0TSUCHI information

お知らせ
大槌都市計画道路 大槌駅前線
の変更案に係る縦覧について
都市計画法第 17 条第１項に基づき、
都市計画道路変更案の縦覧を行います。
■都市計画道路名称

0TSUCHI information
（仮称）大槌町斎場
■開催日時

集合場所）
、中央公民館大会議室（説

方については後日公表します。

明会・意見交換会）

※土日、祝日は縦覧できません

問 長 寿課 介護班

■開催場所
大槌町役場 民生部 町民課内
問町
 民課 環境生活班
℡ 0193-42-8713

介護保険事業計画の
パブリックコメントのお知らせ

■縦 覧日時
※土日、祝日は縦覧できません
・岩手県 県土整備部 都市計画課
・沿岸広域振興局 土木部
・大槌町役場 復興局 都市整備課
問 都市整備課 町方地域担当班

町では平成 30 年度から平成 32 年度
までの介護保険事業計画（
「高齢者のた
めの○（まる）ごとプラン」
）について、意
見募集（パブリックコメント）を行います。
皆さまのご意見をお待ちしています。
１

住民説明会
町から、高齢者のための○ごとプラ

ンの概要のほか大槌町の高齢者をとり

大槌都市計画地区計画の決定・
変更に係る素案の縦覧について

まく現状について説明し、また、皆さ

地区計画の素案の縦覧を行います。
■地 区計画の種類
（1） 町方産業拠点地区地区計画の決定
（2）吉里吉里地区地区計画の変更
（3）町方津波復興拠点地区地区計画
の変更
（4）安 渡 津波復 興 拠 点地 区地 区計
画の変更

まから介護保険事業に関しての意見を
頂きます。
（１）開催日時 12 月 22 日（金）
10：00 ～12：00
（２）場所 シーサイドタウンマスト２階

閲覧期間内に、町に対して意見書を
提出してください。
平成 29 年 12 月５日

（火）～平成 30 年１月５日（金）

■開催日時
12 月14 日（木）～12 月 28 日（木）
大槌町役場 復興局 復

興推進課内

都市計画法第17条第１項に基づき、大
槌都市計画火葬場案の縦覧を行います。
■都市計画火葬場の名称

平成 29 年12 月25日
（月）

から平成 30 年１月 19 日（金）まで
■閲覧方法

①大槌町ホームページ

②役場保健福祉課窓口
①電子メール
fukusi@town.otsuchi.iwate.jp

立つ参加型サロン。どなたでも無料で

に患者数が増え始め、年明けに大流行し

■時

間

17：30 ～ 18：30

参加できます。相談コーナーもあります。

ています。今年度、釜石管内では、10 月

■会

場

役場多目的会議室

■ 12 月 9 日（土）9：30 ～15：30 マス

時点で、罹患者が出ており、流行の兆し

＜出張運動教室＞

トホール ものづくりサロン「カラー

がみられています。インフルエンザに罹ら

■実 施日 12 月 18 日（月）

セラピー講座」ゲスト講師 杉田靖子

ないように日頃から予防に努めましょう。

■時

間 10：00 ～ 12：00

風邪は、鼻水やのどの痛みなどの「局

■会

場

所症状」が中心であることに対し、イ

症状」が中心となります。

ください。

外から帰った時の手洗い・うがいをし、栄

℡ 0193-42-8715

鎮魂の森構想
説明会・意見交換会

ノロウイルス感染症・
食中毒の予防について
ノロウイルスによる感染症や食中毒

明会等の開催に併せ、予定地での現地見

ます。特に、抵抗力が弱い人は、重症化

学会を開催します。ぜひご参加ください。

することがあるため、注意が必要です。

■日時 12 月 16 日（土）

予防のために次のことを心がけましょう。

①現地見学会

〒028-1192 大槌町上町1-3
大槌町役場
③ FAX
（４）留意点

長寿課介護班

意見書には、氏名、住所、

■申込締切

はくえい 通 夜 会 館
事前相談も行っております

TEL
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0193- 42- 7617

楽らく体操・何でも相談会（公営
住宅・地区集会所）のお知らせ

FAX 42‑3767

をご覧下さい。

エイズ即日検査実施の
お知らせ

記の日程で体操教室、相談会を開催し

釜石保健所では当日 30 分〜 1 時間

ます。お誘いあわせのうえぜひご参加く

程で検査結果がわかるエイズ即日検査

ださい。下記会場のほか、各仮設でも

を実施します。この機会に検査を受けて

開催しています。開催日程は各仮設の

みませんか。
（無料です。
）

掲示板をご覧ください。

■日 時 12 月 21 日（ 木 ）15：00 〜
19：00（受付は 18：30 まで）

楽らく体操：セラバンドを使用した体
操などを行います
何でも相談：高 齢 者に関する相談に
応じます
■日程

大ケ口一丁目町営住宅 集会所

オープン記念で、婦人車（ブリヂストン自転車）
を
大特価にてご奉仕をしております。
お気軽にお立ち寄りください！

大槌町末広町 14‑8（旧店舗と同じ場所です） ☎42‑2396

の検査も同日行います。
から、3 ヵ月を過ぎ てから検 査を受
問 釜石保健所 保健課
℡ 0193-25-2702（内線 241）

・12 月 20 日（水）

創業100年 になりました！

事前に予約が必要です。12

月 18 日（月）までに電話で申し込み

けてください。

・12 月 19 日（火）

今年の10月で

■申込み

※感 染の心配がある出来事があった日

臼沢寺野ふれあい集会所

みなさまのおかげで営業を再開することができました。
ありがとうございます！

釜石地区合同庁舎 2 階 釜石

保健所 相談室 5（釜石市新町 6-50）

ください。

・12 月 18 日（月）

境田自転車商会

■場 所

※エイズ相談、梅毒・肝炎・クラミジア

・12 月 13 日（水）

○食品の十分な加熱：85℃以上で 1分以上
問 保健福祉課 健康推進班

ろがけサロンカレンダー」、こころがけ
ホームページ www.kokorogake.org

末広町町営住宅 集会所

し、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

いずれも 50 名程度

詳しくは、町内に掲示・配布の「ここ

加いただけます。

なるべく使い捨て手袋・マスクを着用

12 月13 日（水）17 時まで
■定 員

○手洗いの徹底：トイレの後、調理前後、
○汚物（ふん便、嘔吐物）
の適切な処理：

どなたでも

ゲスト講師 藤村薫

問 保健福祉課 健康推進班

食事の前

14：30 ～ 16：30
■対 象

パブリックコメントの公表方法

〒028‑1121 大槌町小鎚 26‑164‑15（花輪田）

②説明会・意見交換会

0193-42-4314

連絡先を記載してください。

13：30 ～

ぬくっこハウス「ピアノで音楽サロン」

仮設住宅入居者以外もご参

■内容

は、冬期に多く発生します。

■ 12 月 16 日（土）13：30 ～ 15：00

赤浜第 3 仮設団地談話室

大槌町地域包括支援センターでは下

問 保健福祉課 健康推進班

℡ 0193-42-8715

■その他

℡ 0193-42-8715

予防のために外出時のマスクの着用や
養と睡眠を十分にとるようにしましょう。

東日本大震災による犠牲者の慰霊の

こころがけ（認定ＮＰＯ法人心の架け
いする専門家チームです。楽しくて役に

大槌町役場保健福祉課地域福祉班 行
※差 出人及び住所、連絡先を記載して

12 月のこころがけサロン

■実 施日 12 月 8 日（金）

身の倦怠感や関節痛などの「強い全身

0193-42-4314

℡ 0193-42-8716

＜カラダ燃焼教室＞

〒028-1192 大槌町上町 1-3
③ FAX

いきいき岩手支援財団

橋いわて）は、心の健康増進をお手伝

ンフルエンザは、38℃以上の高熱、全

②郵送

13：30 ～ 15：00

■協力

までご連絡ください。

ノロウイルスは、手指や食品を介して感

はくえい 典 礼

広報おおつち 2017.12

■募 集期間

参加を希望する人は、下記問合せ先

インフルエンザを
予防しましょう
インフルエンザは、例年、年末から徐々

を定める計画です。

■時間

問 大槌町地域包括支援センター

大槌町では、運動習慣を基盤とした

内用）
、タオルなどです。

染し、嘔吐、下痢、発熱などを引き起こし
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祉サービス等の事業量やその確保策

健幸運動教室

室」を開催します。持ち物は、
運動靴
（室

健康

会と意見交換会を開催します。また、説

choju@town.otsuchi.iwate.jp

３

30 年度から 32 年度までの障がい福

吉里吉里町営住宅 集会所

℡ 0193-42-8715

健康づくりの推進のため「健幸運動教

するに当たり、町の構想についての説明

②郵送

大槌都市計画火葬場の
決定案の縦覧について

援法及び児童福祉法に基づき、平成

■申込先 総合政策課 ℡ 42-8724

②役場長寿課窓口
（資料提供します）
①電子メール

℡ 0193-42-8714

この計画は障害者総合支

※①のみ又は②のみの参加も可能です。

①大槌町ホームページ
（３）意見提出方法

問 復 興推進課 統括管理班

■計 画内容

場となる鎮魂の森の具体的な検討を開始

（２）閲覧方法

※土日、祝日は縦覧できません
■開 催場所

閲覧によるパブリックコメント

（１）閲 覧 期 間

大槌町障がい福祉プランの
パブリックコメントのお知らせ

問 保健福祉課 地域福祉班

マストホール
２

℡ 0193-42-8716

■意見提出方法

℡ 0193-42-8723

都市計画法第 16 条第２項に基づき、

大槌役場庁舎前（現地見学会

はしませんが、意見に対する町の考え

線（県決定）

■縦 覧場所

■場 所

12 月14 日（木）～ 12 月 28 日（木）

大槌都市計画道路 3･5･1 号大槌駅前

12 月 14 日（木）～ 12 月 28 日（木）

寄せられた意見に対して個別に回答

LaLa

御支度
七五三、入学卒業、成人式、婚礼 承ります

頭皮洗浄

美しい髪は
健康な頭皮、
地肌から

・白髪染め（通常 5,500 円が）3,500 円〜
6,480 円〜
・パーマ（カット込み）

大 ケ 口 2 丁 目 3‐39

TEL 0193‐42‐2784
営業時間
定 休 日

予 約 優 先
OTSUCHI TOWN
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