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首都圏などへの往来が必要な高校生の
新型コロナワクチン接種について
１．対象となる方
軽米町に住所を有する高校生で、就職活動や進学等のため、

■効果
○ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルス感染

首都圏などへの往来が必要で、９月末までにワクチン接種を

症の重症化や、発熱やせきなどの発症を予防するだけでな

希望する高校生と同行する保護者１名。

く、社会全体で流行することを防ぐことが期待されます。

※町内に住所があっても、下宿中などで居住地での接種をご

○日 本で最初に承認されたワクチンは、２回の接種により

希望の場合は、接種券を発行しますので、健康福祉課まで

95％の発症予防の効果があったとされています。（インフ

ご連絡ください。

ルエンザワクチンの有効性は約40 ～ 60％）
■副反応（詳しい情報は首相官邸ホームページ（URL:www.kantei.go.jp）へ）

２．ワクチン接種日時について
早期に接種を進めるため、接種日時を指定させていただき
ます。申し込み後、接種券などの関係書類を郵送します。

○ワクチンを接種すると、接種した部位の痛み、発熱、頭痛、
だるさ、寒気、下痢などの症状が起きる場合があります。
○まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラ
キシー症状（じんましん、腹痛や嘔吐、息苦しさなど）が

３．接種会場
軽米町健康ふれあいセンター
４．申し込み方法
下記URLまたはQRコードから専用サイ
トにアクセスし、お申し込みください。
URL:https://logoform.jp/form/MAEf/26426
※町内に住所があっても、下宿中などで居住地での接種をご
希望の場合は、健康福祉課までご連絡ください。
※ご利用方法が分からない場合やスマートフォン、インター

あります。もし、アナフィラキシーが起こってもすぐ対応
できるよう、接種会場では医薬品などの準備をしています。
８．予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病
気になったり障害が残ったりすること）が、極めてまれであ
るものの避けることができないことから、救済制度が設けら
れています。予防接種法に基づく予防接種によって健康被害
が生じ、厚生労働大臣が認定した場合に、医療費等の給付を
行う制度があります。

ネットのご利用が困難な場合は、役場庁舎１階の健康福祉
課窓口で受付します。
（健康ふれあいセンターには受付・

■新型コロナワクチンに関する問い合わせ

相談窓口を設置していません）

○岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター

５．申込期間
８月10日（火）９:00 ～８月23日（月）17:00

電話番号

0120-895-670

（フリーダイヤル）

受付時間

９:00 ～ 21:00

（土・日・祝日を含む）

受付内容

副反応などの医学的な内容に関わるもの

○厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
６．注意事項
高校生のワクチン接種には、保護者の同伴をお願いします。
（保護者の接種への同意確認、接種後の体調などに注意が必要なため）
７．効果と副反応について
ワクチン接種は強制ではありません。効果と副反応につい
て家族で十分ご相談のうえ、行うかどうかご検討願います。

電話番号

0120-761-770

（フリーダイヤル）

受付時間

９:00 ～ 21:00

（土・日・祝日を含む）

受付内容

コロナワクチン施策のあり方などに関するもの

■問い合わせ

健康福祉課

☎46-2111

お知らせ版396号①裏面

成人式は中止・延期
８月14日・15日に開催予定だった『令和３年度軽米町
成人式』は、首都圏を中心とした緊急事態宣言・まん延防
止等重点措置の適用や全国的な感染再拡大を受けて、やむ
を得ず中止することとしました。
参加を楽しみしていた皆さまには大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解いただきますようお願いします。
■中止に伴う対応
〇平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれ対象
令和２年８月から延期しておりましたが、再延期はせず、
中止といたします。
〇平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれ対象
令和４年以降に延期いたします。開催時期については、
対象者にアンケートを実施し、決定いたします。
■問い合わせ



教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

育英奨学生を募集

町の

新型コロナウイルス感染症対策の支援事業の一環とし
て、令和３年度の軽米町育英奨学生の臨時募集を行います。
■対象者
町内に居住する方の子弟で、高校、大学または修学期間
１年以上の各種専門学校等に在学し、新型コロナウイルス
の影響により修学が困難と認められる方
■募集人員・貸与月額
区

分

募集人員

大学またはこれと同程度の学校

貸与月額
51,000円以内

（短期大学や各種専門学校等の
修学期間１年以上の学校含む）

若干名

高等専門学校
高等学校等

30,000円以内
15,000円以内

■提出書類
①育英奨学金貸与申請書

②家庭状況調書

③申立書（新型コロナウイルス感染症の影響による家計の状況を記入）
④在学証明書（入学が確認できる書類）※発行日は令和３年４月１日以降
⑤家族全員分の住民票の写し（本籍の記載のあるもの）
⑥家族全員の所得証明書
※①～③は教育委員会、⑤～⑥は町民生活課で取得してください。

感電事故に注意
夏は、暑さにより注意力が散漫になり、関電事故が多く
なります。電気コードのプラグを抜くときは濡れた手で触

■募集期間

８月２日（月）～８月31日（火）

※返済は、各種学校を卒業して１年後から、最長15年以
内で返済いただきます。（無利子）
■申し込み・問い合わせ



教育委員会事務局・教育総務担当

☎46-4743

れないなど、感電事故を起こさないよう注意しましょう。
電気事故を防止を周知するため、経済産業省では毎年８
月を「電気使用安全月間」と定めています。

占いサイト

安易な登録は厳禁

占いサイトの広告で『無料』などと表示されていても、
気軽に登録しないようにしましょう。氏名や生年月日、メ
ールアドレスなどの個人情報を入力すると、大量の迷惑メ
ールが届くこともあります（インターネットやSNS広告な
どで『無料』とうたっていても、有料のやりとりへ誘導す
るサイトもあります）。
金運や恋愛運などについて良い言葉が書かれたメッセー
ジが届いても、安易に返信してはいけません。
■怪しい・やめたいと思ったら
退会する前に、やりとりの内容をスクリーンショットな
どで残しておきましょう。支払った料金などの返金を求
めるための証拠になります。
■問い合わせ

二戸消費生活センター

■相談日時

平日

９:00～16:00

☎23-5800

食中毒菌は
つけない・増やさない・やっつける
食中毒菌は色や臭いで見分けることはできません。食品
の衛生的な取扱を心がけ、食中毒を予防しましょう。規則
正しい生活を送り、体調を整えることも大切です。
■食中毒予防のためのポイント
○消費期限や保存方法などの表示を確認しましょう。
○食品を扱う前や、調理作業・食材が変わるごとに、しっ
かりと手を洗いましょう（２回洗いが効果的）。
○まな板やふきんなどの調理器具は洗剤でよく洗い、熱湯
や消毒液で殺菌しましょう。
○調理した食品は常温で放置せず、冷蔵庫や冷凍庫で保管
し、時間が経ちすぎた食品は思い切って捨てましょう。
○生ものはなるべく避け、加熱する場合には、中心部まで
しっかり火を通しましょう。カレーなど大きな鍋で調理
する場合は、よくかき混ぜながら加熱しましょう。
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再掲載

令和

４年度採用の町職員を募集

■採用職種・採用人員
採用職種

受験資格

一般事務

平成４年４月２日から平
成16年４月１日に生ま
れた方

一般事務
（民間等経験
者向け）

昭和57年４月２日以降
に生まれた方で、民間企
業等における職務経験を
５年以上（令和３年４月
末時点）有する方（※）

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

採用人員

職務内容

■申込用紙等交付方法

以下のいずれかの方法により交付

○役場総務課において手交
○町ホームページ内のリンクからWebフォームにて申請
※Webフォームでの請求は８月11日（水）まで。

５名以内

一般行政に関する
業務等に従事します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、受験できません。
○日本国籍を有しない者
○地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者
※「民間企業等における職務経験を５年以上（令和３年４月末時点）有する方」について

①「民間企業等」…民間企業等のほか、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関、各

種団体、各種法人（財団法人、社団法人、NPO法人等）、雇用関係が成立する組織、個
人を広く含むほか、業務に従事していたことを証明できる自営業等も含みます。

②「職務経験」…正規、非正規の雇用形態にかかわらず、同一の民間企業等において、就業
時間が週29時間以上で、１年以上継続して就業した期間が該当します（職務経験が複数

ある場合は通算可。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの

■申込期限 ８月19日（木）17:15必着
■第１次試験実施日

９月19日（日）

○受付時間

９:00～９:40

○試験開始

10:00

○試験終了

16:00予定

■試験会場 二戸市立福岡中学校（二戸市福岡字下川又22番地１）
※詳細については、町ホームページ
からご確認ください。
ホームページへは、右のQRコード
からアクセスできます。

職歴に限ります。）。個々の継続した職務経験が１年未満の場合は通算できません。

③連続して１か月を超えて勤務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経
験期間から除きます。

■問い合わせ

総務課・総務担当

８月９日はパークゴルフ場を無料開放
８月９日の「パークゴルフの日」に合わせ、ハートフル
パークゴルフ場を無料開放します。この機会に体力づくり
や仲間づくりにパークゴルフを始めてみませんか。
■時間

９:00～17:00

■料金

８ 月９日に限り、使用料（道具貸出料含
む）無料です。

■問い合わせ

ハートフルパークゴルフ場

☎46-3889

☎46-4738

寿大学第５回講座
■日

時

８月25日（水） 10:00 ～ 11:30

■場

所

農村環境改善センター（役場となり）

■テーマ

助け合いの地域づくりを目指して
――10年後のかるまいを考える――

■講

師

中里

早苗

氏（生活支援コーディネーター）

※ご来場の際にはマスクの着用をお願いします。
※熱中症対策のため、飲み物をお持ちになってください。
■問い合わせ
教育委員会事務局・生涯学習担当

社会生活基本調査を実施
10月20日現在で、社会生活基本調査を実施します。９
月から調査員証を携行した調査員が対象地域の世帯へお伺
いしますので、調査へのご協力をお願いします。
調査の詳細は、右のQRコード

行政の困りごとはありませんか
役所や独立行政法人などの仕事に関して、困っているこ
とや要望を行政相談員が電話で相談に応じます。
相談は無料で、秘密は厳守されます。

からご確認ください。
■問い合わせ
岩手県ふるさと振興部調査統計課

☎46-4744

☎019-629-5305

■日時

８月17日（火）

■行政相談員

江刺家

■電話番号

軽米町役場

高

10:00～12:00

さん
☎46-4738（内線361）

