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軽米町育英奨学生
臨時募集について

　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。

　３回目の募集期間は１０月１日（金）～２９日（金）で、必

要書類等を揃えてお申し込み下さい。

■対象

　町内に居住する方の子弟であり、高等学校、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

感染症の影響により修学が困難と認められる方

〇募集予定人員及び貸与月額

区　分 募集人員 貸与月額

大学またはこれと同程度の学校

（短期大学及び各種専門学校等の修

学期間１年以上の学校含む）

１０人程度

５１,０００円

以内

高等専門学校 ３０,０００円

以内

高等学校等
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

　　　　の状況を記入します）

　　※（１）～（３）の用紙は、教育委員会事務局にあります

　（４）在学証明書または入学が確認できる書類

　　　　（発行日は令和３年４月１日以降のもの）

　（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

　　※(５)(６)は、町民生活課窓口で取得する事ができます

■返済について

　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）

【問い合わせ先】軽米町教育委員会事務局・教育総務担当

（☎４６－４７４３）

教育相談の実施について

 お子さんのことで、気になることがありましたら、ぜひご相

談ください。教育相談員、指導主事などが面接等でご相談をお

受けしています。

 ひとりで悩まないで、どうぞお気軽にご相談ください。

　

■相談日程　今年度後期（令和３年１０月から令和４年３月 

  まで）の日程をお知らせいたします。

■期日

　令和３年　１０月１９日（火）　１１月２４日（水）

　　　　　　１２月２１日（火）

　令和４年　１月２５日（火）　 ２月２２日（火）

　　　　　　３月２２日（火）

■時間

　９時～１５時まで

■場所

　軽米中央公民館　１階事務室

・ご相談に来られる場合は、事前に申し込みを基本としており

ますが、当日ご来場いただいても相談が受けられます。なお、

事前に申し込みが無く当日ご来場いただいた場合は、空いてい

る時間での対応となりますので、ご了承ください。

・中央公民館の行事等により相談期日、相談会場を変更する場

合があります。

【問い合わせ先】 教育委員会事務局・教育総務担当

（☎４６－４７４３） 

　２万円以上の薪ストーブ、ペレットストーブ等を購入し設置

する場合に、申請により補助金の交付を受けることができます。

　※ストーブ等を購入する前に申請を行ってください。補助金

は、申請書を審査し決定します。

■補 助 率　費用の２分の１以内（限度額１０万円）

■対象期間　令和４年３月３１日まで

【問い合わせ先】　産業振興課・農林振興担当

（☎４６ー４７４０）

薪ストーブ等の購入に補助金
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認知症サポーター養成講座
の開催について

　認知症サポーター養成講座を下記のとおり開催いたします。

認知症サポーターとは、認知症について正しく知り、偏見を持

たず、認知症の人や家族を温かく見守る人のことです。

　認知症について学び、認知症の人の応援者になりませんか？

■日　時　１０月９日（土）１３時３０分～１５時００分

■場　所　防災センター

■定　員　１５名程度（高校生可・先着順）

　　　　　※定員に達した場合はお断りする場合もあります。

■持ち物　筆記用具、飲み物、内履き（持参可能な人）

■申　込　１０月６日(水)までに下記へお申し込みください。

　

【問い合わせ先】

　軽米町地域包括支援センター　（☎４６－３９０６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６回オレンジカフェかるまい
「かだぁる茶屋」開催について

　かだぁる茶屋は、認知症の人やその家族、地域の人が参加で

きる、認知症をテーマにしたオレンジカフェです。もの忘れの

ことや地域での生活のことを語り合いませんか。

　子どもから高齢者まで、どなたでも参加できますので、お気

軽にお立ち寄りください。専門スタッフもいるので、各種相談

もできます。

■日　時　１０月２８日（木）９時３０分～１１時３０分

　（出入り自由、事前申し込み不要）

■場　所　防災センター

　　　　　※マスクを着用してご来場ください。

■参加費　無料

【問い合わせ先】軽米町地域包括支援センター　

（☎４６－３９０６）

おでかけｉ－サポ二戸会場
開催のお知らせ

　“いきいき岩手”結婚サポートセンターでは、ＡＩがあなた

の出会いをマッチングします。

○おでかけｉ－サポ二戸会場

　入会に限らず結婚について、本人や両親などどなたでも相談

できます。相談者同士が顔を合わせることがないよう配慮する

ため完全予約制で行います。

■開催日時　１０月９日（土）、１０月１７日（日）

　　　　　　１１月１３日（土）、１１月２１日（日）

　　　　　　１２月１１日（土）、１２月１９日（日）

■時　　間　１２時～１５時　※完全予約制

■会　　場　カシオペアメッセ・なにゃーと

　　　　　　３階サークルルーム

■登録条件　県内にお住まいかお勤めの人などで、２０歳以上

　　　　　　の独身の方登録料：１万円(２年間有効)

　　　　　　※町では、入会登録料（１万円）を１人につき１

　　　　　　回、全額補助致します。

　ＹｏｕＴｕｂｅでｉ－サポの詳しい情報と軽米町のＰＲ動画

が見られます。

【問い合わせ先】

　いきいき岩手結婚サポートセンター　

(☎０１９ー６０１ー９９５５)

　軽米町役場健康福祉課・福祉担当　

(☎４６ー４７３６)

国民健康保険傷病手当金
の支給について

　町では、国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイ

ルス感染症に感染等したことで、療養のために仕事を休み給与

が支給されない場合に傷病手当金を支給します。

■対象者　国民健康保険加入者のうち給与所得者で、新型コロ

　　　　　ナウイルス感染症に感染またはその疑いがあって、

　　　　　４日以上仕事を休んだ方

※自営業や個人事業主は対象となりません。

■支給対象となる期間

　仕事を休んだ日から起算して４日目から仕事に復帰するまで

の期間。

※支給対象日の初日が令和２年１月１日から令和３年１２月

３１日までの期間に属する場合

■支給額　１日の平均給与額(直近３か月で計算)×２/３

　　　　　×支給対象となる日数

　申請には勤務先と医療機関から記入いただく書類もあります

ので、事前に町民生活課までお問合せください。

【問い合わせ先】町民生活課・町民生活担当

 (☎４６ー４７３４)
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多重債務出張個別相談会
開催のお知らせ

　東北財務局盛岡財務事務所では、専門相談員による「多重債

務出張個別相談会」を開催します。

　事前予約制で誰にも会わずに相談できますので、多重債務等

でお悩みの方はご活用ください。

　※盛岡財務事務所は国の地方出先機関ですので、安心してご

相談できます

■日　時　１１月２６日（金）１１時～１５時まで

■場　所　防災センター１階会議室

■内　容　専門相談員が多重債務等の個別相談に応じます

 　　必要に応じ、弁護士等の専門家に引き継ぎます

■予約先　東北財務局盛岡財務事務所理財課多重債務相談窓口

　※１１月１８日（木）１２時まで予約を受け付けます

【問い合わせ先】

　東北財務局盛岡財務事務所理財課・多重債務相談窓口

（☎０１９ー６２２ー１６３７）

　今年も、『農業日誌』『ファミリー日誌』『新農家暦』を販売

いたします。購入をご希望の方は、役場総務課までお申込みく

ださい。予約をいただいて、後日お渡しします。

■申込期限：１０月２５日（月）

■農業日誌

　・料金　税込１,５９０円・サイズ　Ｂ６版

　・内容　基本ページは日記欄、収支欄、経営記録欄の３つか

　　　　　らなり、その日の日記を作業記録とともに短く記入

　　　　　します。青色申告の基礎として利用することも可能

　　　　　です。

■ファミリー日誌

　・料金　税込１,５９０円・サイズＢ５版

　・内容　Ｂ５版の大判サイズで、１日の日記欄にたっぷりと

　　　　　その日のことが記入できます。

■新農家暦

　・料金　税込６００円・サイズ　Ａ５版

　・内容　１年の備忘録として最適。Ａ５版のハンディーサイ

　　　　　ズで、さっと取り出して記入できます。身の回りの

　　　　　安心・安全や健康に関する情報が満載の１冊です。

【問い合わせ先】総務課・企画担当　（☎４６－２１１１）

令和４年版『農業日誌』『ファミリー日誌』
『新農家暦』 の販売について

　購入を希望する方は、役場総務課または晴山・小軽米各出張

所にお申込み下さい。１０月１５日（金）から令和４年１月

２０日(水）まで販売します。（発行は岩手県統計協会）

■岩手県民手帳

　・料金　７００円　　・サイズ　１４×８.５㎝

　・表紙の色　ベージュ

　・内容　

　　週間タイプの日記欄、各市町村の行事、過去１０年間の天

　　気、年齢早見表、別冊「暮らしの便利帳」

■岩手県能率手帳　

　・料金　８００円　　・サイズ　１４.４×９.５㎝

　・表紙の色　ブラック

　・内容　

　　週間タイプ・時間ごとの日記欄、巻末資料、

　　別冊「アドレス帳」

【問い合わせ先】　総務課・企画担当(☎４６ー２１１１)

２０２２年版岩手県民手帳と
岩手県能率手帳を販売

　１０月３日に開催を予定しておりました町民体育祭第４３回

大会につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、

各チーム代表者と協議の結果、開催を中止することとしました。

　

　参加者の安全を最優先に考え、中止の判断とさせていただき

ました。ご理解いただきますようお願いします。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当　(☎４６－４７４４)

町民体育祭第４３回大会
開催中止のお知らせ
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会計年度任用職員の
募集について

■職　　種　スクールサポート支援員

■募集人数　２名

■募集期間　令和３年１０月８日（金）まで

■応募資格　現在失業中で求職活動をしている方、又は雇用期 

            間終了が見込まれる方

■必要資格　普通自動車運転免許

　　　　　　パソコンで軽作業(ワード、エクセル)が可能な方

■職務内容　新型コロナウイルス感染症対策のため増加してい

　　　　　　る教員の業務支援

 　　①教員の事務補助（教材等の準備・整理・小テスト

　　　　　　の採点等）

　　　　　②電話応対・来客受付

　　　　　③校内の清掃・消毒・換気等のウイルス感染症対策

　　　　　④その他、配置校の所属長が新型コロナウイルス感

　　　　　　染症対策に必要と認める業務

　　　　　⑤支援を必要とする他校での上記の応援業務

■勤 務 地　町内の小中学校のうち教育委員会が指定する学校

■雇用期間　雇用の日から令和４年３月３１まで

■勤 務 日　月曜日から金曜日のうち週４日

■勤務時間　小学校の場合　８時３０分から１５時１５分

(うち休憩４５分)

　　　　　　中学校の場合　１０時００分から１６時４５分

(うち休憩４５分)

■休　　暇　土日・祝日及び学校の休日

　　　　　　年次休暇　７日

■給　　料　時給　８４３円

■手　　当　通勤手当（上限有）　※町の規定により支給

■加入保険　雇用保険、労災保険

■応募方法　履歴書、紹介状（ハローワークから紹介を受け

　　　　　　た場合）を教育委員会教育総務担当へ持参　　　

　　　　　　または郵送で提出してください。

■応募締切　令和３年１０月８日（金）必着

■試　　験　面接試験を行います。

■試 験 日　令和３年１０月１３日(水) 予定

■試験会場　軽米町役場

【問い合わせ先】教育委員会・教育総務担当

(☎４６ー４７４３) 

　第４２回軽米町民文化祭「展示部門」（１０月２９日～１０

月３１日）の展示作品の公募を行います。

■応募資格：原則として軽米町在住又は通勤・通学者、

　　　　　　町文化協会会員

■応募方法：１０月２０日(水)までに、電話・ファックスなど

　　　　　　でお申し込みください。（氏名・住所・電話番号・

　　　　　　作品種別・大きさをお知らせください）

■募集内容

　（１）美術作品（絵画、書道、水墨画、版画、彫刻、写真、　

　　　 ドライフラワーなど）

　（２）生活文化作品（手芸、パッチワーク、和紙人形、絵手紙、

　　　 ちぎり絵など生活文化に関する手作りの作品）

　（３）文芸作品（随筆、詩、短歌、俳句、川柳など）

　（４）その他

■作品の搬入搬出等

　（１）搬入：１０月２６日（火）９時～１６時

　（２）搬出：１１月１日（月）９時～１２時

　（３）場所：軽米中央公民館

■展示会場　軽米中央公民館

■主　　催　軽米町教育委員会　軽米町文化協会

【問い合わせ先】教育委員会・生涯学習担当

（☎４６ー４７４４）　（FAX ４６ー３０５０）

第４２回軽米町民文化祭
「展示部門」 作品公募のお知らせ

　脳卒中死亡率が高い岩手県。脳卒中の危険因子として最も関

係が深いのは高血圧といわれています。その高血圧の原因の一

つとなっているのが塩分の摂りすぎです。

　脳卒中予防には、『減塩』の取り組みがとても大事です。ま

ずは、ご自分が一日にどれくらいの食塩を摂取しているのか「塩

分摂取量簡易測定器」で測ってみませんか？

■実施期間　令和３年１０月～令和４年２月　

　　　　　　測定期間は１人５日間です。

　　（５日間測定することで平均的な食塩摂取量がわかります）

■測定方法

　・早朝尿（夜間尿も含める）をすべて専用のカップにとり、

　　センサーのついた「塩分摂取量簡易測定器」で測定します。

　・１５秒程度で測定できます。

　・食塩摂取量調査票に食事について記入します。

　※塩分摂取量簡易測定器は貸出となります。下記までお申込

　　みください。〈昨年度は、延べ６７名の方が体験されました〉

【問い合わせ先】　健康福祉課・健康づくり担当

（☎４６-４１１１）

1日の食塩摂取量を
自分で測ってみませんか

食フェスタ中止のおしらせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「食フェスタin

かるまい２０２１」を中止いたします。

　ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【問い合わせ先】産業振興課・商工観光担当

(☎４６-４７４６)
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新型コロナウイルスワクチン集団接種について

■岩手県による第３期集団接種について

　県では、県内に住民登録をしている満１６歳以上の方で、市町

村で予約をしていない方を対象に、広域的な集団接種を実施して

います。

【会場】 岩手産業文化センター（アピオ）または岩手県立大学

【日程】　

１回目接種 ２回目接種

１０月９日(土)、１０日（日） １１月６日(土)、７日(日)

１０月２３日(土)、２４日(日) １１月２０日(土)、２１日(日)

※予約方法など詳細については、岩手県のホームページをご確認

ください。

■集団接種終了後の接種について

　健康ふれあいセンターでの集団接種は１０月３日（１回目）、

１０月２４日（２回目）で終了となります。都合がつかず実施期

間中に接種できなかった方や、体調不良等により２回目接種がで

きなかった方、これから１２歳に到達する方等につきましては、

後日接種する機会を設ける予定です。

　接種場所や日程が決まりましたら、お知らせ版やホームページ

でお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

■令和３年１０月１日以降に１２歳に到達する方への接種券発送

について

　１０月１日以降に１２歳に到達する方につきましては、誕生日

を迎えられた翌月頃に接種券を送付いたします。

　同封の説明書等をご確認のうえ、接種をご検討ください。

【問い合わせ】　

　健康福祉課・健康づくり担当　(☎４６ー４１１１)
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■開催日時　１０月２８日（木）

■視察場所　軽米・高家太陽光発電所（工事中）

　　　　　　ミレットパークソーラー館

　　　　　　軽米風力発電所（折爪岳北地区）

■募集人員　２０名（先着順）

■申込期限　１０月２２日（金）

■そ の 他　参加費は無料です。

　　　　　　後日参加者には、当日の日程表を送付します。

【申し込み・問い合わせ先】

　再生可能エネルギー推進室　(☎４６－２１１５)

再生可能エネルギー
町民視察研修を実施します

　７月より町歴史民俗資料館で開催している岩手県指定有形文

化財「長倉Ⅰ遺跡出土品」をお披露目する企画展「長倉の縄文

芸術」の会期を延長します。

　まだご覧になっていない方は、この機会に鑑賞し、軽米の縄

文文化の粋に触れてみてください。

　変更後の日程：１１月３日（水／祝）まで

　　　　　　　　月曜・火曜休館（ただし祝日は開館）　

【問い合わせ先】

　教育委員会・生涯学習担当　（☎４６－４７４４）

企画展 「長倉の縄文芸術」 の
会期延長について

１０月からかるまいテレビで
各課からのお知らせをお届け

　かるまいテレビ内コーナー『健康福祉課からのお知らせ』

は、１０月から『各課からのお知らせ』として放送されます。

　健康福祉課だけでなく、役場の各課から町民へのお知らせを

かるまいテレビで放送します。

　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。

■日 時　１０月１２日（火）　１０時～１２時

■行政相談員　江刺家　高　さん

■電 話 番 号　軽米町役場　（☎４６ー４７３８）

行政の困りごとはありませんか


