町民憲章
わたしたちは、津軽海峡の青い海と美しいみどりの丘と、太陽に
恵まれた本州の最北の地に住む大間町の町民です。
先人の力と汗の偉業をたたえ、自然をいつくしみ、郷土を愛し、
自覚と責任をもって、文化的でたくましく、豊かで明るく、うるお
いのある住みよい町にするためにこの憲章を定め実践します。
１．健康でよく働く豊かな町をつくりましょう。
１．きまりを守り、明るく住みよい町にいたしましょう。
１．教養と文化の高い清らかな町をめざしましょう。
１．互いに話し合う平和でなごやかな町をきずきましょう。
１．人を愛し、まことをつくすしあわせな町に育てましょう。

新田将太くん表敬訪問

大間の田中将大、登場!!
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・発表会

10月下旬から
11月にかけて
秋の文化行事が
たくさん
開催されました
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おゆうぎ会・学芸会・
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★まちのできごと★

今年も来ました大間超マグロ祭
10月26日（土）、27日（日）、肌寒い秋の空のもと、大間超マグロ祭が開催されました。
当日はマグロステーキ、マグロ弁当、マグロのカマ焼き、マグロシチュー、大間つるっこラーメン、マグロ
絵べこもちなど、大間の魅力が盛りだくさんの料理、特産品が販売され会場は大いに賑わいました。
毎年恒例のマグロ解体ショーでは、全部で10本のマグロを解体し、即売しました。
観光客の中には鹿児島県から来たという人もいて、いかに大間のマグロが有名か実感することができまし
た。
試食券をゲットするためにマグロに関するクイズに挑戦し、小さい子どもも一生懸命に答えていました。試
食した人たちは口をそろえて「美味しい！！」と舌鼓を打っていました。

敬老会が開催されました

奥本征雄氏のあいさつ

10月18日（金）、総合開発センターで敬老会が開催されました。
当日は163名が出席、新たに123名が入会となりました。
来賓のあいさつで大間町社会福祉協議会副会長の奥本征雄さんが「長生きして、ぜひ一緒に2020年の東京
オリンピックを見ましょう」と敬老者の皆さんと約束していました。
アトラクションでは大間保育園の園児たちがおゆうぎを披露し、途中で音楽が切れるハプニングがあったも
のの、無事踊りきり会場は拍手で包まれました。
その後、園児たちから敬老者の皆さんにちょっとしたプレゼントがあり、プレゼントをいただいた敬老者の
方々からは笑顔がこぼれていました。
敬老者の方々も、園児も楽しいひとときを過ごしました。
▼

大間町役場で火災訓練を実施
10月30日（水）、大間町役場にて火災訓練が実施されました。
この訓練は、災害発生時において避難体制の徹底による役場来庁者や職員の安全確保と消火及び救護活動の
迅速化、的確化に努め、被害の軽減をはかることと、職員の防災意識の向上を目的として実施されたものです。
15時30分、役場給湯室よりガスコンロの消し忘れによる火災が発生。この火災により職員１名が逃げ遅れ
る状況となった、という想定で行われました。
職員は通報班、消火班、誘導班、救護班、搬出班に分かれ訓練に臨み、各々が自分の役割をまっとうしていました。
逃げ遅れた職員を救出するため、消防隊員が２階の窓にはしごをかけ迅速な作業で無事に救出しました。
常日頃から火災には気をつけ、火事のない毎日を過ごしましょう。
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★まちのできごと★

自然ってすばらしい！！
10月24日（木）
、奥戸小学校５年生11名と、奥戸川蝉会（佐藤信彦会長）が、ふる里奥戸の自慢できる大自然を自分
の「目で見て」
「触れて」
「耳で聞く」自然体験学習を行いました。
今年で９回目となる自然体験学習会では、自分たちが毎日当たり前のように使っている水がどこから始まっているのか
調査する奥戸川の源流探検や、樹齢数百年
のミズナラの巨木の幹回り測定、大雨による
土砂災害復旧現場見学、最後に看板を食べ
る木など、自然の驚異を目の当たりにし、あ
らためて自然の力のすごさ、自然環境保護の
大切さを肌で感じていました。また、途中、
赤や黄色に彩られた奥戸の美しい紅葉と出
会い、山ブドウやキノコ（ムキタケ、ハタケシ
メジ）など、山の幸を思いがけなく沢山収穫
驚く生徒たち
みんなで集合写真
でき、児童達はとても喜んでいました。

新田将太君が楽天ジュニアに選出
11月７日（木）
、大間小学校６年の新田将太君が、東北
楽天イーグルスジュニアチーム（楽天ジュニア）に選出された
喜びを報告するため、町長室を訪れました。
楽天ジュニアとは、
「ＮＰＢ12球団ジュニアトーナメント」に
出場、東北野球の実力を全国に示すために結成する18名の
精鋭たちのことです。各県の一般公募の合格者による最終セ
レクションである２回の選考会を経て、東北６県、約３万人か
ら18名の楽天ジュニアチームの中に見事に選出されました。
新田君は「いいピッチングをして成績を残せたらと思いま
す。」と意気込みを述べてくれました。
新田君の武器は116キロを超える速球で、さらに投球だけ
ではなく打撃でも小学生離れしたセンスがあり、今流行りの二
刀流の選手といえるところです。
ＮＰＢ 12球 団ジュニアトーナメント2013は、12月27日
（金）～12月29日（日）の３日間、札幌ドームで行われます。
皆様ぜひ新田君の勇姿を見に、札幌ドームにお越しください。

▲左から田島校長、父・賢司さん、新田将太君、
金澤町長、野崎尚文コーチ
上段左から能戸先生、藤枝日和さん、泉
大 河 君、 下 段 左 か ら 岩 瀬 帆 孝 君、 山 田 虎
太郎君、湊谷桃さん

大間、奥戸小の剣道部が全国大会出場の報告

▼

10月25日（金）
、大間小学校剣道部、奥戸小学校剣道
部の剣士たちが、
第36回全国スポーツ少年団剣道交流大
会青森県予選で優勝した喜びを報告するため、
町長室を
訪れました。
「優勝することができました。
全国大会も頑張りたい
と思います。
」
と報告し、
意気込みを述べてくれました。
試合の感想を聞くと、
「前の人が勝ってつないでくれ
たので楽に試合ができた」
とチームワークの良さを物語
る発言をしてくれました。
全国大会は３月28日（金）
～30日（日）
に石川県で行
われます。
大間・奥戸の剣士たちがしっかりと自分たち
の剣道をできるようにみなさんで応援しましょう。

落語家・三遊亭大楽さんが大間町観光大使に任命
10月17日（木）
、落語家の三遊亭大楽さん（奥戸出
身）が大間町の観光大使に任命されました。
大間町が観光大使を任命するのは初めてのことで、大
楽さんは「しっかり大間をＰＲしていきたい」と意気込みを
述べてくれました。
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★まちのできごと★

第35回大間町音楽祭サウンドフェスタｉｎおおま2013
11月３日（日）、北通り総合センターウイングで第35回大間町音楽祭サウンドフェスタｉｎおおま2013が
開催されました。
当日は「海峡に響けサウンドの虹」のテーマのもと、大間小学校５年による海鳴り太鼓から始まり、大間保
育園、大間幼稚園、各小学校、各音楽教室、合同吹奏楽、コーラスグループＴ・Ｏ・Ｉのみなさんが素晴らし
い演奏や発表を見せてくれました。
その後は東京藝術大学助手の佐藤容子氏、佐藤寛子氏、非常勤講師の前田拓郎氏がプロの演奏を聴かせてく
れました。佐藤容子氏と佐藤寛子氏は大人の歌声で観客を魅了し、前田拓郎氏は大きな大会で賞を取っている
ピアノ演奏家で、聴いている観客をショパンの世界へと引き込みました。
最後は客席の皆さんと一緒に「２つの町へ」を歌い、会場は一体感に包まれました。

産業祭

反射材を着けて夜間の交通事故防止を！
夜間の交通事故の防止対策として、去る、10月23日（水）大間
町交通安全母の会連合会（会長：橋本京子）から、大間地区の全
戸へ反射材（靴への貼付け用）が贈られました。皆さんも夜間の
交通事故には十分ご注意ください。
お詫びと訂正
先月号でお知らせしました、はまなす駅伝大会の結果の小学校の部で３位奥戸チャレンジャーズとありまし
たが、正しくは３位大間小陸上部でした。訂正してお詫びいたします。
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No.317
第42回（平成25年度）大間町書き初め席書大会のお知らせ
期
時
会
作品規

日 平成26年１月９日（木）
間 午前９：00 開会式
11：00 終了
場 大間地区：大間中学校体育館 奥戸地区：奥戸中学校体育館
定 用
 紙は、横24cm、縦100cmとして、当日会場で一人５枚配布します。
（幼児の部は、横24cm、
縦50cm）書体は、幼児、小学生、中学１年生までは「かい書」、中学２年生以上は「かい書」又
は「行書」とします。
参 加 料 無料
審査と表彰 作品は、審査のうえ展示し、優秀作品は表彰します。
・特別賞（全体から）・特選、準特選、佳作（学年ごと）
展 示 会 場 大間町立公民館 階下
展 示 期 間 平成26年１月11日（土）・12日（日）９：00～16：00
課
題 幼
 児：「うみ」高校生・一般：詩句書体ともに自由。小学生、中学生の課題については、学校を
とおして案内します。
そ の 他 次
 のものを各自用意してください。・道具（筆等）・床に敷く敷物（新聞紙等）※床を汚さないよ
うにご協力お願いします。・雑巾 ・使用した筆を入れる袋（会場で筆を洗うことはできません）
・ゴミ袋（ゴミは全て持ち帰りでお願いします。）・上履き
参 加 申 込 園児、児童、生徒は各学校（園）に申込してください。一般は各自で申込みください。
申 込 締 切 平成25年12月16日（月）申 込 先 大間町教育委員会 教育課 ☎37－2103

今月の
あいさつ
運動

～児童生徒をみんなで見守りましょう～

12月12日（第２木曜日）午前７：１０～７：４０

＜大間地区＞ 大間小学校前交差点 町営住宅前交差点 大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞ 電源開発奥戸分所付近
＜材木地区＞ 農村婦人の家前（スクールバス出発まで）
●

●

●

●
●

大間町学力向上研究会

－大間町小・中学校 学力検査から見えてくる 成果と課題－
平成23年度までは３月に１回のみ実施としていた学力検査ですが、25年度からは４月と１月の２回実施と
しました。４月は前の学年で学習した内容の定着状況を、１月は現在の学年で学習した内容の定着状況を見る
ことが目的です。今回は、４月に実施した検査結果をもとに、そこから読み取れる小・中学校の現状と課題、
その課題を解決するための対策を考えてみました（入学したての小学校１学年は実施していません）。

語

小学校の全学年と中学校１学年が、全ての領域（「話すこと・聞くこと」
「書くこと」
「読むこと」
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」）で全国比を上回りました。 ただし、数値
に着目すると、小学校２・３・４学年は、正答率や全国比が下降傾向の領域もあります。

算数・数学

小学校の全ての学年が、全ての領域（「数と計算」「量と測定」「図形」「数量関係」）で全国比
を上回りました。また、
中学校１学年も４領域（「数と式」
「量と測定」
「関数」
「資料の活用」）
中３領域で全国比を上回りました。

英

これまでと同様、全ての領域（「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」）で全国比を
下回りました。

国

語

対

策

今、小・中学校に最も求められている授業は、
「わかる授業」
「できる授業」です。 具体的には、
１【これまで】たくさんのことを教えようとしてきた結果、ごちゃごちゃして、子どもにとって分かりにくい
授業も見られる。
【これから】「ねらい」や「活動」を絞ることで、子どもが学習する（した）ことを自覚できる授業に改善する。
２【これまで】話し言葉でのやりとりが多かったため、子どもがイメージを持てないまま論理だけで進む授業
も見られる。
【これから】人の理解は目に見える情報によるところが大きいので、視覚に訴えて理解につなげることを重
視した授業に改善する。
３【これまで】一人一人が理解したかどうかを確認できないまま進む授業も見られる。
【これから】理解したかどうか表現しない限り分からないので、全員が表現できる場を設定する授業に改善
する。
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大 間 幼 稚 園

”心も体も健康に”
○学習畑の収穫○
５月８日（水）におじいちゃん、おばあちゃん達と一緒に植えたじゃがいもを10月９日（水）に収穫しま
した。大きなじゃがいもを見て、｢おっきいなぁ～ ｣と大喜びする子どもたち、手に持ちきれずスモックに入
れたり、バケツに入れて運んでいました。
収穫したじゃがいもと園で獲れたニンジンを使ったカレーを作っておじい
ちゃん、おばあちゃん達と嬉しそうに一緒に食べ、おかわりをしたりしてい
ました。
園では学習畑で育った野菜、きゅうり・トマト・茄子・枝豆・ズッキー
ニ・かぼちゃ・夕顔・さつまいも等も収穫し、食育活動の一貫としてサラ
ダにしたり、炒めたり、煮たりしていただきました。又、今年初めて落花生
の収穫もありました。初めて土の中から出てくる落花生を見て、興味深々 ｢
わぁ～ ｣｢すげぇ～ ｣「びっくりした～」と、歓声をあげ学習畑が賑わいまし
た。
自分たちが収穫した落花生をおばさんに煮てもらい、おやつに食べると｢
うめぇ～ ｣という声。初めて口にしたものの、おかわりもして食べていまし
た。
今年の学習畑での収穫は落花生掘りで終わり。子供たちは、いろいろな、
野菜の収穫や調理で食材の味を知ってきているので、今ではほとんど嫌がら
ずに食べられる様になりました。

○柿取り○
11月６日（水）、みんなで柿取りをしました。毎年たわわに実る柿は、小
さな実をつけ、少しずつ大きくなり、青い実になり、オレンジ色になり、子
どもたちは、｢先生、柿色付いたよ｣｢取らないの？ ｣と待ちきれない様子を
見せていました。
取った柿をみんなで「しぶぬき」という作業をして｢いつ食べれるの｣と聞
いたり｢早く食べたい｣などと言ってます。
園庭に育つ果物の柿・マルメロを見た事はあるものの収穫の経験がないので、新鮮な気持ちで収穫をしてい
る子供たちです。

○産業祭に参加して○
よさこいソーランの練習を２週間、子供たちは聞きなれた曲だけに、汗だくになり練習をしました。
衣装も鳴子もみんなにとっては憧れだったので真剣に取り組んでいました。また、スコップ三味線は、昨年
の発表会で披露され子供たちの中ではやりたいという気持ちが出てきたのか、曲に合わせてスコップを鳴らす
姿は自信に満ち溢れていました。
会場でのオープニングで幕が上がると発表会とは違い、目の前の近い
距離に大勢の観客がいてびっくりしていました。それでもみんな元気に
堂々と披露してくれました。やり終わった後の子供たちはお客さんや、
家族、みんなに褒められ一人一人の満足感が見られました。経験が自信
となることでしょう。
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病院だより Ｎｏ.１９０

内科医長

武田

溫

「あなたはなぜ、お薬を飲むのですか？」
お久しぶりです。大間病院に赴任して約半年になります、武田です。今回は題名の通り、なぜお薬を飲むの
か、再度考えて頂くためのお話です。
なぜお薬を飲まなければいけないかご存知でしょうか？お薬は高い買い物ですし、症状のない高血圧等に関
しては効果の実感はありませんし、強制されている訳でもないです。
実は、お薬で『治癒する』病気はほとんど無いと思ってください。肺炎や膀胱炎等、感染症はもちろん『治
癒』することはありますが、高血圧や糖尿病など多くの慢性的な病気は、あくまでも症状や合併症を未然に防
ぐための治療です。
つまり、お薬を飲む理由は大きく分けて３通りしかありません。①治癒するため、②有効な治療法のない病
気の症状を和らげるため、③将来起こる可能性が高い病気を予防するため、の３つだけです。それ以外の「飲
んでいるとなんとなく楽だから」や、
「飲まないと心配だから」といった理由は、お薬を飲む理由になりません。
なぜなら、そのための効果が証明されていないからです。効果が曖昧なお薬を飲んでいると、いつか必ず、副
作用や飲み合わせで困ることになります。
もし、現在お薬を飲んでいる方がこれを読まれていれば、今、お薬を取り出してください。その一つ一つを
見て、なぜ飲んでいるか思い出してください。血圧を下げるため、コレステロールを下げるため、それとも脚
のしびれをとるためですか？10年前から飲んでいる、あのお薬はなぜ飲んでいるのですか？共通して言える
のは、
『将来、家族みんなで健康で暮らしていたい』から飲んでいる方が多いのではないでしょうか？その目標
が達成できているか、今度相談するのも良いでしょう。
病院はカルテの保存義務は５年と決まっており、それ以前の物は破棄されてしまいます。最初に処方した病
院や医師はもういないかもしれません。よって、自分の健康は自分で守る意識が大事になります。どのお薬
を、どのような目的で飲んでいるのか自分で管理しなければいけません。
最後にお願いしたいのですが、お薬を飲む者の責任として、お薬の名前を覚えてください。覚えられない方
はお薬手帳を持ち歩いてください。効果のあるお薬を探すため、大間病院でも努力しますので。

一人暮らし高齢者新年会のおしらせ

２６
２６

無料

熊谷
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担当 ： 山崎管理栄養士

飲みすぎによる体への悪影響

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

サロンぬくもり
日
場
時

時 12月3日（火）
所 大間公民館
間 13：00 ～ 15：00
お茶を飲みながら、
楽しかったこと、
つらかっ
たこと等話しませんか？精神保健ボランティア
がお待ちしてます。

12月の保健行事
日 時
対象者

ハローベビールーム
日 時
対象者
場

所

日 時
対象者

場

所

12月4日（水）
平成25年7月～平成25年8月生
平成25年1月～平成25年2月生
総合開発センター

場

12月18日（水）
四種混合（三混・ポリオ未接種の方）
平成18年6月19日～平成25年9月18日生
肺炎球菌
平成20年12月19日～平成25年10月18日生
所 大間病院外来

日本脳炎予防接種
日 時
対象者

BCG
ヒブワクチン予防接種

12月11日（水）
BCG
平成25年4月12日～平成25年7月11日生
ヒブ
平成20年12月12日～平成25年10月11日生
大間病院外来

四種混合
肺炎球菌ワクチン予防接種

場

12月25日（水）
平成21年4月2日～平成22年12月24日生
（１期未接種の方)
所 大間病院外来

※母子健康手帳の交付を希望される方は、保健師が不
在の場合もありますので、あらかじめ電話で確認し
てください。
※乳 幼児の健診および予防接種は対象者に個 別通知
します。
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●インフォメーション●

子どもと高齢者の皆さんへ インフルエンザ予防接種に助成します！
町では、11月から大間町に住所のある高校生までの子どもと高齢者の方に接種費用の補助を行っています。
この助成は、インフルエンザの発症や重症化、蔓延化を防ぐとともに、予防接種による経済負担の軽減を目的
としています。助成を希望する方は、下記期間内に接種ください。
〇接種期間
〇接種費用の補助対象者および接種費用
平成25年11月１日
対 象 者
接種費用
～平成26年１月31日
乳幼児（生後６ヶ月以降）
無料（全額公費負担）
〇接種場所
小中学生
無料（全額公費負担）
大間病院
高校生
２,000円（一部公費負担）
（町内小中学校・幼稚園・ 65歳 以 上 の 方 お よ び60～64歳 で 心 ２,000円（一部公費負担）
臓、腎臓、呼吸器の障がいのある方 生活保護世帯は無料（全額公費負担）
保育園（集団接種））
（身体障がい者１級程度の方）
〇接種対象者
上記以外の一般の方
３,500円（全額自己負担）
すべての町民
※詳しい、インフルエンザ予防接種については、大間病院からの記事をご覧ください。
【助成に関する問い合わせ先】 住民福祉課 健康係 ☎37－2111（内線21）

親と子のよい歯のコンクール
６月８日、むつ保健所管内の「親と子の良い歯の
コンクール」
（県歯科医師会・青森県主催）がむつ市
下北文化会館で開催されました。
コンクールには、管内の３歳児健診で虫歯がなく、
お口の中が健康なお母さんとお子さん39組の中18
組が参加し、むし歯の有無や歯ぐきの状態、かみ合
わせ等、歯の健康状態が診査されました。
大間町から伊藤喜重子さん・美姫ちゃん親子が優
秀賞受賞となりました。
11

●インフォメーション●

平成26年度保育所入所児童の募集時期変更について
先月号でもお知らせしましたが、毎年、12月中に実施している保育所入所申込みの時期が、下記のとおり
変更となりますので、申込みを希望する方は事前に書類の準備等をお願いいたします。なお、継続して入所を
希望する場合も、毎年、申込書の提出が必要となりますのでご注意ください。
○受付期間 平成26年１月６日（月）～平成26年１月31日（金）まで
○受付場所 大間町役場 住民福祉課
○提出書類 １ 保育所入所申込書（住民福祉課窓口にあります。）
２ 家庭状況調書
３ 就労証明書（源泉徴収でも可）
４ 両親の所得税のわかるもの
○給与所得者 平成24年分源泉徴収票の写し ○確定申告者 平成24年分確定申告書の写し
○事業所得者 平成24年分確定申告書の写し ○所得税が０円の場合は平成24年度町民税課税証明書
※保育時間や入所定員などの詳細は１月号の広報に掲載します。
問 住民福祉課 ☎37－2111（内線25）

2013年

海上自衛隊

大湊音楽隊

クリスマスコンサート

北通り三ヶ町村の皆さまに、広く音楽に親しんでいただけるよう、「海上自衛隊 大湊音楽隊」による、楽
しいコンサートを開催します。
今回は三ヶ町村の高校、中学校の吹奏楽部員とのコラボレーションによる特別プログラムも企画しています。
みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

日時：平成25年12月 ８日（日）
午後２時～午後４時（開場 午後１時15分）
場所：北通り総合文化センター「ウイング」 入場無料

※無料送迎バスもご利用ください。帰りのバスは、午後４：00発となります。
－大間地区－

東北電力（株）
大間サービスセンター前
蛯子写真館前
旧 原酒店前
高橋書店前
田口理髪店
吉本商店前
割石バス停
汐見町バス停
大間崎
美島町バス停
朝日町バス停
三番坂バス停

－材木・奥戸地区－
午後

１：００

旧 菊池みやげ店前

午後

１：００

１：１２
１：１４
１：１６
１：１８
１：２０
１：２２
１：２４
１：２６
１：２８
１：３０
１：３２

小林和美氏宅前

１：１３

電源開発奥戸分所前

１：１６

向町漁協倉庫前

１：１９

向町バス停

１：２１

北奥戸バス停

１：２４

問北通りクリスマスコンサート実行委員会
事務局 住民福祉課 ☎37-2111（内線25）

除 雪 に関するお願い
冬季間の積雪により、道路が交通障害を起こし、地域産業や住民の日常生活に影響が出ないように今年度も
除雪体制の強化に努めます。
①路上駐車はしないでください
 除雪作業のほとんどは、夜間及び早朝となり、降雪や地吹雪のため視界も悪く非常に危険な作業です。こ
のため、路上駐車があると除雪作業が不可能になり、周囲の人たちに迷惑をかけます。
 「路上駐車はしない・させない」を合言葉に、みんなで路上駐車をなくしましょう。
②除雪車を見たら徐行してください
 除雪作業中は、
黄色の回転灯を点灯させながら走行しておりますが、
事故を回避するために徐行をお願いします。
③作業中の除雪車から離れてください
 除雪車に近づくと運転手の死角となり、非常に危険です。
 また、雪に混じっている砕石等が飛散する場合もありますので、作業中の除雪車には絶対に近寄らないで
ください。
④道路に物を置かないでください
 道路上に私有物件（看板、のぼり、植木鉢等）を置きますと、除雪車が巻き込んだり衝突等の事故発生に
つながりますから、道路に出さないようにお願いします。
⑤故障車には、目印に赤い旗を立ててください
 車を乗り捨てますと、地吹雪や降雪等で車が雪に埋まり、除雪車が衝突する恐れがありますので、赤い旗
をできるだけ高く立ててください。
⑥道路に雪を出さないでください
 私有地内の雪を道路（歩道も）に出すと、交通障害や交通事故等の原因となる恐れがあります。雪を出さ
ないよう皆さんのご協力をお願いします。
問

生活整備課

☎37－2111（内線35）
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大間病院よりお知らせ
【インフルエンザ予防接種について】
大間病院では、平成25年度「インフルエンザ予防接種」を下記により実施いたします。
【接種期間】
平成25年11月１日～平成26年１月31日
（月曜から木曜の８時15分から11時30分までに病院窓口で受付してください。）
【接種場所】
大間病院外来（町内小中学校及び幼稚園、保育園等へは訪問し接種いたします。）
【接種対象者】
全ての接種希望者対象です。
【接種料金】
・一 般（下記に該当しない方） ３,500円（税込）
・小 児（満12歳までの方） ０円（全額町で助成）
２回接種法となります。
（第１回目接種日から２～４週間後を目安に第２回目の接種を受けてください。）
・町内小中学校及び幼稚園、保育園等の児童、生徒（申込者）
０円（全額町で助成）
昨年と同様に学校等に訪問し接種いたします。
なお、日程については決定しだい学校等を介し、お知らせいたします。
・高校生
２,000円（税込）
大間町に住所を有し、高校に在籍している方
・高齢者
２,000円（税込） （生活保護世帯は、０円）
（65歳以上の方及び60歳～ 64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器等の障害を有する方で、大間町在住の方）
病院窓口において、お申し込み及び負担金のお支払いをしていただきます。
接
 種希望日に直接病院へ来院していただければ、お申し込み、接種、負担金のお支払いが全て病院内で
できますので、お間違えのないようお願いいたします。
また、高齢者におかれましても実施期間外の接種は任意となり「一般」扱いとなります。
※ご自分が高齢者に該当するかどうかは、役場住民福祉課、または病院医事係へご確認ください。
【そ の 他】
乳幼児の方で、集団接種（保育園・幼稚園）に申し込まないで病院で接種する方も、母子手帳を持参して
ください。
【お問合せ】
ご不明な点などは、下記にお問合せください。
・お申し込みや料金についてのお問合せ 大間病院
医事係
☎37－2105
・ワクチン接種要領についてのお問合せ 大間病院
外来直通
☎37－3103
・問合せ時間 ８：15 ～ 16：00まで

農業・漁業用免税軽油の免税証交付申請の受付について
平成26年３月から使用する農業用免税軽油及び同年４月から使用する漁業用免税軽油の免税証の交付申請
を、次の日程により受付します。
１ 受付日 平成25年12月11日（水）から13日（金）までの３日間
２ 時 間 午前８時30分から午後５時15分まで
３ 場 所
①平成25年12月11日（水）～ 12日（木） むつ合同庁舎旧館２階小会議室
②平成25年12月13日（金）
むつ合同庁舎旧館３階大会議室
※申請書類は郵送でも受け付けていますが、平成25年12月27日（金）必着で提出ください。
４ 農業用免税証の申請に必要なもの
①印鑑
②耕作証明書
③免税軽油使用者証（初めて申請する方を除く）
④返信用郵便切手390円分
⑤使用機械の譲渡証明書（初めて申請する方及び使用機械に変更がある方）
５ 漁業用免税証の申請に必要なもの
① 印鑑
② 免税軽油使用者証（初めて申請する方を除く）
③ 返信用郵便切手390円分
④ 初めて申請する方及び使用機械に変更がある方は、使用機械の譲渡証明書、漁船の
写真（前、後、横、エンジン）及び登録証
※免税軽油使用者証の有効期限が、平成26年12月31日より前に期限切れとなる農業の方、平成27年３月
31日より前に期限切れとなる漁業の方、初めて申請する方、使用機械に変更がある方は、上記４，５のほか、
青森県収入証紙400円分が必要です。
不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
問 下北地域県民局県税部課税課 ☎22－8581（内線208）
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農業委員会委員選挙に関する選挙人名簿の調製について
町選挙管理委員会では、農業委員会等に関する法律により、有権者の申請に基づいて、その選挙資格を調査
し、毎年１月１日現在で農業委員会委員選挙人名簿を作成します。この選挙人名簿に登載されていないと、選
挙権や被選挙権がなくなりますのでご注意ください。
つきましては、以下の要件を満たす方は広報折込の「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」に必要事項を
記入の上、１月10日（金）までに大間町農業委員会に申請をお願いします。
◆要件
① 10アール以上の農地につき耕作の業務を営む者
② ①の者の同居の親族又はその配偶者
③ ①の面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員、社員又は株主
＊①～③の要件を満たす20歳以上の方が有権者となります。
なお、作成した選挙人名簿は、平成26年２月24日から15日間町選挙管理委員会で縦覧できます。
問 大間町選挙管理委員会又は大間町農業委員会 ☎37－2111

フェリー大間～函館航路運休について
年末年始の期間中（平成25年12月30日～平成26年１月４日まで）一部の便を運休とさせていただきます。
また、年末年始のダイヤ並びに就航船舶の一部が変更になりますので、下記運航スケジュールをご参照の上、
ご利用下さいますようお願い申し上げます。
ご利用の皆様には、大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願いを兼ねご案内申し上げ
ます。
函館～大間航路
函館発
大間発

０９：１０
１６：３０
０７：００
０８：１０
１４：１０

１２／２９～１２／３０
○
○
○

１２／３１～１／３
×
○

１／４～
通常運航
通常運航

○
×
×印は運休いたします。

○
○印は運航いたします。

通常運航

※12 ／ 31 ～１／３の間は、大間発08：10のダイヤが変更となります。
問

津軽海峡フェリー株式会社

大間支店

☎37－3111

大間病院の年末年始休診日のお知らせ
12月

１月

28日（土）
休

診

１日（水）
休

診

29日（日）
休

診

２日（木）
休

診

30日（月）
診

療

３日（金）
休

診

31日（火）
休

診

４日（土）
休

診

５日（日）
休

診

６日（月）
診

療

12月31日（火）より１月５日（日）まで、年末年始のため休診といたします。
なお、救急患者については随時受付いたします。
問 大間病院 ☎37－2105

むつ病院からのお知らせ
①むつ総合病院へお見舞いされる皆様へのお願い
 ノロウイルスやインフルエンザが流行りだす時期となりました。お見舞いされる皆様には、入院患者さん
への感染防止と負担軽減のため、面会時間の厳守をお願いいたします。

面会時間：午後１時から午後８時まで
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解のほどお願いいたします。
②むつ総合病院の年末年始の外来診療について
 平成25年12月30日（月）から平成26年１月３日（金）までの年末年始の期間につきましては、12月30
日（月）のみ診療日となります。
 ただし、診療科によっては休診となる場合がありますので、ご確認のうえ、ご来院くださいますようお願
いいたします。
問 むつ総合病院医事課 ☎22－2111
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第65回人権週間

特設人権相談所の開設について

人権に対する困りごとや心配ごとの相談所を下記の日程で開設します。相談は無料ですのでお気軽に御相談
下さい。また、相談内容の秘密は固く守られます。
１．相談所開設日時
12月６日（金） 午前10時～午後３時
２．相談所開設場所
大間町立大間公民館 ２階
３．相 談 内 容
親
 子、夫婦、扶養、相続、借地、借家、名誉、信用、差別、虐待、いじめ、体罰な
どの人権問題の相談内容となります。
※大間町人権擁護委員（新井田義成氏・石澤一昭氏・目時浩美氏・大場弘子氏）
問 住民福祉課 ☎37－2111（内線26）

むつ税務署からのお知らせ
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

・平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円
を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方（所得
税の申告の必要がない方を含みます。）について、平成26年1月から同様に必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.gp.jp）に記載され
ていますので、ご覧下さい。
詳しくは最寄の税務署にお問い合わせ下さい。
問 むつ税務署 ☎22－3294

交番速報～大間警察署からお知らせ～

高齢運転者
死亡事故連続発生！！
～高齢者４人死亡～
10月中に発生した死亡事故４件（10 ／ 20現在）
４件中３件が高齢運転者による事故で、亡くなった方は４件とも全て高齢者でした。
事故状況
【運転：高齢者
（死亡）】

【運転：高齢者】

『ケース１』
対向車線にはみ出して
大型トラックと正面衝突

『ケース２』
T字路右折中に
歩行者と衝突

【自転車：高齢者（死亡）】 【歩行者：高齢者（死亡）】
『ケース３』
道路横断中の
自転車と衝突

高齢運転者の方へのお願い
〇疲れを感じたら、こまめな休憩！
〇交差点を通る時は、確実な安全確認！
〇夕暮れ・夜間時は、特に歩行者・自転車に注意！

【年末年始のごみ収集について】
12月30日（月）～
１月４日（土）まで休業
問 住民福祉課 ☎37－2111（内線23）

年末のし尿汲み取りはお早めに！
年末のし尿汲み取りは12月14日（土）
までに申込んだ分とします。
なお、申込み順に汲み取りを行います
ので、日時指定はご遠慮ください。
問 ㈲大間運輸 ☎37－2805

経済産業省・青森県・大間町
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『ケース４』
道路横断中の
歩行者と衝突

●インフォメーション●

不動産取得税（県税）の軽減制度について
不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに一度だけ課税される県の税金です。
銀行、郵便局の他、コンビニエンスストアでも納付することができます。
軽減制度には次のものがあります。
１ 住宅の軽減制度
（１）新築（未使用の建売住宅等を含む。）で床面積が50㎡以上240㎡以下である住宅（以下、特例適用住宅
といいます。）を取得した場合、最高1,200万円（特例適用住宅であり、
「認定長期優良住宅」を平成21年
６月４日から平成26年３月31日までに取得した場合は1,300万円）が価格から控除されます。
（２）一定の条件を満たす中古住宅（以下、既存住宅といいます。）を取得した場合、住宅が新築された時期
に応じて最高1,200万円が価格から控除されます。
※既存住宅の条件
ア 取得者が自ら居住するものであり、床面積が50㎡以上240㎡以下であること
イ 次のａ、ｂのいずれかに当てはまること
ａ 昭和57年１月１日以降に新築されたものであること
ｂ 昭和56年12月31日以前に新築されたものである場合には、新耐震基準に適合していることが取得日
以前に証明されていること
２ 住宅用土地の軽減制度
次の（１）～（３）のいずれかに当たる場合は、法律で定める金額が税額から減額されます。
（１）土地を取得した日から３年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合
（２）土地を取得した日前１年の期間内に、その土地の上に特例適用住宅を取得していた場合
（３）土地を取得した日の前後１年以内に、その土地の上に既存住宅を取得した場合
なお、これらの軽減を受けるためには申告が必要となります。
問 下北地域県民局県税部課税課 ☎22－8581（内線208）

障害に関する相談所の開設について
（大間町相談支援事業実施の日程について）
◎相談支援事業とは、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、
必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
11月の日程は下記のとおりです。
日 時：平成25年12月18日（水）
時 間：午後１時～午後２時
場 所：大間町社会福祉協議会
むつ市障害者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気軽にご相
談ください。※混み合う場合がありますので、事前に連絡下さるようお願いいたします。
問 住民福祉課 ☎37－2111（内線23）

むつ高等技術専門校から受講募集のお知らせ

放送大学４月生募集のお知らせ

建築大工技能検定講習
10名
25年11月20日（水）８：30～
25年12月10日（火）17：00まで
訓練期間 26年１月９日（木）～26年１月16日（木）
（土・日・祝日を除く５日間）
訓練時間 18：00～21：00まで
募集資格 在職者で建築大工を受験する方
受 講 料 1,300円
問 青森県立むつ高等技術専門校
☎24－1234 担当 佐藤・杉本

創立30周年を迎えた放送大学では平成26年度第１
学期（４月入学）の学生を募集中です。
放送大学はテレビ等の放送やインターネットをと
お し て 学 ぶ 通 信 制 の 大 学 で す。 心 理 学・ 福 祉・ 経
済・歴史・文学・情報・自然科学など、幅広い分野
を選べます。
出願期間は２月28日まで。 資料を無料で差し上
げています。
お気軽に放送大学青森学習センター
（☎0172－38－0500）または八戸サテライトスペース
（☎0178－70－1663）までご請求ください。

募集人員
募集期間

平成26年度 指名競争入札参加資格審査申請の受付について
一部事務組合下北医療センター（指定管理施設を除く）が発注する工事の請負、測量・コンサルタント業務、
物品の製造・販売、役務の提供等の指名競争入札に参加を希望する方は、申請してください。
【受付期間】
平成26年１月10日～31日※土・日曜及び祝日を除く
【提出関係書類】
	むつ総合病院ホームページから申請要項及び様式をダウンロードし、申請要項に基づき、
それぞれの業種に応じて必要な書類を取り揃えて提出してください。
※ダウンロードサイトのアドレスは次のとおりです。 http://www.hospital-mutsu.or.jp/shimei.html
【資格の有効期限】 平成26年度及び平成27年度の２年間（平成26年４月１日から平成28年３月31日まで）
【提出方法】
持参、郵送のいずれでもかまいません。
問 〒035-8601 青森県むつ市小川町一丁目２番８号 一部事務組合下北医療センター むつ総合病院
管財課契約審査係 ☎22－2111（内線3273）
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あなたも参加

わたしもやります “交通安全”

平成25年県内の交通事故概況
青森県交通対策協議会 平成25年10月31日現在

年間累計

416件（－48）

4,071件（－161）

８人（＋４）

35人（－11）

504人（－49）

5,025人（－192）

死 者 の 状 態

発生 死者 傷者

10月中

年齢別

高齢者の死者（65歳以上の人）

24人（＋ ３）

夜

夜間の死者

14人（－10）

状態別

歩行中の死者

10人（－10）

飲酒
シート
ベルト

飲酒運転による死者
自動車乗車中の死者
非着用死者

４人（＋ ２）
17人（＋ ２）
５人（＋ １）

※（ ）内は対前年比です。また、速報値のため後日変更することがあります。

毎月１日は「県民交通安全の日」 15日は「高齢者交通安全の日」

冬の交通安全県民運動

毎年この時期は、夕暮れ時・夜間における高齢者の事故や、飲酒運転による重大事故の発生が懸念されるほ
か、積雪・凍結路面でのスリップ事故が多発する傾向にあります。
交通ルールの遵守と交通マナーの実践について再確認し、県民総ぐるみで交通事故の防止に努めましょう。
◆運動の期間
平成25年12月11日（水）から12月20日（金）までの10日間
◆運動の重点
１ 高齢者の交通事故防止
２ 飲酒運転の根絶
３ 冬道の安全運転の推進
４ 踏切事故の防止

県民総ぐるみで交通事故を防止しましょう
「下北地域健康アップフォーラム」開催

下北地域の皆様とともに考え、ともに下北地域の健康アップをめざすためにフォーラムを開催します。
【内 容】
〇小・中学生による下北健康アップ標語発表・表彰 〇シンポジウム「健康なまちづくりをめざして」
〇講演「タニタ社員食堂健康セミナー」 講師 株式会社タニタヘルスリンク 管理栄養士
〇下北地域健康宣言
【日 時】12月21日（土） 午後１時30分～３時30分（試食コーナー、ミニ体験コーナーは12時～）
【場 所】むつグランドホテル １階 天翔の間
【参加料】無料（定員300名）
【その他】 〇試食コーナー：下北食材を使ったメニュー、減塩みそ汁 等
〇ミニ体験コーナー：筋量測定、BMI測定、呼気一酸化炭素濃度測定 等
〇救急コーナー：AED、救急蘇生法の紹介 等
〇ゆるキャラふれあいコーナー：ムチュラン、雲丹（うんたん）、海軍コロちゃん
〇お子さまじゃんけん大会（午後０時30分～１時20分）
問 下北地域県民局地域健康福祉部保健総室（むつ保健所）フォーラム担当 ☎24－1231

家きんを飼養しているみなさまへ
鶏、うずら、きじ、七面鳥、あひるなどの家きんを飼養している方へのお知らせです。
これまでの日本における高病原性鳥インフルエンザの発生状況を調査すると、渡り鳥などの野鳥によって日
本へウイルスが持ち込まれた可能性が高いと言われています。これから北方の渡り鳥がやってくる季節となり
ますが、特に今後は高病原性鳥インフルエンザの防疫対策が重要となります。
小羽数の家きん飼養者でも高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生した場合、大規模農場の家き
んへ伝染する可能性があります。
家きんを飼養している方は以下のことに注意して高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生しない
ようにお願いします。
①家きん舎専用の衣服や靴を使用する。
②家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で飼養しない。
③飼養場所やその周辺及び器具の清掃や消毒を定期的に実施する。
④野鳥などが侵入しないように防鳥ネット（網目の大きさが２ｃｍ以下のもの）を設置し、破損があった場
合には速やかに補修する。
なお、家きんを飼養している方でむつ家畜保健衛生所で発行している家畜衛生情報が送付されていない方
は、むつ家畜保健衛生所もしくは大間町役場産業振興課までお知らせください。
また飼養している家きんが、原因不明で短期間に複数死亡した場合には、すぐにむつ家畜保健衛生所まで通
報してください。
問 下北地域県民局地域農林水産部 むつ家畜保健衛生所
☎22－1254
大間町役場産業振興課 ☎37－2111（内線57）
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♨大 間 温 泉♨
海峡保養センター
■営業時間

ママとベビーが集まってワイワイおしゃべり・

８時00分～21時00分



☎37－4334

お遊びしているサークルです。気軽に遊びに来ま

＊指定された駐車場に駐車してください。玄関前、
ロータリー付近は駐車禁止となっております。

対象者：０才～保育園／幼稚園入園までのベビー
＆ママ

養老センター
■営業時間

せんか？もちろん参加無料！

開催日：12月３日㈫、10日㈫、17日㈫、24日㈫

９時00分～20時00分

■今月の休館日
３日、10日、17日、24日、31日


場

所：総合開発センター２階和室

時

間：午前10：00～12：00

問住民福祉課

☎37－2411

＊指定された駐車場に駐車してください。

☎37-2111（内線21・22）

平成25年10月末現在（ ）前月比

人

口

男

女

10月届出分

「戸籍の窓」には大
間町に住民登録をし
ている人の出生、死亡、結婚について記載し
ますが、個人のプライバシーを尊重する意味
で載せてほしくない人は届出の際に係に申し
出てくださることをお願いいたします。

世 帯 数

総数

6,025（－13） 3,120（－７） 2,905（－６） 2,569（－３）

大間

4,671（－９） 2,435（－３） 2,236（－６） 2,013（－５）

奥戸

1,177（－４）

594（－４）

583（±０）

484（＋１）

材木

177（±０）

91（±０）

86（±０）

72（＋１）

お誕生
おめでとう
れ

第548号

な

佐々木玲南（ 純 ）

いよいよ本格的な冬が始まりましたね。
12月といえばクリスマスですが、クリスマスが終
わればもう一年が終わってしまいますね。みなさんは
今年どのような１年だったのでしょうか？
私は４月に役場に入り、あっという間に現在に至り
ます。時間が経つのが年々早くなっているような気が
します。
話がほんの少しだけ変わりますが、楽天が優勝しま
村
したね。おめでとうございます。◯

広報

保健師

新田

いと し

愛志（忠明）

ご結婚
おめでとう
今月はありません

おくやみ
申し上げます
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敬一

86歳

伊藤

義雄

77歳

