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証明書等の時間外受付について

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

８ 16 出張所を閉所
月

日は

８月16日（月）は、晴山出張所・小軽米出張所を閉所

①証明書等の時間外交付

毎週水曜日は、下記の時間外交付等を行っています。

■交付可能な証明書等

いたします。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解いただくよ
うお願い申し上げます。
■問い合わせ

○印鑑登録証明書、住民票、戸籍証明書

町民生活課・総合窓口担当

☎46-4735

○個人番号カードの交付、申請、更新

②個人番号カードの休日業務日
毎月第４日曜日は、個人番号カードの交付、申請、更新
を行います。

ゼロカーボン推進事業費に補助金

７月は、25日の９:00～16:00まで受け付けます。
温暖化防止・低炭素社会の実現のため、電気自動車・太
※上記①②の交付等は、電話等で事前予約をお願いします。

陽光発電設備の設置に係る経費の一部を補助します。
■対象者
町内に住所を有する個人または個人事業主、法人であっ
て町税等に滞納がない方

③個人番号カードの出張受付
（写真は相談に応じます）

■補助率

地方公共団体情報システム機構から送付された「個人番

号カード交付申請書兼電子証明書発行／更新申請書」の用
紙が送付されている方で５人以上がまとまって申請する場
合は、申出により出張申請受付けをいたします。
■出張日時

毎週水曜日（祝日除く）

18:00～20:00

※個人番号カードの交付を受けるときは、来庁して受領し
ていただきます。
■問い合わせ

町民生活課・総合窓口担当

☎46-4735

①電気自動車導入
１台につき10万円
②太陽光発電設備の設置
出力１kwにつき２万円（10万円上限）
（１世帯（団体・法人の場合は１団体）につき１件まで）
■交付要件
①電気自動車導入
▼一般社団法人次世代自動車振興センターの実施する「ク
リーンエネルギー自動車導入促進補助金」業務実施細則
別表１に定める電気自動車であること
▼町内の販売店から購入した未使用の国産車であること
▼使用の本拠の位置が軽米町で、初度登録または届出が当

「男性の料理教室」参加者募集
――食べておなかから元気をつくろう――

今回は、料理も涼しく「サラダそうめん」を作ります。
■日

時

７月29日（木）10:00 ～ 12:00

■場

所

健康ふれあいセンター

■持 ち 物 エプロン、三角巾、上履き
■参 加 費 200円
■参加定員

10名

■申込期限

７月26日（月）

②太陽光発電設備の設置
▼町内事業者と工事請負契約等を締結し、設置された未使
用の設備であること
▼当該年度の設置であること
▼最大出力が10kw未満であること
■要綱・様式関係
町ホームページ→事業者の方へ
→軽米町ゼロカーボン推進事業費
補助金について（５月28日公開）

※今後は８月31日（火）、９月30日（木）に開催します。
■問い合わせ
健康福祉課・健康づくり担当

該年度内であること

☎46-4111

※右のQRコードからもアクセス
できます
■問い合わせ

再生可能エネルギー推進室

☎46-2115
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地域産業育成助成金のお知らせ
■対象者



以下の要件に該当し、後継者・技術者の育成を行おうと
する事業者
○二戸地域に主たる事業所を設置し、商工業または観光
産業を営む個人、法人または団体
○二戸地域において農林業を営む個人、法人または団体

中小企業・個人事業者に支援金
――地域企業経営支援金のお知らせ――

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により厳

しい状況にあっても、感染症対策等に取組みながら事業継
続を行えるよう、減収幅に応じて感染対策等にかかる経費
を支援しています。
■対象者

対象業種の中小企業者（詳しくは商工会へご確認ください）

■要件

■対象経費
新商品・新技術・新役務開発費、販路開拓費、人材育成
費、事業承継に向けた取り組みにかかる経費
■助成額

令和３年４月～令和４年３月の期間のうち、以下
①，②のいずれかを満たしていること

①いずれか１カ月の売上が前々年同月比50％以上減少
②連続する３カ月の売上が前々年同期比30％以上減少

■申請期限

対象経費の5分の4以内（上限20万円）

■支援金額

■申請方法
下記の書類を県北広域振興局二戸地域振興センターへ提
出してください。

令和４年３月31日（木）

１事業所あたり30万円を上限として減収額を支援

（店舗を複数経営の場合は１事業者あたり上限150万円）
■申請先・問い合わせ

①地域産業育成助成金交付申請書

地域企業経営支援金事務局

②事業計画書・事業費積算書

軽米町商工会

③地域産業育成助成推薦書（町が交付）

☎46-2711

☎019-654-2390

■申請期限 12月10日（金）
■問い合わせ
二戸地区広域商工観光推進協議会事務局

☎23-9205

動物ふれあい写真展を開催
■作品規格

四つ切り、Ａ４、額入り（ひも付き）

※必ず額にひもを付けてください。

※作品は吊り下げますので、額は軽い材質のものをご用意

寡婦等の方へ医療費の一部を給付
寡婦等家庭の健康保持と福祉の増進を図るため、寡婦等
が診療を受けた場合、医療費の一部を給付しています。
該当する方は、申請をお願いします。

ください。

■受付場所

○グリーン動物病院（二戸市米沢字長瀬49－１）

○二戸保健福祉環境センター・環境衛生課（二戸地区合同
庁舎２階）

■応募締切

８月20日（金）

■展示会場・期間

■対象者

①二戸ショッピングセンターニコア

○寡婦のうち、69歳までの方
○児童が18歳に達した以後に配偶者のない女子になった

８月28日（土）～９月５日（日）

②二戸地区合同庁舎

９月６日（月）～９月27日（月）

69歳までの方
（寡婦とは、配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女
子として児童を扶養していたことのある方です。）
※以下に該当する方は除きます。

■その他

○今年度は「長寿動物コーナー」を設置しますので、長生
きの犬猫等を飼っている皆様、ぜひご応募ください。な
お、ご応募いただいた方全員に参加賞を差し上げます。

○本人の所得が150万円を超える方

○作品は、展示終了後に、受付をした場所で返却します。

○生活保護を受けている方

■問い合わせ

○世帯全体の所得が300万円以上の方

二戸保健福祉環境センター

☎23-9219

（別居している子の扶養になっている方で、子の所得が
300万円を超えた場合も含みます。）
○高齢者の医療の確保に関する法律の規定が該当する場合
■給付額



本人負担額の２分の１（保険適用外の診療は除きます。）
■手続方法



放置された動物のフンは、悪臭や汚損、感染症などの原

加入保険証・印鑑・通帳をお持ちのうえ、健康福祉課で
申請してください。
■問い合わせ

犬を散歩させるときは
フンの処理をお忘れなく

健康福祉課・福祉担当

☎46-4736

因となる場合があります。

ペットのフン処理は、保護者である飼い主の責務です。

犬を散歩させる際には、回収用の袋などを携行してフンを
取り除き、ご自宅のトイレなどで処理してください。
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令和３年度就学義務猶予免除者等の

395 号 ②
軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

年金相談は予約が便利です

中学校卒業程度認定試験のご案内
■受験資格 

E d i t i o n

年金手続きや相談の際は、待ち時間なくスムーズに手続

就学義務猶予免除者又は就学義務猶予免除者で、令和４

きいただけるよう、事前予約をお願いしています。相談の

年３月31日までに満15歳以上になる方（他条件有り）

際は下記までご連絡のうえ、来所をお願いします。

■受付期間 ７月５日（月）～９月３日（金）

※連絡の際は基礎年金番号の分かる年金手帳等をご準備ください。

■出願書類配布場所

■予約申し込み



受付期間中、岩手県教育委員会事務局学校教育室で配布
■試験期日 10月21日（木）
■試験場



予約受付専用電話

☎0570-05-4890

二戸年金事務所

☎23-4111

（久慈市出張相談の予約は二戸年金事務所へお願いします。）

岩手県立総合教育センター(花巻市北湯口第２地割82番１)
■問い合わせ
文部科学省総合教育政策局
生涯学習推進課認定試験第一係

☎03-5253-4111

離職者対象の「自分みがき」
講座案内
県立二戸高等技術専門校では、離職者等を対象に再就職

オリンピック記念

特別企画展の開催

東京オリンピックの開催を記念して、特別企画展『おう
ちでとことん東京五輪』を開催します。コロナ禍で開催さ
れるオリンピック、おうちでの観戦を楽しめるように、ル
ールやオリンピックの裏事情などが載った本を、新刊とあ
わせて幅広く展示しました。どうぞご利用ください。
■開催期間

９月５日（日）まで

■問い合わせ

町立図書館

☎46-4333

「けいりょう」標語の募集
11月の計量記念日と計量管理強調月間に関連し、計量

に関する知識の普及、啓発を図るため、計量・計測、環境
保全に関する標語を募集しています。
■募集期限

■問い合わせ

９月10日（金）

一般社団法人計量計測技術センター

☎019-639-0909

へ向けた短期講習を実施します。
■講座内容
簿記の仕訳・パソコンを使った事務処理についての、基
本的な技能の習得
■受講期間

８月24日（火）～ 11月22日（月）

■申込方法

公共職業安定所へ受講申込書を提出
（申込書は公共職業安定所にあります）

■申込期限

８月５日（木）

■問い合わせ



二戸公共職業安定所		

☎23-3341

岩手県立二戸高等技術専門校 ☎23-2227

雪谷川防災ダム警報装置の点検
雪谷川ダム警報装置の試験放送を行います。サイレンが
鳴りますので、火災の発生、災害の発生と間違わないよう
ご注意ください。
■日時

７月29日（木） ９:30 ～ 15:00

■問い合わせ

産業振興課・農政企画担当

☎46-4739

