
0TSUCHI   in format ion 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、手指消毒などの協力をお願いします

（仮称）鎮魂の森基本設計の
説明会

　東日本大震災津波で犠牲になられた
方々の慰霊の場となる「（仮称）鎮魂の
森」整備事業の基本設計について策定
したので、説明会を開催します。どな
たでも、ご参加ください。
■ 開催日　３月27日（日）
■時間　10：00 ～12：00
■会場　おしゃっち多目的ホール
問 協働地域づくり推進課　℡ 0193-42-8718

子育て世帯等への臨時特別給付金
（離婚家庭等「支援給付金」）
　現に、お子さんを養育しているにもか
かわらず、離婚等により「子育て世帯等
臨時特別給付金」を受け取れない方々
に対し支援給付金を支給します。次に
該当する場合は、申請が必要です。
①�令和３年９月１日から令和４年２月
28日までに児童手当の受給者変更
手続きを完了している人

②�令和３年10月１日から令和４年２月
28日までに、新たに高校生を養育す
ることになった人

③�ＤＶ特例・施設特例の未手続により、

お知らせ 給付金の支給先変更していない場合、
養子縁組や海外からの帰国により、
養育者が変わっている場合など
※�但し、元養育者が、給付金相当額を
譲渡していた場合や、対象児童のた
めに給付金相当額を費消していた場
合を除きます。

■ 支給額　児童１人につき一律10万円
■ 申請受付期間　３月31日まで
※�町のホームページで申請方法などが
確認できます。

問 健康福祉課  ℡ 0193-42-8715

就学援助制度

　就学援助制度は、経済的な理由によ
り就学費用の負担が困難と認められる
保護者に対し学用品費や給食費、修学
旅行などの費用の一部を援助する制度
です。大槌学園または吉里吉里学園に
在籍する児童生徒の保護者で次のいず
れかが対象となります。
①�昨年（令和 3 年）の世帯全員の所得
の合算が認定基準額以下の人

②�東日本大震災により保護者が死亡ま
たは行方不明となっている人
※�同制度の申請書などは令和 4年 4月
1日現在在籍している学園に提出して
ください。詳しい内容を確認したい

■ 所属名　税務会計課
■ 職階　主任主査
■ 年齢　46歳　　■ 性別　男性
■ 処分年月日　令和４年２月10日
■ 処分内容　戒告
■ 処分理由　・欠勤（４日間）
問 総務課　℡ 0193-42-8711

サロンおでんせ

　おおつち支え合い協議会・町で養成
された介護予防サポーター、にこ♡に
こパートナーで協力し、誰でも気軽に
集える居場所「サロンおでんせ」を開催
します。
■�日時　毎週木曜日�（お休みの日もあ
る為、事前にお問い合わせを）

　�開催予定：3月3日、3月10 日、3
月17日、3月24日

　�10：00 ～11：30（出入り自由、申
込不要）

■�会場　おしゃっち１階多目的ホール
■�内容　ぴんころ体操やレク、制作活
動など

■�費用　100 円（制作費、茶菓代等）
※�新型コロナウイルス感染拡大の状況
により、中止する場合もあります。施
設掲示などでお知らせします。

問 健康福祉課　℡ 0193-42-8716

子ども予防接種週間

　3月1日～7日は「子ども予防接種
週間」です。お子さんの予防接種の受
け忘れはありませんか？�４月からの入
園や入学等新年度に備えて、接種し忘
れていない予防接種はないか、母子健
康手帳の予防接種ページを開いて確認
してみましょう。未接種のものがある場

健康

場合は、お子さまが在籍する学園ま
たは教育委員会事務局学務課にご相
談ください。

問 学務課　℡ 0193-42-6100

任意加入で年金額を増やし
ませんか？

　国民年金保険料を納められなかった
期間や免除の期間などがある場合、受
け取る年金額が少なくなってしまいます。
　このような場合に年金受給額を増や
す手段として、60歳以降も加入するこ
とができる「任意加入制度」があります
（65歳又は納付月数480月まで加入可
能）。任意加入して、納付月数を増やす
ことにより、65歳から受け取る老齢基
礎年金を増やすことができます。
　60歳以上65歳未満で任意加入を希
望する場合は、下記のとおりお手続きく
ださい。（※現在、厚生年金加入中の人
や既に老齢基礎年金を繰上げ受給して
いる人は任意加入できません。）
■ 申請に必要な物
①�年金手帳（基礎年金番号が分かるもの）
②�預金通帳またはクレジットカード（任意
加入の際の納付方法は、原則、口座振
替かクレジットカード納付です）

③�通帳登録印鑑（クレジットカード納付
の場合は不要）

■ 申請受付場所
　大槌町�町民課�国保年金班窓口
　宮古年金事務所（宮古市太田1-7-12）
問 宮古年金事務所　℡ 0193-62-1963
問 町民課　℡ 0193-42-8713

里親になりませんか？

　さまざまな事情により、家庭で生活
できない子どもがいます。そのような子
どもたちが安心して生活できるように、
一般家庭に迎え入れて養育する里親制
度があります。里親になるために特別

合には、この機会に医療機関を予約し
接種を受けましょう。予防接種につい
てのご不明な点は、下記へお問い合わ
せください。�
問 健康福祉課　℡ 0193-42-8716

健康相談

　町は、下表のとおり健康相談を実施
します。予約制については、電話にて
お申込み下さい。
日時・場所 内容

３月14日（月）
9：30 ～11：00
岩手県立大槌病院

高齢者に関する介護・
生活相談
【申込不要】

３月22日（火）
10：00 ～11：30
柾内地区集会所

血圧・体組成測定
健康相談
【申込必要】

３月25日（金）
9：30 ～11：00
マストセンターコート

血圧・体組成測定
健康相談
【申込不要】

※�新型コロナウイルス感染拡大の状況によ
っては、中止する場合もあります。中止の
場合は施設掲示などでお知らせします。

問 健康福祉課　℡ 0193-42-8716

釜石保健所各種無料相談
および検査
項　目 実施日

◆�エイズ相談・検査
◆�性感染症検査（性
器クラミジア検
査・梅毒検査）�

◆�肝炎ウイルス検査
（B型・C型）�
◆ �HTLV-1相談・抗
体検査

3月17日（木）
11：00 ～12：00
（予約制）

※毎月第3木曜日

骨髄バンク登録
3月17日（木）
14：30 ～15：00
（予約制）

※毎月第3木曜日

こころの健康相談
3月23日（水）
13：30 ～16：00
（予約制）

※毎月第４水曜日

問 釜石保健所保健課　℡0193-25-2710

な資格は必要ありませんが、研修の受
講等の要件があります。詳しくは宮古
児童相談所までお問合せ下さい。
問 岩手県宮古児童相談所
  ℡ 0193-62-4059

大槌河川漁業協働組合
役員選挙について

　当組合の役員任期満了に伴い「定款
第 28 条及び役員選挙規程第２条」に
より理事、監事の選挙を下記のとおり
実施することを広告します。
■ 選挙期日　令和４年３月20日（日）
■ 選挙管理者　東梅英夫
■ 投票開始時刻　令和４年３月20 日
（日）午後１時

■ 選挙候補役員数　10 名（理事 7名・
監事 3名）

■ 立候補届出締切日　令和４年３月13
日（日）午後５時

問  立候補の届出先：代表理事組合長  
臼澤和雅（℡ 080-6007-4497）ま
たは理事 藤原定一（℡ 090-6225-
8222）　※役員選挙立候補届書は
上記で用意しています

職員の懲戒処分

　大槌町職員の懲戒処分及び公表の指
針に基づき、以下のとおり公表します。
■ 所属名　税務会計課　■ 職階　主査
■ 年齢　50 歳　　■ 性別　男性
■ 処分年月日　令和４年１月27日
■ 処分内容　減給10 分の１（３ヶ月）
■ 処分理由　・不適切な事務処理

■ 所属名　健康福祉課　■ 職階　課長
■ 年齢　49歳　　■ 性別　男性
■ 処分年月日　令和４年１月27日
■ 処分内容　戒告
■ 処分理由　・不適切な事務処理
　　　　　　・指導監督不適正

営業時間
定 休 日La・La

髪質改善トリートメント

魔法のバブル が体験できるお店
マーブヘッドスパ

予 約 優 先

marbb
マーブ

大ケ口2丁目3‐39
TEL 0193‐42‐2784美容室

㈲シャイン

円（税込）3,300

初回おためし
今話題！

通常
1,100円
のところ

（税込）

marbbと一緒にトリートメントする
ことでより一層の効果が期待できます
※新型コロナウイルス対策実施店
　（オゾン発生器を使用しております）

（
税
込
）円550

 

 公文式 おしゃっち教室 
毎週 月・金／14:30 20:00  

連絡先 090-7526-6293（山本和子） 

　令和３年分の所得税などの確定申告期限等は、以下のとおりです。
確定申告期限
納期限 振替日 延納分

申告所得税及び復興特別所得税 ３月15日（火） ４月21日（木） ５月31日（火）
消費税及び地方消費税 ３月31日（木） ４月26日（火）

贈　与　税 ３月15日（火）

　国税の納付には、便利で確実な振替納税をご利用ください。振替納税は、納税
者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付できる手続きです。
　なお、すでに申告所得税及び復興特別所得税または消費税および地方消費税につい
て振替納税をご利用の際は確実に振替納税できるよう、預貯金残高をご確認ください。
問 釜石税務署  ℡ 0193-25-2081　※音声案内は「２」番を選択

税務署からの申告期限・納期限などのお知らせ
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