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町民講座 「演劇教室」
参加者募集
今回は朗読でお芝居をする「朗読劇」をします。
台本を持って読み上げるので、その場で簡単に取り組むこと
ができます。興味のある方は、子どもから大人まで未経験の方
でもお気軽にご参加ください。

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

新規求職者の雇用を支援
町は、新規求職者等の雇用の場の確保や地域活性化を促すた
め、事業主に対して奨励金を交付します。
■交付対象事業主
新規求職者を常用雇用者として１年以上継続雇用中

なお、この朗読劇は各回を録画・編集して、生涯学習フェス
ティバルで上演します。
■日程
昼の部

405 号 ①

町内に事業場があり雇用保険法の適用を受けている
■交付対象者
町内に住所を有する４０歳以下の人

１３：３０～１５: ３０

夕方の部
１６：００～１８：００

夜の部
１９：００～２１：００

１月１３日(木) １４日(金) １８日(火)

１年以上の雇用が見込まれ、１週間の所定労働時間が３０時
１月１１日（火）１２日（水）
１月１２日（水）１３日（木）

いずれも各２時間程度。都合の良い時間帯２回程度のみの参
加でも可能です。
■会

場 軽米中央公民館 童謡室
（カーペット、
上履き不要）

■内

容

基本練習、発声、読み合わせ、演技指導、撮影

■講

師

演劇衆団伝楽坐(でんがくざ)代表

大清水文子氏

間以上の労働者として雇用された人
※本年度の交付対象者は、令和２年３月２日から令和３年３月
１日までに雇用された１年目の新規求職者と、令和２年度に１
年目、２年目の奨励金を交付された方。
■交付対象期間
雇入れを開始した翌月の初日を起算日として３年間
■奨励金額
交付対象者１人あたり３年間で１０２万円
※事業者に対する交付額は年度ごとに６００万円限度

■参 加 料 無料
■申し込み

(就労ビザによる外国人労働者は除く）

各回前日までに電話・FAXでお申込み下さい
（途中からの申し込み、参加も可）

■そ の 他 ①動きやすい服装でおこしください。
②子どもが夕方・夜の参加のときは、練習会場ま
での送迎をお願いします。
③教室内では、適切な距離の維持と基本的な感染

■申請期限

令和４年１月３１日(月)

※申請書は町ホームページから入手できます。
【申請に係る相談会】
■日

時

１月２０日(金)

■時

間

９：００～１１：００、１３: ３０～１８：００

■場

所

役場２階会議室

対策などの感染症対策にご協力ください。
【問い合わせ先】
【問い合わせ先】教育委員会・生涯学習担当

再生可能エネルギー推進室

(☎４６ー２１１５)

（☎４６－４７４４・Fax ４６－３０５０)

二戸税務署から確定申告に関するご案内
二戸税務署では、確定申告書の作成会場を次のとおり開設しま

混雑緩和のため、申告書作成会場への入場には「入場整理券」

すが、感染防止の観点から、国税庁ＨＰの「確定申告等作成コー

が必要です。「入場整理券」は会場での当日配付とＬＩＮＥによ

ナー」を利用した自宅からの申告を是非ご利用ください。

る事前発行があります。
（下記ＱＲコードから友だち登録できます）

■開設場所

二戸税務署

１階会議室

■開設期間

２月７日(月) ～３月１５日(火)
(土、日、祝日を除く)

■開設時間

９：００～１７：００

「入場整理券」の配付状況（国税庁HPで確認可能）に応じて、
後日の来場をお願いすることもあります。
入場時に検温を実施します。発熱等がある場合、
入場をお断りさせていただきます。
【問い合わせ先】 二戸税務署

(☎２３ー２７０１)

お知らせ版405号①裏面
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軽米町事業者等緊急対策支援金

町では、４月より実施している『軽米町事業者等緊急対策支援

●要件４

令和元年以前から事業収入があり、引き続き事業を継
続する意思があること。

金』について、新型コロナウイルス感染症による経済的な影響が
いまだ続いていることを受け、町内の事業者等の皆様を対象に要
件を緩和し、引き続き事業継続を支援します。下記をご確認のう

■受付終了

令和４年３月１５日（火）（期限厳守）

え申請ください。
■申請書類
①

■対象者

軽米町事業者等緊急対策支援金交付申請書（請求書）
（様式第１号）

町内に事業所のある中小法人事業者、町内に住所のある個人事
業者や農林畜産業者

② 「令和元年」と「令和２年」の２年分の確定申告書の写し
(法人)法人町民税確定申告書、及び法人事業概況説明書（表
面裏面）（個人）所得税確定申告書又は住民税申告書など

■支援額
１事業者あたり1 ０万円

③

上記（Ａ）の３ヵ月間の各月の売上を示した帳簿
（決算書、収支内訳書、事業概況説明書、売上台帳などのい

（期間内に１事業者１申請。複数店舗や業種を経営の場合､重複

ずれかの写し）

給付しません。）
④

上記（Ｂ）の３ヵ月間の各月の売上を示した帳簿
（売上台帳又は販売証明書などの写し）

■交付要件
※次の全ての要件を満たしていること。

⑤

振込先口座の通帳の写し（表紙と見開き２ページ）

●要件１

⑥

申請者の公的身分証明書の写し（写真付きの場合は１点、

令和２年分の確定申告書の事業収入額が、令和元年分
の確定申告書の事業収入額より、減収していること。

●要件２

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和３年
３月～令和４年２月までのいずれか１ヵ月の売上額

写真なしは２点）

【問い合わせ先】
中小企業事業者：産業振興課・商工観光担当
（☎４６- ４７４６）

が、令和元年同月比で２０％以上減少していること。

●要件３

令和３年３月～令和４年２月までの期間で、前述の該

農業経営関係者：産業振興課・農林振興担当
（☎４６- ４７４０）

当月を含む連続した３ヵ月の売上合計額(Ｂ)が、令和
元年同期間の売上合計額（Ａ）から１０万円以上減少
していること。

東京2020オリンピック
パラリンピック記念展示
６月に二戸市で開催された聖火リレーで使用された聖火
リレートーチやユニフォームなどを展示します。
また、いわて国体開催から５周年を記念した巡回展示を同時
開催。記念パネルなどで当時を振り返ります。
ぜひ、ご来場ください。

新春書き初め会参加者募集
新年を迎えての目標や決意を自由に書き上げてみませんか。
軽米町文化協会書道クラブの皆さんが優しく指導します。
■日

時

令和４年１月６日(木)

■場

所

軽米中央公民館

■対

象

幼児から大人までどなたでも参加できます。

■参加費

無料

１０：００～１１：３０

１階ホール

■日付

令和４年１月１１日（火）、１２日（水）

■持ち物

書道道具

■時間

１０：００～１９：００

■申込み

１月５日（水）までに下記までお申し込みください。

■場所

軽米町民体育館

※新型コロナウィルス感染防止のため、参加の際はマスクを着
用し、手指消毒と咳エチケットにご協力ください。

【問い合わせ先】
教育委員会事務局・生涯学習担当（☎４６－４７４４）

【問い合わせ先】
教育委員会事務局・生涯学習担当（☎４６ー４７４４）
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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

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

第７４回岩手芸術祭総合フェス
ティバルinカシオペアの開催
毎年岩手県民会館で開催されている岩手芸術祭の地域版が二

の出会いをマッチングします。

戸市で開催されます。県内で活躍する団体や県出身の芸術家の

○おでかけｉ－サポ二戸会場

ほか、二戸地区の文化団体も多数出演しますので、是非ご観覧

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

【舞台公演】
■日

時：令和４年１月２３日（日）午後１時から

■会

場：二戸市民文化会館

大ホール

１月８日（土）、１月１６日（日）

■公演内容：太鼓〈座・宇漢米（軽米町）〉、エール〈福岡高校

２月１２日（土）、２月２０日（日）

応援団〉チアダンス〈盛岡チアダンスクラブ煌〉合唱、郷土芸

３月１２日（土）、３月２０日（日）

能〈江刺家神楽・根反鹿踊り〉等

■時

間

１２時～１５時

■会

場

カシオペアメッセ・なにゃーと

※完全予約制

入場無料ですが、整理券（全席指定）が必要です。
整理券は１月６日（木）午前９時より町立図書館にて配布し
ます。お１人様２枚までで、無くなり次第配布終了します。

３階サークルルーム
■登録条件

ください。

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

郵送希望の方は同日以降に岩手県芸術文化協会(下記)へ電話
で申し込み下さい(郵送の場合は送料が必要）。
コロナ対策として入場者数を制限しています。ご来場の際は、
発熱・咳などの症状がある場合はご来場をご遠慮ください。

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。

【巡回美術展、巡回小・中学校美術展】
■日付：令和４年１月２１日（金）～２３日（日）
■時間：午前１０時～午後４時まで
■会場：二戸市民文化会館

【問い合わせ先】

展示室・中ホール

■入場：無料

いきいき岩手結婚サポートセンター
(☎０１９ー６０１ー９９５５)

■内容：第７４回岩手芸術祭美術展公募作品から選ばれた、多
様なジャンルの入賞作品の展示と、県内の小中学生の書写と絵

健康福祉課・福祉担当

(☎４６ー４７３６)

画の優秀作品の展示
【問い合わせ先】
町立図書館

(☎４６－４３３３)

岩手県芸術文化協会

(☎０１９－６２６－１２０２)

晴山小児童たちが
年末に町の魅力を発信！
年末特番「ふるさとＣＭ大賞

ｉｎ

ＩＷＡＴＥ」で、晴山

小学校４年生と地域おこし協力隊が出演したＣＭ作品が放送さ

役場の年末年始の閉庁案内
■閉庁期間

れます。１５秒で町の魅力を目一杯伝えています。ぜひご覧く

１２月２９日(水)～１月３日(月)

ださい！
■放送局

岩手朝日テレビ（ＩＡＴ）

■放送日時

１２月３０日（木）

１２：００～１３：２０

お知らせ版405号②裏面

県の 『地域企業経営支援金』 変更のお知らせ
現在、商工会で申請を受付けている、『地域企業経営支援金』
について、新たに国が実施する事業と重複するため、対象期間と
受付期間が短縮されました。
要件に変更はありませんので、４月から１０月までの売上が減
少している対象業種（卸売業・飲食業・小売業・サービス業）の
方は、お早めに商工会等へご相談ください。

■対象者（変更なし）
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。）
（商工会の会員以外の事業者の方も申請可能です。）
■要件（変更なし）
令和３年４月～令和３年１０月の期間のうち、いずれか１ヶ月
の売上が前々年同月比５０％以上減少

または、連続する３ヶ月

の売上が前々年同期比３０％以上減少していること
【変更内容】
■対象期間
当初：令和３年４月～令和４年３月
変更：令和３年４月～令和３年１０月

■支援金額
１事業所あたり３０万円を上限として減収額を支援（８月、９
月を含む期間の場合は上限額４０万円で算定となります。）
（店舗を複数経営の場合は、１事業者あたり上限１５０万円）

■申請期間
当初：令和４年３月３１日まで
変更：令和４年１月１４日まで

【問い合わせ先】
地域企業経営支援金事務局
軽米町商工会

(☎０１９- ６５４- ２３９０)

(☎４６ー２７１１)

軽米町主食用米生産緊急対策支援事業補助金
町は、新型コロナウイルス感染症の影響により主食用米の需要

②

振込先口座の通帳の写し

が減少し、法人・個人の生産者を対象に、生産意欲を喚起するた

③

身分証明書の写し

め緊急対策として補助金を交付します。

④

販売証明書等の添付

■対象者
主食用米を２０a以上作付し、販売実績がある法人及び個人生

（販売先が農協、高常商店、工藤商店、本田商店以外の方）
■申請期限
令和４年３月１５日（火）

産者
■交付額
作付面積から１０aを差し引いた面積に１０a当たり３５００円

■申請場所
産業振興課・農林振興担当
工藤健一商店

高常商店

ＪＡ軽米地区担当課
本田商店

■必要書類
①

作付面積が確認できるもの
（販売先が農協、高常商店、工藤商店、本田商店以外の方）

【問い合わせ先】
産業振興課・農林振興担当

(☎４６－４７４０)

