町制施行
80周年記念

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。

放流と川の恵み

『５/20 川蝉会稚魚放流事業』

★まちのできごと★

大間町観光大使委嘱状交付式が行われました

５月17日(火)に、東京・キングレコード㈱にて、演歌歌手・福田こうへいさんの大間町観光大使委嘱状
交付式が行われました。
大間の漁師ファンというご縁で繋がったこうへいさん。これまでも正月の特番出演のため、大間へ
ロケに訪れたり、ご自身のブログなどで漁師との交流を発信していました。
令和３年７月に大間で漁師応援のフリーライブを行い、令和４年の元旦には、大間の現役マグロ漁師・
熊谷義宣さんが作詞した楽曲「一番マグロの謳」をリリースし、町内各所で歌のポスターが掲示されて
おります。
今後、福田こうへいさんには、
「大間町観光大使」として、大間町の観光振興とイメージアップにご協
力をいただきます。

新消防団長に宮野成厚氏
６月３日(金)に、令和４年５月31日付けで傳法秀
之団長の任期満了の退任に伴い、令和４年６月１日
付けで、副団長の宮野成厚氏が野﨑町長から新消防
団長に任命されました。
大間町消防団は、万が一の災害時に、町民の貴重
な財産・生命を災害から守るための訓練に励み、現
在133名の団員で活動しております。

▲宮野成厚新団長

泉德隆氏が藍綬褒章を受章されました
６月３日(金)に、令和４年度春の褒章で藍綬褒章
を受章された大間町消防団分団長の泉德隆氏が、町
長室を訪れ受章報告されました。
泉氏は、昭和62年11月に入団し、現在に至るまで、
34年以上の長きにわたり消防団員として、地域の防
災に尽力されています。
住民のために長年活動している功績が認められ今
回の受章となりました。
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★まちのできごと★

行政相談員 南喜治氏へ感謝状が贈られました
６月20日(月)に、南喜治氏へ総務大臣より、感謝状を贈呈されました。
南喜治氏は平成31年度から大間町の行政相談員として、町民の行政に対する悩みや苦情の解決に
貢献したことが認められ、今回の贈呈となりました。

雑巾400枚が贈呈されました
６月13日(月)に、町内の竹内洋子さん、山本た
い子さん、南かつ子さん、西村信子さん、佐山和
子さんより、大間小学校・奥戸小学校・大間中学
校で活用して欲しいと手縫いの雑巾400枚が贈呈
されました。皆さんは空いた時間を利用して捨
てられるはずだった衣類、バスタオル、シーツな
どを再利用して手縫いで雑巾を作ってくれまし
た。この活動は今回で７回目となり、今までも学
校、福祉施設へ贈呈してきました。
作っていただいたみなさんのご厚意に感謝す
るとともに、児童・生徒が物を大切にする心とリ
サイクルの大切さを学ぶことができると思います。この雑巾は校内の清掃活動で使わせていただき
ます。

伊藤とよさん100歳おめでとうございます
大正11年５月22日生まれの伊藤とよさんが100
歳を迎えられ、町長より顕彰状が送られました。
長生きの秘訣を尋ねると、
「よく食べて、よく寝
ること」と答えてくれました。また、好きな食べ
物は「ご飯、じゃがいも、パン、飴」が好きで、
好きなことは歌をうたうこと（盆踊りの唄）だそ
うです。
伊藤とよさん、これからも元気に過ごして長生
きしてください。
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令和４年度大間町職員採用試験実施のご案内
大間町では、令和５年４月採用予定の職員について、次のとおり採用試験を実施しますので、ご案内いたし
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
短大卒業程度
高校卒業程度

職
種
保健師
一 般

採用予定人員
１名
若干名

採用予定年月日
令和５年４月１日

２ 受験資格
試験種別

受験資格

昭和58年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業、又は短期大学を卒業、又は令和５年
短大卒業程度
３月31日までに卒業見込みの方で、保健師の資格を有する方、又は令和５年３月31日まで
（保健師）
に当該免許を取得見込の方
高 校 卒 業 程 度 平成５年４月２日以降に生まれた方で、高等学校を卒業、又は令和５年３月31日までに卒
（一般）
業見込みの方
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
困難な者及び地方公務員法第16条に規定する次に掲げる者は、受験できません。
①禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
②大間町の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
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又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、又はこれに参加した者

３ 試験の方法及び内容
試験区分
第１次試験
第２次試験

試
験
種
類
【保健師】教養試験・専門試験・性格特性検査・職場適応性検査・事務適正検査
【一 般】教養試験・性格特性検査・職場適応性検査・事務適正検査
作文試験・面接試験

４ 試験日等
試験区別
第１次試験
第２次試験

試験種別
短大卒業程度(保健師)
高校卒業程度(一般)
短大卒業程度(保健師)
高校卒業程度(一般)

試験日

試験実施場所

合否発表の時期と方法

９月18日(日)

大間町役場

10月下旬までに受験者全員に
合否を郵送で通知

11月中旬

大間町役場

12月上旬までに受験者全員に
合否を郵送で通知

５ 受験申込方法
受験申込書を自筆で記入し、総務課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「受験申込み」と朱書きしてください。
＊受験の申込み書類は、総務課で受け取るほか、大間町ホームページからダウンロードすることができます。
また、受験申込書には履歴書等の添付が必要となります。
６ 受験票の交付
受験票は各試験の申込受付期間終了後に郵送にて交付します。
なお、８月末日までに受験票が届かない場合は、総務課まで連絡をしてください。
７ 申込み受付期間
令和４年７月１日(金)から７月29日(金)まで（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30分から午後５時15分までです。
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 その他
この試験についての「お問い合わせ」
「受験申込み先」は下記のとおりです。
〒039-4692 （個別郵便番号ですので、郵送の際は住所の記入は必要ありません）
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-4
大間町役場 総務課 ☎３７－２１１１
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大間町大学生等応援給付金事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、大間町の将来を担う人材が経済的な理由により大学等での
就学継続が困難とならないよう学費に係る費用の一部を助成します。
（大学生等とは）
令和４年４月１日現在、学校教育法（昭和22年法律第26条）第１条に規定する学校の内大学及び高
等学校、同法第97条に規定する大学院、同法第108条第３項に規定する短期大学、同法第124条に規定
する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に在学する学生並びに予備校に在籍する者
又はこれと同等の教育機関に在学しているものと認める者をいう。
○支給内容：対象者１人につき10万円を給付します。
○対 象 者：次の要件を全て満たすこと。
①大間町立中学校（大間・奥戸）を卒業した者
②令和４年７月１日現在大学等に在籍している者
③令和４年７月１日現在本人または保護者等が大間町住民基本台帳へ登録のある者
○申 請 者：本人（大学生等）又は保護者
○提出書類：①申請書（教育委員会窓口又は町ホームページよりダウンロード可）
②申請者の身分証明書（運転免許証、保険証、マイナンバーカード等）
③在学証明書（在籍証明書）
④大学生等本人の振込先口座が確認できる書類の写し（通帳、キャッシュカード等）
○申請期間：令和４年７月１日(金)～令和４年９月30日(金)
⬘ 大間町教育委員会 ☎３７－２１０３（直通）

「【町制施行80周年記念】令和４年度20歳のつどい」のお知らせ
20歳となる若者の新しい門出を祝福するとともに、よき社会人として自ら生き抜こうとする青年を励
ますため、「
【町制施行80周記念】令和４年度大間町20歳のつどい」を下記の日程で開催します。
なお、新型コロナウイルス感染状況に応じて、出席者には、新型コロナウイルス感染症対策のため検査
キットを送付して、事前に検査を実施していただく場合がございます。
●日 時
令和４年８月15日(月) 午後１時
●場 所
北通り総合文化センター「ウイング」
●対象者
平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれ

大間高校に関するお知らせ
大間高校については、学校規模の標準（１学年当たり４学級以上）を満たしていないものの、募集停止
等を行った場合、通学が困難な地域が新たに生じることから、第１期実施計画に引き続き、令和５年度か
ら令和９年度までを計画期間とする青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画において「地域
校」として配置することとしています。
地域校については、活性化に向けた具体的な方策を協議する「地域校活性化協議会」が令和３年度から
今年度にかけて開催され、大間高校については、以下のとおり活性化の方向性が決定しました。
①進路希望の実現に向けた学力の向上
②資格取得の充実
③地域資源を活用した教育活動の充実
今後は、この３つの方向性に基づき、大間高校の活性化に向けた取組が推進されることとなります。
ただし、大間高校については、以下のとおり対応することとしています。

入学者数が40人以下の状態が２年間継続した場合、原則として翌年度に１学級規模とする｡
なお、今年度の大間高校の入学者数は【38人】となっています。
⬘ 青森県教育庁高等学校教育改革推進室
〒030-8540 青森市長島1-1-1 ☎０１７－７３４－９８６６
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N o . 410
大間町学力向上研究会
小学校、中学校が連携し、進めています｡
大間町学力向上研究会の「家庭地域啓発部会」では、今年度も学習意欲向上と家庭学習の習慣化に向け
て、取組を進めています。今年度も「家庭学習強化週間」を２回設定し、各学校で家庭学習の指導に力を
入れていきます。
第１回目は、６月に実施されました。各学年に見合った家庭学習の時間を奨励するために、家庭学習
カード等に取り組んだ時間を記入し、子どもたちや保護者が毎日確認しながら進めました。
子どもたちだけではなく、ご家族にも協力いただいていることが、より良い成果につながっているよ
うです。
大間町「家庭学習強化週間」について
【大間小学校・奥戸小学校】
第１回 令和４年６月14日(火)～６月21日(火) 第２回 令和４年11月中に実施
【大間中学校】
第１回 令和４年６月15日(水)～６月21日(火) 第２回 令和４年11月中に実施
※ 大間中学校は期末テスト週間となります。
大間町「家庭学習の手引き」の活用
望ましい学習習慣の確立のために、昨年度末に、大間小学校、奥戸小学校、大間中学校の３校で見直し
をはかり、令和４年度の「家庭学習の手引き」を作成しました。
常に家族みんなの目に触れるところに掲示して、子どもが毎日の家庭学習に意欲的に取り組めるよう
に、お家の方の声がけをお願いします。

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～

７月７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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奥 戸 小 学 校

晴天のもと 大運動会をしました！
今年度、２名の新入生を加え、全校児童26名でスタートした奥戸小学校。今年で２回目とな
る「奥戸小学校・奥戸地区・材木地区」運動会を終えることができました。毎年、保護者や地域
の方と共に運営してきたわけですが、今年度は特に、中高生が競技の補助や準備に携わり、会の
進行を助けてくれました。おかげ様で今年度も大いに盛り上がる紅白合戦が展開されました！
【６年生の５人が先導してのスタート】

【運動会前に全校26名で撮影！】

【中高生による補助の活躍】

【１年生２人による80ｍ走！】

【PTAによる大玉転がし！】
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【奥戸婦人会による玉入れ】

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の更新
現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」を交付されている方で、引き続
き認定される方には、８月から使用する新しい認定証を７月下旬に郵送します。更新手続の必要はあり
ません。
新たにこれらの認定証の交付を希望する方は、被保険者証、個人番号がわかるもの（通知カードまたは
個人番号カード）を持参の上、役場健康づくり推進課で手続きしてください。
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
２ 令和４年度の保険料
令和４年度の保険料は、役場税務課から７月中に郵送される保険料額決定通知書でご確認ください。
(１)令和４年度保険料について

均 等 割 額
[被保険者全員が納める額]
４４，４００円

＋

所 得 割 額
[所得に応じて納める額]

＝

保 険 料 額
(限度額66万円)

基礎控除後の所得(※1)×8.80％

◎均等割額はこれまでと変わりません。
※１ 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（43万円）を
差し引いた額です。
(２)令和４年度保険料の軽減措置について
◆所得が低い方の軽減
・同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。令和
４年度は次のとおりとなります。
令和４年度
世帯の所得額の合計

軽減割合

43万円＋10万円×（年金・給与所得者等（※２）の数－１）以下の世帯

7 割

43万円＋（28.5万円×被保険者の数）＋10万円
×（年金・給与所得者等（※２）の数－１）以下の世帯
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割

43万円＋（52万円×被保険者の数）＋10万円
×（年金・給与所得者等（※２）の数－１）以下の世帯

2

割

※２

年金・給与所得者等数（年金・給与所得者等が２人以上いる世帯に適用）
一定の給与所得者要件・・・給与等収入金額が55万円を超える者
一定の公的年金等の支給を受ける者・・・（65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える者
・・・（65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える者
【軽減判定の注意事項】
①均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員及び世帯主の所得金額の合計額で判定されます。
②判定対象者に未申告者がいる場合は判定できませんので、軽減されません。
③軽減判定の基準日は毎年４月１日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。
（県内市町村間での転入・転出があった場合、軽減判定の変更は行いません。
)
④均等割額軽減判定時の年金所得金額計算方法は年金所得金額―高齢者特別控除額(15万円)＝軽減判定
時の年金所得金額
⑤専従者給与を支払っている場合は、支払っている金額も判定の対象となります。
（専従者給与を受け取っている場合は、判定の対象となりません。
)
⑥譲渡所得に特別控除がある場合は、所得割額計算の際は特別控除後になりますが、軽減判定の際は特
別控除前の金額で判定されます。
⑦繰越純損失額は、所得割額、均等割額共に軽減判定の控除対象になります。
⑧繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。
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◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・均等割額が５割軽減されます。（資格取得後２年間）
・所得割額の負担はありません。
※被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。
※世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減（７割軽減）が受けられます。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）
３ 保険料の減免等について
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合や、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合は、申請によって保険料の減免等が認められること
がありますので、役場税務課へご相談ください。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

国民健康保険証更新のお知らせ
今年度の被保険者証更新は被保険者の利便性を図るため昨年と同様に被保険者のもとへ郵送されるこ
ととなりました。（受領の際は開封し枚数・住所・氏名等の確認をして下さい。
）
また、現在お持ちの被保険者証は８月以降に使用できませんので、期限終了後に間違い防止のため細
かく切り処分して下さい。
・送付時期
７月下旬（第４週目ころ）
・送付内容
被保険者証・保険者証ケース・ジェネリック医薬品希望カード・パンフレット
※確実にお届けするため簡易書留郵便で発送させて頂きます。
簡易書留郵便とは、郵便局の配達員が直接手渡しする方法で受領印が必要となります。配達時にご
不在の場合は、郵便局の配達員が不在連絡票を置いていきますので、不在連絡票をご確認頂き再配達
等を受けてください。
注：国保税滞納世帯には原則、被保険者証は郵送されませんので役場において納税相談を行っていただ
き被保険者証更新手続きをしていただく必要があります。該当世帯には後日別途文書により納税相談
のお知らせをいたします。
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）

～税務課からのお知らせ～
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。
なお、納税通知書等は、今月上旬に発送の予定となっております。
・固定資産税（第２期）
・国 民 健 康 保 険 税（第１期）
・介護保険料（第１期）
・後期高齢者医療保険料（第１期）

令和４年８月１日（月）
※ 納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。延滞金の割合は納期内
納付をされた方との公平性を保つために法により定められています。

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７月20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）
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国民健康保険税についてのお知らせ
令和４年度国民健康保険税の納付書（口座振替の方は通知書・納税組合の方は明細書）を７月１日付けで加入世帯主に
送付させていただいております。
（１）国民健康保険税の内容
大間町は、令和４年度の国保税算定に関して前年と税率（額）を変更せず積算しております。
・介護２号被保険者（国保加入者の40歳～64歳までの方）に係る賦課限度額の課税の考え方
年度途中で40歳になる方の保険税は、40歳になる月（誕生日が１日の方は、40歳になる前の月）の分から月割計算し
ます。
また、年度途中で65歳になる方についての保険税は、65歳になる月の前月（誕生日が１日の方は65歳になる前々月）
までの分を月割計算し課税します。
・国保税の特別徴収について
受給されている年金から、国保税を天引きすることを特別徴収といいます。
下記の①及び②にあてはまる国保に加入している世帯主を対象に実施しております。
① 世帯内の国保加入者全員が65歳～74歳までの世帯主。
② 特別徴収の対象となる年金の額が年額18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせ年金額の１/２を超えな
いこと。
※ ただし、65歳並びに75歳に到達される年度については、年度途中での特別徴収該当あるいは後期高齢者医療制度へ
の移行となりますので、普通徴収（納付書）での支払いとなります。
（２）国保税の納税について
・特別徴収の場合
世帯の国保加入者全員が65歳から74歳の場合で一定の要件を満たす場合は、年度内に６回ある年金支給額から国保
税を天引きさせていただきます。
仮徴収 ４月・６月・８月は、前年度の国保税の約１/６の金額を年金支給額から特別徴収します。
（４月１日付で仮
徴収通知書を発送済みです。
）
本徴収 申告等により前年の所得等が確定した後の10月・12月・２月に本算定で決定された当該年度の国保税から仮
徴収分を差引き調整された金額を年金から特別徴収します。
（10月徴収前に再度決定通知書を送付します。
）
※ 特別徴収の該当要件を満たさなくなった場合や、保険税額が更正により減額になった場合は、納付が普通徴収に変
更されます。
また、更正等により増額になる場合は、特別徴収の変更はなく増額した額を普通徴収（納付書）により納付していた
だくこととなります。
これらの場合は、更正通知書によりお知らせいたします。
・普通徴収の場合
これまでと同様に、納付書又は口座振替で納付していただきます。
普通徴収の納期は、年７回（７月～１月までの毎月指定日）です。
国保税は、前年度の所得を基に算定します（本算定７月１日）ので、基本的には世帯内での人の異動がない限り税額
の変更はありません。
ただし、所得額の変更や加入者の増減等により税額に変更があった場合は、更正通知書によりお知らせします。
※ 国民健康保険税の納期は７期となりますが、納期ごとの納付が困難な方はお気軽に税務課徴収担当に納付相談をし
てください。
・低所得世帯に対する保険税の減額
所得の申告（確定申告）がなされている世帯で下記の表に該当する世帯は、保険税のうち、平等割額と均等割額が軽
減されます。
令和３年中の所得課税標準額が下記の金額以下の世帯

軽減割合

430,000円＋（100,000円×（※給与所得者等数－１人）
）

７割軽減

430,000円＋（285,000円×加入者数）
＋（100,000円×（※給与所得者等数－１人）
）

５割軽減

430,000円＋（520,000円×加入者数）
＋（100,000円×（※給与所得者等数－１人）
）

２割軽減

※給与所得者等とは給与所得者及び公的年金等所得者をいいます。
（３）国保税の課税に関する基本的な考え方
・国保税の納税義務者は世帯主となります。
世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯内に国保に加入している方がいる場合は、国保制度上の擬制世帯主
となり課税されます。
（擬制世帯主の場合、世帯主の所得、資産等は国保税の計算には含めませんが、軽減判定の際だ
けはその所得を含めて判定を行います。
）
・年度途中で加入・脱退された方の保険税
年度（４月１日から次の年の３月31日）の途中で加入した方の保険税は、加入した日（会社を退職した日、町外から
転入した日の属する月）から月割計算し課税します。
また、年度途中で資格が無くなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
なお、転入された方についての保険税は、計算基礎である所得額の確認を前住所地へ確認する時間の関係で、転入
時に保険税を基本額で通知し、所得の確認後に再計算した通知書を送付する場合があります。
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別表１ ※大間町では､平成16年度から国民健康保険税の税率を上げずに医療費の適正化を図りながら特別会計を運営し
ています。
算定基礎

税
医療保険分

率（額）
支援金分
介護保険分

説

明

国保加入者の前年の所得に応じて算定
(令和３年分の所得－※基礎控除)×所得割税率

①所得割率

8%

2%

1.44%

②資産割率

40%

――――

――――

国保加入者全員の当該年度の固定資産税額のうち、土地及
び家屋に係る部分（共有持分を含む）を基に算定
令和３年度固定資産税額×資産割税率

③均等割額
④平等割額

22,000円
38,000円

8,000円
――――

13,500円
――――

国保加入者１人あたりとして算定
一世帯あたりとして算定

年税額
賦課限度額

上記の①～④を合計した金額が年税額となります。
なお、介護保険分については、40歳以上64歳までの方（介護保険の第２号被保険者）が対象となります。
650,000円

200,000円

170,000円

賦課される年税額の最高限度額です。
1,020,000円

※基礎控除額…前年所得・2,400万円以下⇒43万円・2,400万円を超え2,450万円以下⇒29万円、
・2,450万円を超え2,500万円以下⇒15万円・2,500万円を超える場合⇒0円
国民健康保険税は、加入している皆さんが病気やケガをしたときの医療費を病院等へ支払うために必要な財源です。
皆さんの保険税が大間町の国民健康保険事業を支えています。
医療費は、皆さんの保険税と国・県からの補助金等で医療機関に支払われますが、町人口の減少により被保険者数が減
り、それに伴い国保税賦課額も縮小しています。
今後は税率改正や滞納者対策として不動産の差押さえ等を実施し、国保財政の安定運営を図らなければなりません。
国民健康保険税を収めないと、
①督促状が送られます。
納付なし及び連絡なしの状態ならば…
②保険証の有効期間が短縮されます。
特別の事情も無く、更に納付相談にも応じず保険税の滞納が続く場合は、保険証の更新時に有効期間が、１ヶ月
等の短期被保険者証を交付します。
それでもなお滞納が続いていると…
③保険証を交付せず、被保険者資格証明書（自己負担10割）を交付します。
被保険者資格証明書で医療機関を受診した場合は、かかった医療費の全額を支払い、後日、領収書を持って国保
窓口へ申請し、７割分の給付を受けることとなりますが、原則として、保険税の未納分に充当させていただきます。
更に滞納が続いていると…
④財産等の差押さえを行います。
というような措置をとりますので、納付期限を守り納付してください。
大間町の国保の状況と特定健康診査受診のすすめ
大間町の国民健康保険加入者の令和２年度における特定健診受診率及び特定保健指導受診率は青森県内40市町村のう
ち、39番目と３番目で、これに対し１件あたりの医療費は７番目、１日あたりでは３番目に高くなっています。
この状況は従来から続いており、大間町の人が「病院を受診しない」
、
「健診を受けない」等の事由で病気にかかったこと
さえ分からず、具合が悪くなり我慢できなくなってからはじめて病院を受診した結果「手遅れ」というような状況になっ
ていることが分かります。
「忙しいから」
、
「面倒くさいから」ということで健診を受けない方が多くおりますが、自分の体を守るためにも町で実施
している「特定健康診査」を受診しましょう。
大間町の医療費支払いが多くなると「国保税」に直接影響し「皆さんへ増税」することとなることからも医療機関への適
正な受診や健康診査の受診等での自己管理が大切になってきます。
大間町では、特定健康診査を無料で行ないます（がん健診についても無料）ので、健診日を確認しご自分の都合の良い日
を予約し受診してください。
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
国民健康保険税の減免（新型コロナウイルス感染症の影響）のお知らせ
大間町では昨年と同様に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、
国が定める基準に基づき審査し国民健康保険税の減免を実施しています。
減免の対象となるには、下記の要件を満たす必要があります。
〇り患世帯
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
〇減収世帯
主たる生計維持者の事業収入等が、次の１～３の全てに該当する世帯
１．今年の事業収入等の減額見込額が前年の同事業収入の10分の３以上
２．前年の合計所得金額が1,000万円以下
３．減収見込みの事業収入に係る所得以外の前年の所得が400万円以下
※詳細について国保税担当までお問い合わせください。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）
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第３０７号

保健だより
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健康づくり推進課
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令和４年度 特定健診・がん検診のお知らせ
●健診日
受付時間
日にち

場所

７時00分～９時00分

(昼)12時30分～14時30分
(夕)16時00分～18時00分

特定健診 がん検診

定員

婦人科検診

定員

※受付終了

120人

○(昼)

120人

○(昼)

120人

７月８日(金)

奥戸交流館

７月14日(木)

奥戸交流館

○

○

120人

９月16日(金)

総合開発センター

○

○

120人

●対象者・検査内容
検査項目

対象者
30歳以上の国保加入者
75歳以上の方
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、勤務先
へご確認ください。
がん検診
※保険証の種
類に関係な
く受診でき
ます。
婦人科検診
※保険証の種
類に関係な
く受診でき
ます。

胃がん
肺がん
大腸がん
肝炎ウイルス
子宮頸がん
乳がん
骨密度検査

30歳以上の方
(大間病院の胃カメラは50歳以上)

検査内容
・身体測定
・血圧測定
・尿検査
・診察・心電図
・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)
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

40歳以上の女性
(昨年度受診した人は対象外です)

マンモグラフィー

30歳以上の女性

ＤＸＡ法(前腕による検査)

●申し込み方法
希望する健診日の５日前までに、健康づくり推進課へ健診項目と日にち(会場)をお知らせください。
●料金は無料です！！
・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
・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。
・時間、検査内容、お子様連れなど、気になる点はお気軽にご相談ください。
・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っています。
また、健診日直前の感染状況により、延期・中止となる場合があります。
・上記日程以外で子宮頸がん検診(個別検診)をご希望の方も、健康づくり推進課へお申込ください。
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
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【65歳以上高齢者】肺炎球菌予防接種の費用助成のお知らせ
大間町では、65歳以上の高齢者の肺炎球菌予防接種の費用助成を行っております。
【対象者】大間町に住所がある65歳以上の方で、これまでに肺炎球菌予防接種を接種したことがな
い方 ※過去に、費用助成を受けたことがある場合は、対象外です
【助成額】４千円（生活保護世帯、全額）
※医療機関により費用は違いますが、９千円程度かかります。
【助成の受け方】
各自、医療機関で接種していただき、
【領収書】
【接種したことがわかるもの（明細や予診
票の控え等）】【通帳】をお持ちの上、費用助成の申請手続きをお願いいたします。
※令和４年４月以降に接種した方は、申請期限は令和５年４月末までです。
【その他】※今年度、昭和31・32年度生まれの方には個別通知によりお知らせしていますので、ご
確認ください。
※それ以外の方には、Ｈ27～R2年度の間に１回以上、個別通知でお知らせしていますの
で、今年度、案内は送付していませんが、これまでに費用の助成を受けたことがなけ
ればご利用可能です。
⬘

健康づくり推進課

☎３１－０３５０（直通）

令和４年度 子供の読書活動優秀実践校について
青森県立大間高等学校では、読書活動を推進す
るための様々な取組を生徒が主体となって行って
おります。また、学校図書館の整備や活用にも積
極的に取り組んでいます。
読書活動を推進するための主な活動としては、
出張貸出サービス（『大間高校移動図書館』と銘打
ち、月に１回程度、図書委員が各ホームルームを
周って図書の貸し出しを行う。）や図書返却BOXの
設置、読書感想シートの掲示、希望図書記入帳の配
置、教職員推薦図書の配置、図書アンケートの実施
などがあり、図書室の利用者数や貸出冊数の増加、
生徒のコミュニケーション力の向上にもつながっています。
また、各教科、総合的な探究の時間等で利用する際に、図書を検索しやすいよう、図書室の書棚に
学習のテーマ毎に集められたコーナーを作ったり、その他の図書の検索方法が分かるよう、書棚に
NDC分類番号の解説と検索方法を作成・掲示したりするなど、生徒が利用しやすいよう工夫を凝ら
し、国語科や社会科の授業、総合的な探究の時間等で調べ学習に活用しています。
さらに令和３年度から「学校図書館アシスト事業プラス」の活用を通して青森県立図書館と連携
し、生徒の読書活動推進のための図書館運営等について研究しています。この事業を活用し、全教
員に対し、学校図書館の活用方法について研修を行ったことが現在の様々な工夫につながり、学校
図書館の充実が推進されています。
15

マイナンバーカード及びポイントについて
マイナンバーカードを持つことにより、社会保障・税関係の申請時の添付書類が削減されるなど、面倒な手
続きが簡易化されるほか、保険証や免許証としても利用できる予定です。
マイナポイントの申請期限も迫っておりますので、この機会にカードの取得についてご検討ください。
○マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードは、郵送又はオンラインでの交付申請が可能です。申請後、約１か月後にカードの準備
ができます。
過去に個別に送付された「個人番号カード交付申請書」を使用しますが、申請書を無くした場合も、大間町
役場 戸籍窓口で再発行できますので、ご来庁ください。
＊郵送申請の場合
申請書に顔写真を貼り付け、地方公共団体情報システム機構又は大間町役場 戸籍窓口に提出します。
顔写真の添付を忘れずにお願いします。
＊オンライン申請の場合
申請書に付いているQRコードをスマホで読み取り、オンライン申請できます。顔写真も、そのままス
マホで撮影できます。その他、ネットでも申請できますので、詳細につきましては総務省マイナンバー
カード専用ページにてご確認ください。
○マイナポイントについて
大間町役場 企画経営課窓口、又は、マイナポイントアプリ対応スマホ等で申請できます。
マイナポイントの受け取り方法につきましては、コジカカード・PayPay・各種銀行など、種類によって違いま
すので、ネット等でご確認ください。
なお、いずれも2022年９月末までにマイナンバーカードの申請をした方が対象となり、マイナポイントの申
請期間は2023年２月末までとなりますので、ご注意ください。
①マイナンバーカードを取得した方（最大5,000円相当）
②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込をした方（最大7,500円相当）
③公金受取口座の登録をした方（最大7,500円相当）
※①のポイントを申請済みの方も、②③のポイントは再度申請が必要となります。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

病院だより N o .２９３今月の担当医安齋
院長

遥

｢院長就任のご挨拶と抱負｣
こんにちは。今年の４月から大間病院 院長に就任した安齋 遥(あんざい はるか)と申します。大間病院に
は５年前にも１年間赴任したことがあり、その時はまだ独身だったため中山(なかやま)でした。今回は結婚
し苗字が変わり、子供２人を連れて大間に参りました。
大間病院としては初めて女性医師の院長就任となりました。これも時代の流れでしょうか。私の後輩を見
ても女性医師は以前と比べて飛躍的に増えたと感じます。男性医師と比べて何かが変わる訳ではないと自分
では思っておりますが、女性の患者様からは女性医師を希望される事もあり、適材適所で活躍していければと
考えております。
私の院長としての抱負は「地域で生きて地域で最期を看取る」です。当院には内科しか常勤医がおらず、む
つ総合病院の外科・整形外科・泌尿器科の先生方に非常勤としていらして頂いているものの、出来る検査・治
療が限られているのが現実で、様々な科に跨った疾患を持つ患者様を内科の医師が外来から入院まで対応し
ています。大間町・佐井村・風間浦村で構成する北通り地域の人口は年々減少しているにもかかわらず、高齢
化率は40％を超えるところであり、病院には医療だけでなく介護福祉を含めた対応が求められます。また、少
子化も進んでおりますが小中高校を近くにもつ当院は、小児への対応も出来なければなりません。最寄りの
小児科はむつ市内まで行く必要があり、当院は子供たちの疾患・アレルギー・ワクチンなど様々な対応をして
おり、幅広い知識と経験を持った内科医師及び医療スタッフのお陰で現在の体制をなんとか維持できており
ます。今後も住民のニーズに合わせた医療を提供していきたいと思うところであり、下北・北通り地域の医療
を維持するため、住民の皆様と一緒に考えて一緒に成長していければと思っております。
今後とも何卒ご協力の程宜しくお願い致します。
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船舶運航技術を学ぶ！シーマン･シップを学ぶ！
私たちの学校は、国土交通省の所管する学校で、優秀な船舶運航技術者の育成を目的とし、海と船を
フィールドに学んでいます。卒業生には、海技資格における得点が付与され、海運界はもちろんその関
連産業を中心に幅広く活躍しています。
＜オープンキャンパス＞ ２０２２年 ①６月４日 ②６月25日 ③７月16日 ④９月17日
２０２３年 ⑤２月11日
■選抜区分
学校推薦型選抜・総合型選抜・自己推薦型選抜・一般選抜
（多種多様の選抜方法がございますので、詳しくは下記へお問い合わせください。
）
⬘ 国立宮古海上技術短期大学校 教務課 ☎０１９３－６２－５３１６
HP https://www.jmets.ac.jp/miyako/
Email kyoumu-miyako@jmets.ac.jp

【第72回下北美術展（児童・生徒の部）
】
むつ・下北管内小・中学校の児童・生徒の入賞作品を展示します。絵画・版画・書道の作品約500点が
展示されます。
入場は無料ですので、ぜひこの機会にご観覧ください。
＜展覧会＞ ８月11日(木)～８月21日(日) 午前９時から午後５時まで
むつ市中央公民館

自立に向けた相談窓口のご案内

排水設備工事責任技術者試験

１人で悩んでいませんか？あなたの生活の困りご
とや心配など、なにをどうすればいいかわからない
と立ち止まらずに一緒に進んでみませんか？どなた
でもご相談ください。
・仕事がなかなか決まらない、長続きしない
・家計が毎月赤字
・高齢だけど働いて収入を得たい
・社会参加してなにかの役に立ちたい
・家族にずっと働かず家にいる。将来が心配 等
⬘ 下北地域自立相談窓口
☎０１７－７６４－６９０６
（対象地域：大間町･東通村･風間浦村･佐井村）

■日

時 令和４年10月19日(水)
受付時間 13：30～13：50
試験時間 14：00～16：00
■場
所 青森市、弘前市、八戸市、
五所川原市
■受 験 料 8,000円（振込手数料除く）
■申込受付 令和４年７月１日(金)～７月29日
(金)(土・日曜日、祝日を除く）
生活整備課で申込書を配布・受付します。
■合格発表 令和４年11月８日(火)
⬘ 生活整備課
☎３７－２５３５（直通）

青森県インターネット公売実施中

個人事業税（県税）について

県では、
インターネットオークションを利用して、
県税滞納者から差し押さえした財産の売却を行う
「インターネット公売」を実施しております。
不動産をはじめ、自動車や貴金属、携帯型ゲーム
機などの多様な財産が公売の対象となり、落札され
ています。
青森県以外にも、全国の地方自治体から多数出品
されていますので、ぜひご参加ください。
詳しくは、地域県民局県税部までお問い合わせく
ださい。
⬘ 下北地域県民局県税部 納税管理課
☎２２－８５８１（内線２１０、２１１）

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
所得及び事業所得から必要経費と各種控除額を引
い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ます。
また、口座振替もご利用いただけますので、最
寄りの取扱金融機関または各地域県民局県税部に
てお申し込みください。詳細は、県税ホームペー
ジをご覧ください。
⬘ 下北地域県民局県税部 課税課
☎２２－８５８１（内線２０８）
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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７月15日(金) 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

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
時 間
場 所
７月 ５日（火）
１３時３０分～１５時３０分
青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）
７月２４日（日）
１０時３０分～１２時３０分
【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）

中高年のための「再就職支援セミナー」開催
採用されるための就職活動のポイント（仕事の探し方・応募書類の作成・面接等）について、45歳以上の方
に特化した内容のセミナーを実施いたします。
参加申込は電話またはメールで。参加費無料（定員先着20名）
【会場・開催日】 弘前会場 ７月20日(水) 弘前総合学習センター ４Ｆ第４研修室
青森会場 ７月22日(金) リンクモア平安閣市民ホール １Ｆ会議室
八戸会場 ７月27日(水) 友の会福祉会館 ２Ｆ第１会議室
【時 間】13：30～15：30 その後 希望者個別相談16：00～17：00
※当セミナーは雇用保険受給資格者の求職活動として認められます。
【申込先】ネクストユニキャリアセンターあおもり ☎０１７－７２３－６３５０
Ｅ-mail:chuukounen@ims-hirosaki.com

バスの車内事故防止についてのお願い
走行中に席を離れると、転倒など思わぬ怪我をする場合があります。お降りの際は、バスが停留所に着いて
扉が開いてから席をお立ち願います。
また、バスは安全運転に徹しておりますが、やむを得ず急ブレーキを掛ける場合があります。
満席のため、お立ちになってご利用いただく場合には、吊革や握り棒にしっかりおつかまり下さい。
バスの車内事故防止に皆様のご理解とご協力をお願いします。
東北運輸局青森運輸支局・（公社）青森県バス協会
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健やか協力隊員養成研修
日 時：令和４年８月10日(水) ９：00～12：00 弘前大学健康未来イノベーションセンター１階
場 所：令和４年８月19日(金) 13：00～16：00 八戸商工会議所３階
令和４年９月９日(金) ９：00～12：00 青森県総合社会教育センター２階
内 容：健康講義・健康測定機器測定演習
対 象：健康づくりに関心があり健康測定を学びたい方、測定のお手伝いをお考えの方
定 員：各会場40名
受講料：無料
申込/問合せ：各会場とも開催日２週間前までに、氏名・年齢・住所・勤務先名・電話番号・FAX番号
をFAXまたはＥメール、郵送にてお願いします。
⬘ 青森県医師会健やか力推進センターへ
〒030-0801 青森市新町2-8-21 青森県医師会館６Ｆ
Ｅmail：suk-kyoryokutaiin@lily.ocn.ne.jp
FAX０１７－７６３－５５９１ ☎０１７－７６３－５５９０
※詳しくはＨＰをご覧ください

ＦＤＡ青森・神戸線、名古屋線が夏期臨時便を運航します
フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）の期間増便により、８月１日(月)～28日(日)の期間中、青森・神
戸線は１日２往復、青森・名古屋線は１日４往復で運航されることとなりました。
神戸は、異人館や南京町といった異国情緒のある定番スポットや、港町ならではのウォーターフロン
トのほか、神戸から西の姫路城や四国に容易にアクセスできる点もポイントです。
名古屋は、名古屋城や熱田神宮など市内の定番の見どころに加え、一度は行ってみたい伊勢神宮や江
戸時代の面影を残す飛騨高山など、周辺地域にも魅力のある観光スポットがたくさんあります。
この夏は増便で便利になった青森・神戸線と青森名古屋線をぜひご利用ください。
○運航ダイヤや運賃の詳細などについては、ＦＤＡホームページをご覧ください。

あおもり若者定着奨学金返還支援制度がスタートしました
～2023年度、2024年度採用の登録募集中～
若者が、青森県内に住み登録企業で６年間働き続けたとき、県と企業とで奨学金返還を支援する制度
です。若者・企業とも事前登録が必要です。
○支援額（企業・県が1/2ずつ負担）
対 象 者 ○大学・短大等の卒業者（卒業見込み含む）
支援額（企業が設定）
学校区分
で採用時に35歳未満の方
○青森県内で正規雇用されていない方
大学等 150万円､100万円､60万円のいずれか
○「日本学生支援機構」
、「青森県育英奨学会」
短大等 75万円､50万円､30万円のいずれか
の奨学金利用者
対象企業 ○県内企業または勤務地で県内に限定した採用 ※返還総額・返還残額の1/2が上限。
を行う県外企業（法人、団体、個人事業主）
⬘ 青森県企画政策部 地域活力振興課 ☎０１７－７３４－９１７４
詳しくはWEBで

♨大間温泉♨

借金に関する相談窓口

☎３７－４３３４
海峡保養センター
■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
５日、12日、19日、26日（毎週火曜日）

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。
一人で悩まず、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）
【相談専用電話】☎０１７－７７４－６４８８

＊各施設の指定された駐車場に駐車してください｡

⬘ 東北財務局青森財務事務所 理財課
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Paul(ポール)のROOM(部屋)
私はゴールデンウイークに友人と一緒に名古屋に行きました。名古屋では、スイス人の留学生と会いまし
た。
留学生の母語はフランス語で、日本に来た時の第一印象は日本にはたくさん不自然なフランス語の看板や
商品名があるということでした。
私の友人もフランス語が話せるので、おかしいフランス語をよく見かけるといっていましたが、私はフラン
ス語が分からないので、気が付きませんでした。
留学生はたくさん写真を撮っていて、私に見せて説明しました。
例えば
CAFÉ de CRIÈ

訳：叫ぶ喫茶

Marchè de BleuetPlus

訳：もっとブルーベリーの市場

salut!

訳：やほ！

armoire caprice

訳：気まぐれクローゼット

Je Cherche

訳：私を探している

GRANDIR

訳：大人になる

等の看板の写真を見せてもらいました。
日本にある店名の日本語訳を聞いて、皆さんはどう思いますか？

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。
（関係書類：町ホームページからダウンロードできます）
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）

2022海の事故ゼロキャンペーンのお知らせ
７月16日～７月31日は海の事故ゼロキャンペーン期間です。
期間中はいつも以上に、
① 小型船舶の事故防止（発航前点検・見張りの徹底）
② 大型船舶の事故防止（見張りの徹底・船舶間コミュニケーションの促進）
③ ライフジャケットの常時着用・自己救命策の確保を徹底しましょう
離岸流に注意！目指せ海の事故ゼロへ！
海水浴シーズンには海の事故が増加傾向にあるため、青森海上保安部では、海の事故防止啓発活動を行って
おります。
海水浴をする時は、監視員のいる決められた海水浴場や遊泳期間を守りましょう。
遊泳場所によっては沖合に流される離岸流があるので、十分に注意してください。
２次元コードでアクセス！
海上保安庁への緊急通報は１１８番
⬘ 青森海上保安部交通課 ☎０１７－７３４－２４２２
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「わが家のめんこ」を募集中

地域団体(非営利目的)活動の公募について

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日までに下記のも
のを持参のうえ、企画経営課までお越しください。

地域団体の活動を掲載してみませんか？
大間町で行っている地域団体の活動を「広報おおま」に掲
載し、町民の皆さんに周知してみませんか。
【対
象】非営利地域団体
【掲載内容】地域団体活動の目的・活動内容・開催日時・開
催場所・代表者名・連絡先
【応募方法】大間町役場２階 企画経営課までデータまた
は紙媒体で提出願います。
※掲載希望月の前月９日までに提出願います。
（土日・祝
日を除く）
８月号に掲載希望の場合は、７月11日(月)までに提出
してください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

必要なもの
・掲載したい子どもの写真
・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
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

わたしたちの

まち

令和４年５月末現在( )前月比

５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 4,927(＋ 8) 2,526(＋ 9) 2,401(－ 1) 2,489(－15)
か

い

大間 3,886(＋12) 2,019(＋ 9) 1,867(＋ 3) 1,967(－ 7)

勝川

楓生くん （明樹さん）

奥戸

451(－ 6)

中村

心春ちゃん （和也さん）

71(－ 2)

新田

莉々亜ちゃん（涼也さん）

能登

清成くん （大輔さん）

材木

908(－ 2)
133(－ 2)

編集室の

432(± 0)
75(± 0)

476(－ 2)
58(－ 2)

こはる

り り あ

せ

な

ひとり言

最近、暑くなってきていますね。
それでも昼夜の寒暖差等で体調を崩しやすい
時期です。体調管理に気をつけましょう。
また、夏になると、外で行動することも多く
なると思います。
BBQやキャンプ、花火など、熱中症対策を忘
平
れずにこれからの夏を楽しみましょう！
○

今月はありません

増山 よしさん 93歳（向町）
松山 六郎さん 84歳（奥戸村）
佐々木サダさん 87歳（新釜）
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澁田 光義さん 77歳（大間平）
山本 勝己さん 68歳（大間平）
武内 い志さん 92歳（大間）
竹内

馨さん 63歳（根田内）

＝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。

