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。

大間幼稚園豆まき会』

鬼は外！福は内！

『２/２

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。

★まちのできごと★

町内各園で豆まき会が行われました
町内各園で豆まき会が行われました。園児たちは鬼が登場すると、自分で作った鬼のお面をつけ、
「鬼は外！福は内！」と叫び、鬼を退治していました。
逃げまわる子や立ち向かう子、鬼の迫力に泣いてしまう子がいましたが、最後にはみんな笑顔で
豆拾いをして、たくさんの豆とお菓子にご機嫌でした。
２月２日大間幼稚園豆まき会

２月３日うみの子保育園豆まき会

２月３日大間保育園豆まき会
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★まちのできごと★

株式会社熊谷商事から大間町へ寄附がありました
２月17日(木)町長室において、株式会社熊谷商事
代表取締役 熊谷恵太郎氏より町の地域振興事業へ
の活用を目的として４万円が寄附されました。
この寄附は、株式会社熊谷商事が株式会社マハロ
フーズ（八戸市）と共同で大間まぐろの赤身や血合
いを使用したペットフードを開発・販売した売り上
げの一部から行われるもので、販売を続けている間
は寄附を継続して下さるとのことです。
御厚意に心より感謝申し上げますとともに、町の
行う事業に活用させていただきます。

大間幼稚園かるた大会が行われました
１月26日(水)に大間幼稚園で「かるた大会」
が行われました。
園児たちは白熱した戦いを繰り広げ一喜一憂
し、負けて悔しさのあまり泣いてしまう園児も
いましたが、負けていても諦めずに頑張ってい
ました。また、読み手の先生にフェイントをさ
れても、引っ掛からずにお手付きをしないとこ
ろが多く見られ、遊びながら練習をした成果が
発揮されていました。

大間町消防団へ広報車両が交付されました
事 業 名：日本消防協会車両交付事業
交 付 車 両：消防団防災学習災害活動車
（三菱デリカ）
交付年月日：令和４年２月２日
この度、公益財団法人日本消防協会より大間
町消防団へ広報車両が交付されました。
今後の消防団活動及び消防業務に有効活用し
ていきます。

交通死亡事故ゼロ 13年達成
大間町では令和４年１月12日午前０時をもって交通死亡事故ゼロ13年を達成しました。この記録
は県内市町村における現在継続中の記録の中で最長となっています。
今後においても、車を運転する方は早めのライト点灯や、後部座席を含むシートベルトの着用、
歩行者は反射材の着用等、事故防止に努めてくださいますようお願いします。
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令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請について
18歳以下の子どもに対して10万円を給付するものです。まだ申請をされていない方は令和４年３
月31日で受付が終了しますので、手続きをお願いします。
■給付金の対象となる方
※以下、①～③のいずれかに該当する方
① 令和３年９月分の児童手当（本則給付）支給対象となる児童（令和３年12月23日に支給済み
です。）
② 平成15年４月２日から平成18年４月１日生まれの児童。
③ 10月以降令和４年３月31日までに生まれた児童手当支給対象児童（新生児）
■給付額
児童１人当たり一律10万円
■用意していただくもの ・身分証明書（運転免許証又は保険証等）
・振込口座のわかるもの（通帳又はキャッシュカード）
■申請期間
令和４年３月31日(木)まで
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

緊急通報（119番）不通のお知らせ
下北消防本部からのお知らせです。
令和４年３月４日(金)午前０時50分から午前１時10分の間、ＮＴＴの工事により、約３分間
１１９番と消防の一般電話がつながらなくなります。
通報がつながらないときは、携帯電話を使用して下記の番号にかけるか、数分待ってから１
１９番におかけ直しください。

臨時通報電話 ☎０９０-５１８７-８８５２
※この番号は今回限りの通報先です。今回以外は使用できません。

令和４年度おおままち原子力広報カレンダーの配布について
〇町民の方へ
今年も全世帯を対象に、おおままち原子力広報カレンダーを配布します。
日程は下記のとおりです。
【配布期間】令和４年３月19日(土)～26日(土)頃
留守等の理由で配布期間内にカレンダーを配布できないことがあります。カレンダーが届かな
かった場合は、役場２階企画経営課で直接お渡しすることもできますが、下記問い合わせ先にご連
絡をいただければ自宅までお届けいたします。原則１世帯１冊の配布としておりますので、ご理解
とご協力のほどよろしくお願いいたします。
〇事業者の方へ
大変申し訳ありませんが数に限りがあるため、各事務所への個別配布は行っておりませんので、
必要な方は配布期間終了後に役場２階企画経営課まで受け取りに来てくださるようお願いいたします。
※数に限りがありますので、希望に沿った部数をお渡しできないことがあります。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
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大間町生活環境支援等事業会計年度任用職員登録者の募集について
令和４年度大間町生活環境支援等事業会計年度任用職員の募集を次のとおり行いますので、希望の方
は内容を確認の上、期日までにご応募ください。
１ 勤 務 日 数
月12日程度（登録者数、季節等により、勤務日数は変動します。
）
＊１日の勤務は４名程度を予定しています。登録者が４名を超えた場合は、出勤
の調整をします。
２ 勤 務 時 間
１日の勤務時間は４時間～７時間45分となります。
３ 作 業 内 容
主に清掃作業、除草作業、不法投棄回収・運搬作業、粗大ごみ戸別収集・運搬作業、
その他生活環境課題に係る作業等となります。
４ 給
与
日額 ６，５７６円
５ 登 録 資 格
(１)大間間町に住所を有する方
(２)心身ともに健康な方（健康診断を受診していること）
(３)普通自動車運転免許を取得している方で通勤可能な方
(４)年齢66歳未満、性別は問いません
６ 登 録 期 間
令和４年４月１日～令和５年３月31日
７ 登録申込書類 （１)大間町生活環境支援等事業日々雇用職員登録申込書
（２)履歴書
（３)運転免許証写し
（４)健康診断書（雇入時の健康診断）
＊登録後の提出でも可。ただし、医師の診断により就労不可の場合は登録取
消とします。
８ 応 募 締 切
令和４年３月18日(金) 午後５時15分まで
提出先：大間町大字大間字奥戸下道20-4 大間町役場住民福祉課
（郵送による場合は書留で同時刻必着）
９ そ の 他
登録申込書は役場住民福祉課で用意しています。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

令和４年度 奨学生募集
次のとおり大間町奨学生を募集しますので、希望者は期日までに関係書類を添えてお申込みください。
なお、添付書類によっては日数がかかる場合や現在の在学校へ依頼が必要となる場合等がありますの
でご注意ください。
■貸与資格 大間町に居住する者の子弟で、高等学校並びに同等以上の学校及び町長が適当と認めた各
種養成機関（専門学校）に在学する者
■募集期間 令和４年４月１日(金)から令和４年４月28日(木)まで
■貸与金額 高校生･･･月額１万５千円
大学生･･･月額３万円（専門学校・短期大学・大学院を含む）
■貸与期間 各学校とも在学学校の正規の修業期間
■提出書類 ①奨学金貸与申請書（教育委員会の用紙）
②在学証明書（在学学校にて発行したもの）
③奨学生の戸籍謄本（町役場戸籍窓口にて発行したもの）
④保護者等の前年度所得証明及び納税証明書（町役場税務課にて発行したもの）
※保護者等･･･独立の生計を営み奨学金償還の責めを負うことのできる者
⑤連帯保証人の前年度所得証明書及び納税証明書（町役場税務課にて発行したもの）
※連帯保証人･･･大間町に居住する者で、独立の生計を営み奨学金償還の責めを負うことの
できる者
⑥奨学生推薦書（教育委員会の用紙）
・卒業した学校の推薦書（開封無効証明のもの）
※遠方の学校で、期日までに間に合わない場合は事前にご連絡ください。
■選考基準 品行方正、学業優秀な者で、健康状態及び家庭事情、保護者・連帯保証人が、公的債務を履
行し（税金等納付済みであること）
、奨学金償還の責任を負うことができるか等、また、学
校長等が奨学生として推薦した者を、総合的に判断のうえ選考。
■貸与決定 奨学生選考委員会に諮り、５月末に決定通知書を送付します。また、決定後は本人名義の
口座へ貸付となりますので、本人名義の通帳が必要となります。
⬘ 教育委員会 教育課 ☎３７－２１０３（直通）
5

〇対象：令和３年４月１日から令和４年３月31日までに新規登録された車輌で下の(ア)～(ウ)のい
ずれかにあてはまるもの。
(ア) 電気自動車および天然ガス自動車（平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は平成21年
排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10％以上窒素酸化物の排出量
が少ないもの。）
(イ) 平成17年排出ガス基準値より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの、又は平成30年排
出ガス基準値より50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもののうち、乗用のものについて
は令和３年度燃費基準値より30％以上燃費性能の良いもの、貨物用のものについては平成
27年度燃費基準値より35％以上燃費性能の良いもの。
(ウ) 平成17年排出ガス基準値より75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの、又は平成30年排
出ガス基準値より50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもののうち、乗用のものについて
は令和３年度燃費基準値より10％以上燃費性能の良いもの、貨物用のものについては平成
27年度燃費基準値より15％以上燃費性能の良いもの。
≪グリーン化特例を適用した場合の税額表≫
標準税率
車種区分（軽自動車）
三 輪

四輪以上

(ア）税額を概ね (イ）税額を概ね (ウ）税額を概ね
75％軽減
25％軽減
50％軽減

グリーン化特例
適用外の税額

１,０００円

２,０００円

３,０００円

３,９００円

乗用自家用

２,７００円

５,４００円

８,１００円

１０,８００円

乗用営業用

１,８００円

３,５００円

５,２００円

６,９００円

貨物自家用

１,３００円

２,５００円

３,８００円

５,０００円

貨物営業用

１,０００円

１,９００円

２,９００円

３,８００円

≪減免≫
障害のある方が使用する（ご家族が運転する場合を含む）軽自動車等で、一定の条件に該当する
ときは、申請により軽自動車税の減免を受けることができますので、詳しくは税務課までお問合せ
ください。
≪大間町からのお願い≫
ご使用にならなくなった小型特殊（耕運機のトレーラー等）や原動機付自転車（50cc以下）につい
て、役場へ廃車の届出（及びナンバープレートの返却）が無い限り継続して課税することとなりま
すので、必ず届出するようお願いします。
役場は、軽自動車税（乗用・貨物）の賦課徴収に関する業務のみであり、車輌の登録や変更及び抹
消の手続きは青森県軽自動車協会での処理となりますので、販売業者等へご依頼ください。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

自動車税種別割の住所変更について
自動車税種別割は毎年４月１日現在の自動車の所有者に１年分を納めていただく税金で、青森県
では６月に課税しています。
自動車税種別割の納税通知書は、原則として車検証に記載されている住所にお送りしています。
自動車をお持ちの方は、引っ越しなどで住所が変わったときには運輸支局で住所の変更登録をする
必要があります。３月中にこの変更登録をしていただくと、自動車税種別割の納税通知書も変更後
の住所に送られます。
すぐに変更登録の手続ができない事情がある場合は、下北地域県民局県税部まで新しい住所をお
知らせください。
また、自動車税種別割の住所変更の届出は県税ホームページでも受付しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/zeimu/027_jidousha_juushohenkou.html
⬘ 下北地域県民局県税部納税管理課 ☎２２－８５８１（内線２１０、２１１）
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税務課からのお知らせ
●軽自動車税について
毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有し
ている方に課税されます。これらの車輌を取得したとき、所有者が死亡、転出したとき、車輌を譲
渡、処分、紛失したときなどは届出が必要です。届出のない場合や届出が大幅に遅れた場合などに
は、引き続き軽自動車税が課税されます。
詳細は下記の手続き窓口へお問い合わせください。
車

種

手続き窓口

原動機付自転車（１２５cc以下）
小型特殊自動車

大間町役場 税務課
（下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-4）
☎３７－２５１８（直通）

軽自動車（三輪・四輪）

全国軽自動車協会連合会青森事務所
（青森市大字浜田字豊田129-2）
☎０１７－７３９－０４４１

軽二輪（１２６cc以上２５０cc以下）
二輪の小型自動車（２５１cc以上）

東北運輸局青森運輸支局
（青森市大字浜田字豊田139-13）
☎０１７－７３９－１５０１

≪税率≫
【原付、軽二輪、二輪の小型自動車】
車

原 付

種

区

分

標 準 税 額

５０cc以下

２,０００円

５１cc以上９０cc以下

２,０００円

９１cc以上１２５cc以下

２,４００円

ミニカー

３,７００円

軽二輪（１２６cc以上２５０cc以下）

３,６００円

二輪の小型自動車 （２５１cc以上）

６,０００円

【軽自動車（三輪・四輪以上）】
標
車 種 区 分

額

重 課

税 額

平成27年３月31日
以前の新規登録分

平成27年４月１日
以降の新規登録分

３,１００円

３,９００円

４,６００円

乗用自家用

７,２００円

１０,８００円

１２,９００円

乗用営業用

５,５００円

６,９００円

８,２００円

貨物自家用

４,０００円

５,０００円

６,０００円

貨物営業用

３,０００円

３,８００円

４,５００円

三 輪

四輪以上

準 税

新規登録から
13年を経過

【小型特殊自動車】
車 種 区 分

税

額

農耕作業用

１,６００円

その他のもの（フォークリフトなど）

４,７００円

≪グリーン化特例（軽課）≫
〇概要：三輪と四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れたものについて、軽自動車
税が軽減されます。
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N o . 406
大間町学力向上研究会
大間町学力検定（中学校英語）「合格証」63名が取得
今回は令和４年１月19日に実施した大間町学力検定（中学校英語）について報告いたします。
この検定は、生徒の自主性を養い、学力向上を目指すもので、大間町学力向上研究会が作成する
実用英語技能検定に準拠した内容やレベルの検定試験となります。生徒は準２級（高校中級程度）
から５級（中学校初級程度）の中から、自分で取得したい級を選択して、それに向けて約２か月間毎
日学習に励みました。
合格者リスト
準２級 小林
歩
３級 伊藤
新
清水 瑛斗
小濱 姫羽
廣谷 美桜
伊世 快地
宮野
朔
蛯子 珂乃
蛯子 桃羽
大見 幸更
４級 松山 大翔
松本 風夏
竹内 謙信
後藤 海斗
横谷 舷人
泉 恵璃咲
伊藤 愛絆
佐々木 虹
松山 華蓮
宮野
奏
伊藤 友哉
高久 陽月
千葉 恭助
伊藤 美姫
佐藤 香月
須藤 義司
南
夏姫
荒木 陽向
傳法 朔大
５級 泉
光星
新田 航大
山本 龍矢
伊藤
海
金澤 結花
泉
光栄
岩谷 勇希
小林
翔
中森蒼志朗
新田
羚
室舘
灼
栁
浩哉
泉 友璃咲
蝦名もみじ
小林 唯七
齋藤穂乃花
新田凛緒菜
濱端
楓
山本 心愛
伊藤 楓海
伊藤 大翔
川崎 航輝
廣谷 彩心
細間 桔梗
山崎 匡史
米持 澪真
伊藤 紫音
熊谷
花
小島
翼
斉藤 慶太
佐々木結愛
竹内 陽詩
宮野ひまり
山本 柊登

お詫びと訂正

広報おおま２月号の以下のページに誤りがありました。町民の皆さまには大変ご迷惑をおかけし
ました。お詫びして訂正いたします。
誤
正
○３ページ まちのできごと『大間百年プロジェクト子ども議会』開催
【議長・議員】
・３年Ａ組 ４番 田中 元気 議員
⇒
蝦名 航樹 議員
・３年Ｂ組 ５番 蛯名 航樹 議員
⇒
伊藤
新 議員
６番 伊藤
新 議員
⇒
田中 元気 議員
【写真のキャプション】
・▲３年Ｂ組 蛯名 航樹 議員 ⇒ ３年Ｂ組 伊藤
新 議員
○16ページ 教育のひろば№405『大間町学力向上研究会』
・４級合格
泉恵 璃咲
⇒
泉 恵璃咲
・５級合格
泉友 璃咲
⇒
泉 友璃咲
○17ページ 大間町学校保健会『いきいき学校通信』
・大間中学校 須藤 小由合さん
⇒
須藤 小由里さん

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～

３月３日(木)

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＞・奥戸小学校前
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大

間

高

校

今年度もあとわずか。新型コロナウイルス感染症対策を施しつつ、できるだけ例年並みの学校教育活動を
行う方針で４月から取り組んできました。しかし、冬に入ってから急速に感染拡大したオミクロン株の影響
で、卒業式は昨年度に引き続き校歌、式歌などの歌唱をＣＤで代用することになりました。日常の部活動や大
会参加、講演や講習等の外部人材の活用も、なかなか通常どおりにできない状況が続いています。しかし、そ
のような情勢に負けずに、生徒が活躍し、成長できるような教育活動に取り組んでいきます。
○○ 学校行事 ○○
体育祭（10／９）

修学旅行（12／13～17）

天候に恵まれ、多数の保護者の皆さまも御来場して
くださり、大いに盛り上がった体育祭。昨年度は気
温が高すぎて実施を断念した「大間高音頭」が復活。
「音頭」というイメージとは違い、アップテンポで相
当な運動量が必要で、筆者は一緒に踊って息が上がっ
てしまいました。

この時期だけコロナが落ち着いていたこと、御家庭
における感染予防対策の協力のお陰で、今年は無事
に実施することができました。清水寺、金閣寺、東大
寺、ＵＳＪなど、各箇所で有意義な学習活動を行い、
生徒達はみな、かけがえのない思い出を作ることが
できました。

◆◆ 学習活動 ◆◆
エネルギー大臣になろう(11/11)[１学年] むつ市優良企業等見学会(1/21)[２学年]

電源開発株式会社の協力のもと、
ゲームを通じてエネルギーについ
ての理解を深める取り組みを実施
しました。生徒たちは楽しみなが
ら、思考力をフル回転させて学び
ました。

就職活動に向けた意識付けを図る
ことを目的に、むつ市経済部産業
雇用政策課の主催で行われました。
生徒達が、働くことの意義を深く
考えるきっかけになりました。

進路体験発表会｢３年生は語る｣(1/29)

個性的なフリップを使い、３年生
が後輩たちに自らの進路決定まで
の道のりを語りました。「早めに受
ける学校・企業を決め、準備に取り
かかることが大事」と強調してい
ました。

本校ＨＰには、
学校行事の様子や行事予定等、
様々な情報を掲載しています。随時更新してお
りすので、ぜひご覧ください。

http://www.ohma-h.asn.ed.jp/
学校HP QRコード
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病院だより N o .２８９今月の担当医落合秀也
内科医長

｢怖い貧血｣
みなさんこんにちは。大間病院の落合です。寒い日が続きますね。ふらふらすると転んでしまいそう
になります。今月はそんなふらつきの原因になる「貧血」についてお話しします。みなさんは貧血があ
ると鉄分をとるとか、輸血をするとか、そんなイメージがあるのではないでしょうか。貧血とは、体の中
のヘモグロビンという成分が少なくなっている状態です。ヘモグロビンは体の中で必要なところに酸素
を届け、二酸化炭素を回収してくる仕事をしています。そんなヘモグロビンが減ると体の先々に酸素が
届かなくなるため、息苦しくなったり、ふらついたりするのです。まず簡単にヘモグロビンが体で作ら
れる順番を説明します。
① 食べ物から鉄分、ビタミンなどが胃袋に入ってきます。
② 胃液で溶けた鉄分やビタミンなどが腸から吸収されます。
③ 鉄やビタミンを材料に腎臓からヘモグロビンを作るよう命令（ホルモン）が出ます。
④ 骨の中（骨髄）でヘモグロビンが作られます。
上記のような順序でヘモグロビンは作られるのです。大間病院ではどの順番に問題があるか血の検査
からまずは調べます。②を見てもらうと気づく人もいるかもしれませんが、みなさんが処方してもらっ
ている胃薬も胃液を減らす作用があるので、鉄分の吸収の邪魔をしてしまうのです。検査で足りないも
のがわかったら、鉄分やビタミンは食事からで足りないようならお薬（サプリメント）で追加します。腎
臓からのホルモンが足りなければ病院で注射を打ちます。輸血は鉄もビタミンもホルモンも足りている
人が本当に急に出血したりして血を失った時の最終手段なのです。
このような形で大間病院では貧血の治療をしています。意外に貧血の原因になる胃薬、怖くありませ
んか？胃痛がない時は無理して飲まないほうが貧血になりにくいかもしれませんよ。
さて少しお話が逸れてしまいましたが鉄分やビタミンをとって貧血を予防しましょう。

障がいに関する相談所の開設について（大間町相談支援事業）
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相
談に応じ、必要な情報の提供、障がい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
助を行います。
■日 時：令和４年３月16日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい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。なお、お出でいただく時は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１ 保険料は納期限内に納めましょう
保険料を滞納すると通常より有効期限が短い保険者証が交付されます。保険料の納付に
お困りの方は役場税務課窓口へご相談ください。
災害により住宅等が著しく損害を受けた、世帯主の収入が著しく減少したなど、保険料
の減免が認められる場合があります。
２ 新たに後期高齢者医療制度に加入する方の保険料の納め方について
保険料は年金からの天引き（特別徴収）が原則ですが、新たに後期高齢者医療制度に加入する方は年金
からの天引きが開始されるまで時間がかかるため、加入当初は納付書で納めていただくことになります。
また、口座振替を希望される場合は手続きが必要です。これまで国民健康保険税を口座振替で納めて
いた方も、改めて手続きが必要です。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）
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第３０３号

保健だより
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健康づくり推進課

集団健診
①

実施場所に健診バスがきて、受診します。

日程を確認する
受付時間
日にち

場

特定健診 がん検診
※

５月12日(木）

(昼）11：30～13：30
(夕）16：00～18：00

７：00～９：00

所

総合開発センター
(漁業従事者(家族含む)）

定員

〇

〇

120人

５月13日(金） 総合開発センター

〇

〇

120人

５月22日(日） 総合開発センター

〇

〇

120人

６月２日(木） 総合開発センター

〇

〇

120人

６月７日(火） 総合開発センター

〇

〇

120人

７月８日(金） 奥戸交流館

〇

〇

120人

７月14日(木） 奥戸交流館

〇

〇

120人

９月16日(金） 総合開発センター

〇

〇

120人

婦人科検診

定員

（昼）〇

120人

（夕）〇

120人

（昼）〇

120人

（昼）〇

120人

※５月12日(木)の健診は、漁業従事者（家族含む）のみが受診できる日程です
②申し込む
役場健康づくり推進課へ申し込んでください。☎３１－０３５０（直通）と窓口で申し込
みを受け付けています。
③受診する
健診日の１～２週間前に案内通知が届きます。事前に問診票の記入をしていただくと、ス
ムーズです。
④結果が届く（健診日から約１か月後に郵送します）
⑤特定保健指導を受ける
生活習慣病のリスクが高いと判断された場合には、保健師や管理栄養士が生活習慣の改善
についてアドバイスします。
個別健診

下記医療機関にて受診します（がん検診と子宮頸がん検診のみ）

医療機関

大間病院

むつ病院
北村医院
中央レディスクリニック

⬘

健康づくり推進課

検診内容

申し込み方法

胃がん
肺がん
大腸がん
肝炎ウイルス

直接、大間病院☎３７－２１０５へ電話して、
お申し込みください。
※大間病院での胃がん検診は胃部内視鏡（胃
カメラ）による検査になります。

子宮頸がん

①役場健康づくり推進課☎３１－０３５０
（直通）へ電話で申し込む
②健康づくり推進課から案内・受診券が届く
③希望する医療機関へ電話で予約する

☎３１－０３５０（直通）
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令和４年度 特定健診・がん検診のお知らせ
【対象者・検査内容】
健(検)診の種類

対象者

検査内容

30歳以上の国保加入者

・身体測定
・血圧測定

75歳以上の方

・尿検査
・診察

生活保護受給者

特定健診

社会保険被扶養者
（協会けんぽ等）
※受付方法等については、加
入の健康保険組合へご確認
ください。
胃がん
が ん検診

肺がん
大腸がん
肝炎ウイルス

婦 人 科検診

子宮頸がん
乳がん
骨密度検査

集団 個別

30歳以上の方
※大間病院の胃カメラは50歳
以上。
※昨年、大間病院で胃がん検
診を受けた方は受けられま
せん。

・心電図

〇

×

〇

〇

・眼底検査
・採血（脂質、肝機能、貧血、
血糖、腎機能、尿酸）
胃部エックス線（バリウム）
※大間病院では、胃部内視鏡
（胃カメラ）による検査に
なります
胸部エックス線
便潜血検査（検便）

40歳以上で、過去に１度も検
査したことがない方

採血

20歳以上の女性

細胞採取

〇

〇

40歳以上の女性
※２年に１回（昨年度受診し
た方は対象外）

マンモグラフィ

〇

×

30歳以上の女性

ＤＸＡ法（前腕による検査）

〇

×

【料
金】 無料
※ 社会保険等で特定健診の受診券をお持ちの場合は、別途料金がかかる場合があります。
※ がん検診、婦人科検診は、保険証の種類に関係なく、無料で受けることができます。
【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染対策として、１日あたりの人数制限、受付時間の分散を行います。
また、感染症の発生状況により、延期・中止となる可能性もありますので、その際は改めてお知
らせいたします。
【そ の 他】

希望者には送迎をいたします。申し込みの際にご相談ください。

【お申し込みについて】
集団健診（特定健診・がん検診・婦人科検診）と、個別健診（がん検診・子宮頸がん検診）が
あり、それぞれの申し込み方法は右ページをご確認ください。
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区分
所得
所得控除
税額控除等
その他

スマホ専用画面から申告可能な範囲
給与所得、雑所得、一時所得
特定口座年間取引報告書（上場株式等の譲渡所得等・配当所得等）
上場株式等の譲渡損失額（前年繰越分）
すべての所得控除
政党等寄附金特別控除、災害減免額、外国税額控除
予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額

⬘ むつ税務署 ☎０１７５－２２－３２９４（音声ガイダンス２番）

2022年度 国家公務員｢国税専門官採用試験｣(大学卒業程度)のお知らせ
仙台国税局では、バイタリティーあふれる国税専門官を募集しています。
国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担い、税務署等において、調査・徴収・検査や指導など
を行う税務のスペシャリストです
○受 験 資 格
１ 平成４年４月２日から平成13年４月１日生まれの者
２ 平成13年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
（１）大学を卒業した者及び令和５年３月までに大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる者と同等の資格があると認める者
○受験申込受付期間
令和４年３月18日(金)から４月４日(月)まで
○受 験 申 込 方 法
受験申込みはインターネット申込みとする。
国家公務員試験採用情報NAVI（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）
○第 １ 次 試 験 日
令和４年６月５日(日)
⬘ 仙台国税局人事第二課試験研修係 ☎０２２－２６３－１１１１（内線３２３６）
人事院東北事務局
☎０２２－２２１－２０２２

国家公務員採用試験のお知らせ
人事院では、国家公務員採用総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）及び一般職試験（大卒程度試験）
を実施します。申込はインターネットにより行ってください。
［総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
］
インターネット申込受付期間：３月18日(金)９：00～４月４日(月)［受信有効］
第１次試験日：４月24日(日)
［一般職試験（大卒程度試験）
］
インターネット申込受付期間：３月18日(金)９：00～４月４日(月)［受信有効］
第１次試験日：６月12日(日)
なお、申込方法や受験資格等の詳しい内容については、人事院ホームページまたは下記にお問い合わ
せください。
⬘ 人事院東北事務局 第二課 試験係 ☎０２２－２２１－２０２２
人事院ホームページ https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

むつ科学技術館だより
【シアター上映のご案内】
○10：00～ ○15：00～ 宮沢賢治シリーズ「注文の多い料理店」
○12：00～
アスリート解体新書「トランポリン～宙を舞う秘密～」
＜場
所＞コミュニケーションシアター
【つくってたいけん工作教室のご案内】
＜開 催 日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します。
＜開催時間＞10：00～/15：00～ 『毛糸のミニほうきをつくろう！』 ※参加費・予約不要
＜場
所＞つくってたいけん工作コーナー
※諸事情により、各内容を変更する場合がございますので、詳細は当館ＨＰをご覧ください。
⬘ むつ科学技術館 ☎２５－２０９１ FAX２５－２０９２
《URL》http://www.jmsfmml.or.jp/msm.htm
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税務署からのお知らせ
■ 「簡易な方法による申告・納付期限の延長」ができます
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年分確定申告の申告期限（申告所得税・贈与税は令和
４年３月15日(火)、消費税及び地方消費税は令和４年３月31日(木)）までに申告等が困難な方は、令和４
年４月15日(金)までの間に、申告書余白に下記のとおり記載又は入力のうえ提出していただければ、申
告書を提出した日が申告・納付期限となります。
申告書の提出方法

申告書への記載・入力方法

書面

申告書第一表右上の余白部分に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

e-Tax

【所得税・贈与税】
｢送信準備」画面の「特記事項」欄に、
｢新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
【消費税及び地方消費税】
｢納税地等入力」画面の「納税地情報」欄「建物名・号室」部分に、
｢新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

各種会計ソフト

【所得税申告書のe-Taxソフトの入力例】
所得税の申告書等送信票（兼送付書）の特記事項欄に、
｢新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

■ むつ税務署では、申告書作成会場を開設しています
○ 場所 むつ市金谷２丁目6-15 下北合同庁舎３階
○ 期間 令和４年２月１日(火)～３月15日(火)《土・日・祝日等除く》
○ 時間 午前９時～午後５時
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
※「入場整理券」の配付方法は会場での当日配付とLINEによる事前発行があります。
※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合もありますのでご了承ください。
※来場の際は、マスクの着用及び検温の実施にご協力ください。
※37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
■ 令和３年分の確定申告期限と納付期限
○ 申告所得税及び復興特別所得税・贈与税 ３月15日(火)
○ 消費税及び地方消費税
３月31日(木)
※「簡易な方法による申告・納付期限の延長」をされた方については、
令和４年４月15日(金)までの間で申告書を提出した日が申告及び
国税庁
納付期限となります。
LINE公式アカウント
■ 令和３年分確定申告分の振替日
○ 申告所得税及び復興特別所得税
４月21日(木)
○ 消費税及び地方消費税
４月26日(火)
※「簡易な方法による申告・納付期限の延長」をされた方の振替日については、税務署から別途お知ら
せいたします。
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に納税ができる大変便利な制度です。簡単な手続で
利用できますので、税務署（管理運営担当）にご相談ください。
なお、既に振替納税をご利用の方は、確実に振替納付ができるよう、事前に預貯金残高をご確認くだ
さい。
■ スマホで確定申告ができます
お持ちのスマートフォンを利用して、令和３年分の申告所得税及び復興特別所得税の確定申告書を
作成・提出できます。混雑する税務署へ足を運ぶことなく、ご自宅などから24時間いつでも手続きが
可能ですので、ぜひご利用ください。スマホ専用画面から申告可能な範囲は次のとおりです。
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青森大学むつキャンパス新入生募集中！
2022年４月、下北文化会館内についにむつキャンパスが開設します！新入生募集中です！
●募集学部 総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部
【むつ下北地域特別優遇制度】
①入学金免除！
下北地域に住所を有する（住民票がある）方は
入学金免除となります。原則として、むつキャ
ンパスで学ぶ方が対象です。
※200,000円（正規入学金）→0円
※対象地域は、青森県むつ市、大間町、東通村、
風間浦村、佐井村、横浜町、六ヶ所村、野辺地町
とします。

【むつ下北地域特別優遇制度】
②受験料併願割引！
青森大学が指定する下北地区の高等学校を2021
年３月に卒業した方および2022年３月卒業見込
みの方で、複数の大学を受験する方。
※大学共通テスト利用選抜
15,000円（正規受験料）→5,000円

【学力入試学業特例制度】
授業料全額免除 または 半額免除
入学者選抜（一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜）の成績優秀者に適応されます。

※他に、
「高等教育の修学支援新制度」対象者、インターネット出願対象者の割引制度がございます。
●試験区分 ※むつ下北未来創生選抜【総合型選抜３月区分】はむつ市で受験可能です。
区分
大学入学共通テスト利用選抜

後期日程

出願期間

選考日

合格発表

手続締切日

２/23～３/13

大学入学
共通テスト

３月18日

３月24日

3月23日

３月26日

３月30日

むつ下北未来創生選抜【総合型選抜３月】 ３/14～３/21

●詳細については青森大学むつキャンパスwebページよりご覧ください。また、ご不明な点等ござ
いましたら、お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。
⬘ 青森大学下北出張所 むつキャンパス設置準備室
〒035-0072 むつ市金谷1-4-6 アドバンスビル１Ｆ
☎０８０－４６０５－６０９５（担当者直通）
むつキャンパスwebページ
mutsu-shimokita@aomori-u.ac.jp
https://www.aomori-u.ac.jp/62-2/

配管科受験生の追加募集
【訓練内容】

建築配管施工時に必要な各種配管材料の取扱及び加工方法や各種溶接に関する知
識・技能を習得し関連職種への再就職を目指す公共職業訓練です。
【募集人員】 20名
【募集期間】 令和４年３月１日(火)～令和４年３月16日(水)まで
【受講資格】 職業に必要な技能及びこれに関する必要な技能及び知識を習得しようとする方
【応募手続】 入校願書に必要事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください。
【訓練場所】 青森県立むつ高等技術専門校
【受 講 料】 無料（ただし、教科書、用品代等は自己負担）
⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 ☎２４－１２３４
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Paul(ポール)のROOM(部屋)
私が高校でＡＬＴ教師として、働いていたとき、ある日職員室でりんごを食べていました。私が食べ
ているところに他の先生が職員室に入ってきました。
私を見て「その食べ方はワイルドだ」と言いました。あの時、なぜ私の食べ方はワイルドだと言われた
かわかりませんでしたが、日本にいる時間が長くなるにつれて、わかってきました。今まで私はりんご
の皮を食べている日本人を見たことがありません。一方、欧米人にとってはりんごを切らずに皮をむか
ずに食べることがめずらしいわけではありません。
しかし、その高校の先生はわざとりんごをワイルドに食べたと勘違いしていました。
なぜ皮を食べる日本人がほとんどいないでしょうか。私はその質問を高校の校長に聞きました。
昔、りんごを育てる農家さんが虫を防ぐ農薬をりんごにつけました。その農薬は人間には危ないです
が、りんごには影響を与えません。つまり、安全にりんごを食べるために、そのときの日本人はりんごの
皮をむかなければなりませんでした。現在は、りんごの皮を食べても大丈夫ですが、りんごの皮をむく
ことは日本人の習慣になってしまったのです。
私は校長の話を聞いて、アメリカ人の習慣をもっと考えたくなりました。例えば、私は日本人によく
「生ものは大丈夫ですか？」と質問されます。実は、生ものは速く腐ることから、子どものころから生も
のや半熟のものを食べないように指導されています。新鮮なものでも、多くのアメリカ人にとって生も
のが危険だと思って抵抗があります。でも、その気持ちの理由をわかったら、抵抗があっても生ものと
食べるアメリカ人もたくさんいます。どう思いますか。この記事を読んでいる皆さん、自分が当たり前
に行っている習慣の由来をわかっているでしょうか。自分の行っていることの理由がわからないと、い
い習慣か、改善すべき習慣か判断できません。ときどき自分のことを考え、由来を考えてみたらどうで
しょうか。

ハローワークむつ出張相談in大間
ハローワークむつでは、お仕事を探している方を対象に出張相談会を実施しています。
お近くにお住まいの方はお気軽にご利用ください。
【開催日時】令和４年３月17日(木) 11：00～13：00
※新型コロナウイルスの感染拡大状況、天候や道路状況等により実施時間が変更や中止と
なる場合もありますので、ご了承ください。
【開催場所】総合開発センター農林漁業研修室
【相談内容】 ・新規求職申込み・就職に関する相談・職業訓練の情報など雇用情報の提供
・求人情報の提供・紹介状の発行（後日ハローワークからの郵送となります）
※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。
※発熱や咳などの風邪症状のある方は、電話による相談も行っておりますのでそちらをご利用ください。
※雇用保険を受給中の方は、求職活動実績となりますので受給資格証をお持ちください。
※雇用保険にかかる諸手続きは取り扱っておりませんのでご了承ください。
⬘ ハローワークむつ（むつ公共職業安定所）☎２２－１３３１

借金に関する相談窓口

地域おこし協力隊通信３月号休載のお知らせ

相談員が借金の状況等をお伺いし、必要に応じ
て、弁護士等に引き継ぎを行います。
１人で悩まず、ご相談ください。秘密厳守・無
料です
【受 付 時 間】月～金（祝日・年末年始除く）
８：30～12：00、13：00～16：30
【相談専用電話】☎０１７－７７４－６４８８
東北財務局青森財務事務所 理財課

いつも地域おこし協力隊通信を読んでいただ
き、ありがとうございます。
３月号の地域おこし協力対通信は休載とさせて
いただきます。
楽しみにしていただいている方にはご迷惑をお
掛けいたしますが、何卒ご理解くださいますよう
お願い申し上げます。
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皆様の夢の実現を応援します！クラウドファンディングしもきた
■夢やアイデアの実現に向けてチャレンジしたい方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、
「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」に企画を掲載して
支援を呼びかけることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援したい方
株式会社CAMPFIREに利用者登録をすることで、ウェブページに掲載されているお気に入りの企画
を支援することができます。
■企画の流れ
①関係書類を企画経営課へ提出します。
②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「CAMPFIRE」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。
その他
■CAMPFIREは、
「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼
の品）をお送りします。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りすることに
なります。
■資金調達方式が２種類から選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧ください。
■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

定例労働相談会開催について
個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談時の検温の実施、連絡先の確認、マスクの着用、手指
のアルコール消毒等の対応をお願いいたします。
【日時及び開催場所】
開催日
３月 １日（火）
３月１３日（日）

時 間
１３時３０分～１５時３０分
１０時３０分～１２時３０分

場

所

青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員
（青森県労働委員会とは…青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、
公益委員（弁護士等）
、労働者委員（労働組合役員等）
、使用者委員（会社経営者等）で構
成されており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。
）
【費
用】無料
【利用方法】随時受付（事前予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
URL（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html）

♨大間温泉♨
海峡保養センター

☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時
☎３７－２４１１
養老センター
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
１日、８日、15日、22日、29日（毎週火曜日）
＊各施設の指定された駐車場に駐車してください｡

大間町ナイター野球チームを募集します
参加チームにつきましては、下記期日までに参加
届と参加料を事務局まで提出してください。多数の
参加をお待ちしております。
■申込期限：令和４年４月８日(金)
■参 加 料：１チームあたり30,000円
■開幕予定：６月上旬
■提出・問い合わせ先：大間町朝野球協会事務局
☎３７－２５３５（大間町役場内 松山、酒田）
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「わが家のめんこ」を募集中
必要なもの
・掲載したい子どもの写真
（デジタルカメラ等で撮ったものの方が綺麗に
印刷されます。）
・子どもの名前、年齢（○歳○ヵ月）
・ひと言コメント
・保護者の名前、住所、連絡先

ご家族のお子さんを広報に載せてみ
ませんか。
掲載を希望される方は、毎月10日ま
でに右記のものを持参のうえ、役場企
画経営課までお越しください。

⬘

企画経営課

わたしたちの

☎３７－２５０４（直通）

お気軽にお問い合わせください♪

まち

令和４年１月末現在( )前月比

１月届出分

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

人

口

男

女

世 帯 数

総数 4,966(－ 6) 2,528(－ 2) 2,438(－ 4) 2,499(＋ 5)
大間 3,909(＋ 1) 2,014(＋ 2) 1,895(－ 1) 1,969(＋ 5)
奥戸

918(－ 3)

436(－ 2)

482(－ 1)

457(＋ 2)

材木

139(－ 4)

78(－ 2)

61(－ 2)

73(－ 2)

編集室の

新田
傳法

こ

いつき

樹

くん（良樹さん）

ひとり言

２月が終わり、少しずつ暖かい日も増えてきましたね。
３月は卒業式シーズンです。お別れをするのは寂しい
ですが、新たな出会いもあります。
進学や就職での今まで一緒にいて当たり前だった人と
の別れがあります。滅多にないこの機会に感謝の言葉を
手紙や声にして伝えてみてはどうでしょうか。
新型コロナウイルス感染症が増加しています。
感染症対策を強化し、１人１人が取り組みましょう。
平
○

広報

あ

愛心ちゃん（竜介さん）
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(

菊池
廉さん（大間町）
鹿嶋 芽恵さん（佐井村）

和田とし子さん

86歳 （大間平）

山本 㜯子さん

81歳 （大間平）

吉田 君江さん

82歳 （根田内）

須藤てつ子さん

77歳 （下手道）

野崎

88歳 （向町）

浩さん

☎(0175)37-2111
HPアドレス https://www. town. ooma. lg. jp
印刷所：協同印刷工業株式会社
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＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

