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おおつち

３．就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験（中卒認定）について�

中学校卒業程度認定試験（中卒認定とは）	 
　病気などやむを得ない理由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除された子女などに対して、中
学校卒業程度の学力があるかどうかを認識するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。	 

	 
受験資格	 

　下記の①から④までのいずれかに該当する人が受験できます。	 
①就学義務猶予免除者である者または就学義務猶予免除者であった者で、平成24年3月31日までに満15歳以上になる人	 
②保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ平成24年3月31日までに満15歳に達するもので、その年度の終わり

までに中学校を卒業できないもの(④に掲げるものを除く)と見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が
認めたもの	 

③平成24年3月31日までに満16歳以上になる者(①および④に掲げるものを除く。)	 
④日本の国籍を有しない者で、平成24年3月31日までに満15歳以上になるもの	 
	 

試験日　１１月２日(水)	 
場　所　岩手県立総合教育センター	 
願書受付期間　９月８日(木)～９月２８日(水)	 

受験案内および出願に必要な諸用紙は、大槌町教育委員会を通じて請求してください。	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町教育委員会学務課　０１９３－４２－６１００	 
	 

２．町民課国保年金班からのお知らせ�

【国民年金保険料の免除についてのお知らせ】	 
　被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね２分の１以上の損害を受けた人などは、本人の申請に基づき、国
民年金保険料が全額免除になります。	 

　被災に伴う免除の申請手続きは、平成２４年３月末日まで行うことができますが、早目の申請をお願いします。	 
　※東日本大震災に伴う免除申請・学生納付特例申請（平成２３年２月分からの審査）は、申請期間が	 

　　平成２４年３月末日まで延長されました。	 
　〔被災により国民年金保険料の免除を申請される方へ〕	 
　国民年金保険料免除申請書に、り災証明書（写）や被災状況届（国民年金保険料免除申請用）を添付し、役場町民課または宮

古年金事務所へ提出してください。	 
　なお、本人が提出できない場合は「委任状」が必要ですので、注意してください。	 

	 
【９月の年金出張相談について】	 
　宮古年金事務所の年金出張相談日程は以下のとおりです。	 

　日　時　９月２１日（水）　１０：３０～１５：３０	 
　場　所　役場町民課	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町町民課　国保年金班　０１９３－４２－８７１３	 

１．大槌町国民健康保険運営協議会委員の募集について�

　町は、大槌町国民健康保険の運営にあたり、町民（国民健康保険被保険者）の立場から意見を頂くために、公募の委員を募集
します。	 
　　　　　　　	 	 

１　応募資格	 
（１）応募期限現在、大槌町国民健康保険の加入者で、２０歳以上の人	 

（２）平日の昼間に開催する会議に出席できる人　　　	 
　　　　　　　　　　　　　　	 
２　募集人員　　３人	 

３　任　　期　　平成２３年１０月１日～平成２５年９月３０日	 
４　応募締切　　平成２３年９月２７日（火）	 

５　応募方法　　町民課国保年金班に事前に連絡ください。後日「大槌町国民健康保険運営協議会公募委員申込書及び作文」	 
　　　　　　　　の用紙を送付しますので提出してください。	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町町民課　国保年金班　０１９３－４２－８７１３	 



５．「出前ぽこぽこ」がやってくるｉｎ大槌町　からだを使って遊ぼう＆ママカフェ「かりん」�

日　　時　　９月２８日（金）　１０：００~１３：００	 
会　　場　　かみよ稲穂館	 
内　　容　　大型遊具＆おもちゃ広場で自由お遊び！ママカフェ「かりん」ではゆっくりお話しながら美味しい豚汁でランチ！	 

対　　象　　未就学のお子さまとその保護者	 
持	 ち	 物　　上履き　おにぎり（手作りでも買ったものでもＯＫ）	 

参	 加	 料　　無料	 
申込締切　　９月２２日（木）	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌保育園　TEL	 0193-42-2136　FAX	 0193-42-8030	 

６．３月１１日に御社地ふれあいセンターで確定申告をした方、確定申告をしていない方へお願い�

　今年の２月２日から確定申告の受け付けを行いましたが、３月１１日の震災当日に御社地ふれあいセンターで確定申告をした
人の申告内容が流失しました。３月１１日に御社地ふれあいセンターで確定申告をした方、または確定申告をまだしていない方
は下記まで連絡をお願いします。	 

	 
※３月１１日に確定申告をした方は申告書の控え、または申告に関する書類があるかどうか確認をお願いします。	 

※３月１０日以前に確定申告が済んでいる方については申告内容が復元していますので連絡の必要はありません。	 
※申告内容によっては釜石税務署にて申告していただく場合があります。	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町税務会計課　課税班　０１９３－４２－８７１１	 

４．福祉課健康推進班からのおしらせ�

【ＢＣＧ予防接種のおしらせ】	 
日　時　　１０月　３日（月）　１３：００~１３：２０受付	 
場　所　　大槌町仮設保健センター	 

対象者　　平成２３年６月生まれ	 
持ち物　　母子健康手帳	 

	 
【MR（麻しん・風しん混合ワクチン）1期の予防接種について】	 
　9月よりMR1期の予防接種が、町内開業医で接種できるようになりました。対象者には、個別に通知しますので、事前に予約を

して早めに接種するようにお願いします。	 
※MR1期の予防接種とは、満1歳～2歳未満のお子さんが対象になる予防接種です。2歳を過ぎると有料になりますので注意してく

ださい。	 
	 
【MR2期～4期、日本脳炎の未接種者について】	 

　今年度のMR2期～4期、日本脳炎の集団接種の日程は終了しました。下記の対象者のうち、まだ接種をしていない方は町内開業
医で接種出来ますので、事前に予約をして平成24年3月31日までに必要な接種回数を済ませてください。予診票を無くした方、
接種回数がわからない方は、役場福祉課まで問い合わせください。	 

	 
○平成23年度対象者	 

　MR（麻しん・風しん）	 
　　MR2期：平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれ（年長児）	 
　　MR3期：平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれ（中学1年生）	 

　　MR4期：平成	 5年4月2日～平成	 6年4月1日生まれ（高校3年生）	 
　日本脳炎	 

　　3歳～	 4歳：平成18年7月1日～平成20年6月30日生まれ	 
　　9歳～10歳：平成13年4月2日～平成15年4月	 1日生まれ	 
	 

【健康手帳の発行について】	 
	 	 40歳以上の方への健康手帳の発行ができるようになりました。発行を希望する方は、大槌町役場福祉課健康推進班まで来てく

ださい。発行できる部数に限りがありますので、事前に確認ください。	 
	 	 ※健康手帳は、各種がん検診や健診、健康相談等の記録など健康管理のために活用するものです。	 
	 

【４か月・７か月児相談のおしらせ】	 
実	 施	 日：１０月３日（月）	 

受付時間：９：３０~１０：００（７か月児相談）　　１３：００~１４：００（４か月児相談）	 
対	 象	 者：７か月児相談（平成２３年３月生）　　４か月児相談（平成２３年６月生）	 
実施場所：大槌町仮設保健センター	 

　※４か月児相談はBCG予防接種後に同会場で実施します。	 
	 

【母子健康手帳の再発行を受けた方へ】	 
　お子様の乳幼児相談等の記録の記入を希望する方は、福祉課窓口にて母子健康手帳に記録を記入します。ただし、残っている
記録は、平成１８年度頃からですので、事前に下記の連絡先に記録の有無を問い合わせください。	 

　なお、町外に避難している方で、窓口に来るのが難しい場合には、記録を郵送することもできますので相談してください。	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町福祉課　健康推進班　０１９３－４２－８７１５	 



７．新規学卒者雇用促進奨励金について�

　町は、平成23年3月新規学卒者（町内に住所を有する者）を雇用保険に加入させ、町内または釜石市内の事業所（営業所）で9
月30日までの間に6か月以上常用雇用した事業主に奨励金を交付します。	 
	 

１．支給対象となる事業所　　	 
　町税または市税を完納している大槌・釜石市内の事業所（事業主）。ただし、次の場合は交付の対象になりません。	 

　　・風営法第2条に規定する事業所（事業主）	 
　　・事業主や取締役等と2親等以内の親族を新規雇用した場合	 
２．支給額　　	 

　新規雇用から6カ月経過後に300,000円支給（ただし、町の予算の範囲内）	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町産業振興課　水産商工班　０１９３－４２－８７１７	 

８．緊急雇用対策求人情報について�

　次の業種について募集しています。今回の募集は震災で被災した方、震災の影響で失業した方を優先とします。	 
応募にはハローワーク発行の紹介状が必要ですので、最初にハローワークへの申し込みをお願いします。詳細な業務内容、勤務
体制等はハローワークにてご確認ください。	 

（募集内容）	 
【ボランティア育成および遺留品整理作業】	 

　募集人数：　　７名	 
　書類提出先：　大槌町社会福祉協議会　　※履歴書にハローワークからの紹介状を添付して提出してください	 
【学校通学に係る交通安全保安員】	 

　募集人数：　１５名	 
　書類提出先：　大槌町役場産業振興課　　※履歴書にハローワークからの紹介状を添付して提出してください	 

	 
＜問い合わせ先＞　釜石ハローワーク　０１９３－２３－８６０９　	 

９．「高齢者生きがいセミナー」、「女性のひろば」受講生募集のおしらせ�

　今年度の「高齢者生きがいセミナー」、「女性のひろば」は開講から閉講までの一括申し込みではなく、一回ごとに募集を行
います。興味のある講座だけ受講することが可能です。また、初回・最終回は合同で開催します。	 
　なお、講師の都合などで日程や内容が変更になることがあります。その場合は参加予定者に電話で通知します。	 

	 
【平成２３年度「高齢者生きがいセミナー」受講生募集について】	 

対　　象　　６０歳以上の大槌町民	 
受	 講	 料　　無料（初回のみ材料費がかかります。）	 
講座内容	 

　　（月日）　　　　　（時間）　	 （募集人数）　　　（会場）　　　　　　　　　（内容）　　　　　　　（募集締切）	 
１０月　８日（土）　14:00~16:00　　３０人　　中央公民館大会議室　　　	 開講式・ポーセラーツ教室　	 　９月２７日まで	 

１０月１８日（火）　14:00~16:00　　２５人　　和野っこハウス　　　　　	 携帯使い方講座（ドコモ）　	 １０月　７日まで	 
１０月２５日（火）　13:00~15:00　　１５人　　小鎚第８仮設集会所　　　	 携帯使い方講座（ａｕ）　　	 １０月１４日まで	 
１１月　１日（火）　13:00~15:00　　１５人　　吉里吉里第２仮設集会所　	 携帯使い方講座（ａｕ）　　	 １０月２１日まで	 

１１月　７日（月）　10:00~12:00　　１５人　　小鎚第８仮設集会所　　　	 携帯使い方講座（ドコモ）　	 １０月２８日まで	 
１１月　７日（月）　14:00~16:00　　１５人　　吉里吉里第２仮設集会所　	 携帯使い方講座（ドコモ）　	 １０月２８日まで	 
１１月１９日（土）　14:00~16:00　　４０人　　中央公民館大会議室　　　	 講演会（※）・開講式　　　	 １１月１７日まで	 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※講演内容は後日おしらせします	 
そ	 の	 他　　①定員になり次第締め切ります	 

　　　　　　②女性のひろば受講者、前年度受講者も参加できます	 
　　　　　　③携帯使い方講座は携帯電話を持っていない人、他機種の携帯電話を使っている人も参加できます	 
　　　　　　④１１月７日は午前、午後に別の場所で開催しますが、内容は同じです。	 

	 
【平成２３年度「女性のひろば」受講生募集について】	 

対　　象　　大槌町民または大槌町在勤の女性	 
受	 講	 料　　無料（初回のみ材料費がかかります。）	 
講座内容	 

　　（月日）　　　　　（時間）　	 （募集人数）　　　（会場）　　　　　　　　　（内容）　　　　　　　（募集締切）	 
１０月　８日（土）　14:00~16:00　　３０人　　中央公民館大会議室　　　	 開講式・ポーセラーツ教室　	 　９月２７日まで	 

１０月１５日（土）　14:00~16:00　　２０人　　かみよ稲穂館（和室）　　	 リラックスヨガ教室　　　　	 １０月　７日まで	 
１０月２２日（土）　14:00~16:00　　２０人　　桜木町保健福祉会館　　　	 リラックスヨガ教室　　　　	 １０月１４日まで	 
１１月　５日（土）　13:30~16:00　　３０人　　上町ふれあいセンター　　	 料理教室　　　　　　　	 	 　	 １０月２１日まで	 

１１月１９日（土）　14:00~16:00　　４０人　　中央公民館大会議室　　　	 講演会（※）・開講式　　　	 １１月１７日まで	 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※講演内容は後日おしらせします	 

そ	 の	 他　　①定員になり次第締め切ります	 
　　　　　　②高齢者生きがいセミナー受講者、前年度受講者も参加できます	 
　　　　　　③１０月１５日、２２日はほぼ同じ内容ですが、両方受講しても楽しめる内容となっています	 

	 
＜申し込み・問い合わせ先＞　大槌町教育委員会生涯学習課　社会教育文化班　０１９３－４２－２３００	 



１０．被災車両の処理について�

　大槌町役場仮庁舎掲示板及びホームページにて、被災した自動車の処分に関することをお知らせしております。	 
　掲載の内容は、「所有者と連絡が取れない被災自動車」及び「損傷が著しく所有者を確認できない被災自動車」計８３台につ
いて、平成２３年１０月７日に処分の決定をするというものです。	 

　詳細について確認したい人、心当たりのある人は下記に問い合わせください。	 
	 

＜問い合わせ先＞　大槌町地域整備課　工務班　０１９３－４２－８７１９	 
	 

１１．大槌港灯台（蓬莱島）デザイン募集について�

　第二管区海上保安本部では、東日本大震災により被災した大槌港灯台の建て替えを計画しています。そこで、復興のシンボル
としてふさわしい灯台のデザインを募集します。	 
	 

応募資格　　大槌町民であること	 
募集期間　　１０月１日（土）~１０月２０日（木）	 

応募内容	 
　（１）灯台の塗色は全体が赤色を基調としたものを条件とします	 
　（２）応募作品は、一人一作品とし、オリジナルの未発表作品に限ります	 

　（３）サイズは、Ａ４版またはＡ３版の紙１枚に１灯台のデザイン画とします。紙質は問いません。	 
　（４）提出作品の裏面に次の内容を記載してください。①氏名（中学生以下は保護者名も）　②性別　③住所　④電話番号	 

応	 募	 先　　	 
　次のいずれかのあて先に郵送または持参してください　　	 
　（１）大槌町総務課　　　　　〒028-1192　岩手県上閉伊郡大槌町上町１－３	 

　（２）釜石海上保安部交通課　〒026-0041　岩手県釜石市上中島町３－２－１２（新日鉄釜石健康センター２F）	 
	 
＜問い合わせ先＞　釜石海上保安部交通課　０１９３－２３－２００３	 

１４．行政書士による第３回「無料相談会」の開催について（訂正）�

　前号でお伝えした、行政書士による第３回「無料相談会」について、最終日の日程に誤りがありましたので、訂正します。	 
　日時・場所　　９月２３日（金）１１：００~１５：００　中央公民館第１会議室	 
　　　　　　　　９月２４日（土）１０：００~１２：００　大槌第５仮設団地集会所（大槌第５地割恵水講７４－１）	 

　　　　　　　　９月２４日（土）１３：３０~１５：３０　小鎚第８仮設団地集会所（小鎚第２１地割字三枚堂６３）	 
　　　　　　　　９月２５日（日）１０：００~１２：００　吉里吉里仮設団地談話室（吉里吉里中学校となり）	 

　内　　　容　　生活支援・事業再建支援に係る補助金・助成金などの申請、相続・遺言、ローン返済、営業許可申請、会社設	 
　　　　　　　立、廃車手続き、行政（県、町）への要望	 
	 

＜問い合わせ先＞　代表者　行政書士　古谷武志　０３－３６９２－０７７８	 

１３．大槌中学校吹奏楽部「定期演奏会」のおしらせ�

　大槌中学校吹奏楽部による、定期演奏会が開催されます	 
日　時　１０月９日（日）　１３：００開場　１４：００開演	 
場　所　城山公園体育館	 

曲　目　シンフォニアノビリッシマ、マーチ「ライヴリーアヴェニュー」、交響的詩曲「走れメロス」、坂本九コレクション他	 
入場料　無料	 

１２．大槌町定住促進住宅の入居者募集について�

　大槌町定住促進住宅への入居者を募集します	 
募集期間　　９月２０日（火）~９月３０日（金）　９：００~１２：００、１３：００~１７：００　（祝祭日は除く）	 
受付場所　　大槌町小鎚第２６地割字花輪田１７２番地１　大槌町定住促進住宅１号棟１階　指定管理センター	 

募集戸数　　２１戸（予定）	 
月額家賃　　２５，０００円	 

入居資格	 
　①現に住宅に困窮している者であること。	 
　②単身若しくは家族を伴っての入居であること（学生は不可）。	 

　③町内及び近隣市町村の事業所等に勤労している者及び採用内定者であり、申請者の年収が１５０万円以上であること。	 
　④町税及び町営住宅使用料、その他町に納付すべきものに滞納がないこと。	 

　⑤申請者又は同居者（予定を含む）に暴力団員がいないこと。	 
必要書類　　	 
　①入居申請者及び同居者全員の住民票（本籍、続柄が記載されたもの）	 

　②平成２２年度所得証明書（１６歳以上の方全て、扶養の学生は除く）	 
　③平成２２年度納税証明者または非課税証明書（１６歳以上の方全て、扶養の学生は除く）	 
　④雇用主からの就労（予定）証明書（世帯員で就労している方全て、就労予定の方全て）	 

　⑤その他、指定管理センターにおいて定住促進住宅入居申込書（様式第１号）等を渡します　	 
	 

＜問い合わせ先＞　有限会社	 甘輝舎　０１９３－４２－２４２４	 


