にできる仕事があります

　認知症カフェとは、認知症の人やその家族、また地域住民やケアの専
門家が情報交換をしながら集う場です。今年度は市内に３か所オープン
しました。誰でも参加可能です。気軽にお立ち寄りください！
■問い合わせ
　地域包括支援センター（もの忘れ相談センター）
　☎ 23ｰ4313・23ｰ4464　FAX 23ｰ4316

平成30年度韮崎市職員募集


