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■日　時　２月２１日（月）１３：３０～１５：３０

■会　場　二戸市シビックセンター　１階　ホール

■内　容

　「身寄りがない人の支援～新潟県魚沼市における実践～」

　講師：魚沼市社会福祉協議会　係長　佐藤　直樹　氏

○演劇で知る権利擁護

　「友蔵の特殊詐欺日記～詐欺の手口を知る～」

　出演：劇団　友蔵と仲間たち 

■参加費　無料

■対象者　一般住民および関係機関、市民後見人　など

※感染症予防のため、マスク着用、検温、消毒等にご協力をお

願いします。

【問い合わせ先】　ＮＰＯ法人カシオペア権利擁護支援センター

(☎０１９５ー４３ー３０４２)

市民セミナー開催のお知らせ

　本年３月３１日の任期満了に伴い、農業委員と農地利用最適

化推進委員の各委員について、公募を行っています。

　町の農業振興、農地利用の最適化活動について、熱意のある

方の応募をお待ちしています。自薦と推薦、どちらでも応募で

きます。

■募集期間

　令和４年２月１０日（木）まで

■募集人員

１　農業委員　　　　　　　　１０人

２　農地利用最適化推進委員　１０人

（軽米地区４人、小軽米地区３人、晴山地区３人）

■委員任期

　令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで（３年間）

■応募方法

　応募書又は推薦書に必要事項を記載し書面にて提出ください。

　用紙は、役場産業振興課又は農業委員会事務局窓口にて配布

します。町ホームページからもダウンロードできます。

○推薦の場合　　　　　⇒　委員候補者推薦書（様式第１号）

○自分で応募される方　⇒　委員候補者応募書（様式第２号）

【問い合わせ先】

　産業振興課・農業委員会事務局（☎４６－４７３９）

農業委員と農地利用最適化
推進委員を公募しています

　入札に参加希望の方は役場総務課にお問い合わせください。

（入札心得等詳細を記載した入札案内をお渡しします。）

　申込期間内に必要書類を添付した入札参加申込書を提出して

ください。期限までに申し込みがなければ入札に参加できませ

んのでご注意ください。

■売却対象物件

　軽米町大字円子第３地割字家ノ下５８番２３

　宅地　１, ４８７. ９０㎡

　建物　２ ６ １ . １ ５ ㎡

■申込期間　令和４年１月２７日～令和４年２月３日まで

　（日曜日、土曜日及び休日を除く午前９時～午後４時まで）

　必要書類を添えて、お申し込みください。

　郵送による申込期限　令和４年２月１日(火)必着

　持参による申込期限　令和４年２月３日(木)

■申込場所

　総務課　総務担当

■入札日時　令和４年２月９日（水）午前１０時

■入札会場　軽米町役場３階会議室

【問い合わせ先】　総務課　総務担当(☎４６ー２１１１)

町有普通財産を一般競争
入札により売却します

　新型コロナワクチン追加（３回目）接種の開始にともない、

２月から接種証明書の受付時間が変更になります。

　状況により、後日郵送でお送りする場合もありますので、あ

らかじめご了承ください。

※追加（３回目）接種の予約受付ではありません。

■受付時間

　平日　９：００～１１：００

■受付場所

　健康ふれあいセンター（県立軽米病院となり）

■追加（３回目）接種後の接種証明書の発行について

　ワクチン接種を受けた当日は、接種証明書の受付はできませ

ん。後日、上記の受付時間内に申請をお願いします。

【問い合わせ先】

　健康福祉課　健康づくり担当（☎４６ー４１１１）

　軽米町コロナワクチン予約相談センター

（☎０１２０ー０２４ー０５８）

２月から接種証明書の
受付時間が変わります！



お知らせ版407号①裏面

　令和４年２月６日に開催を予定していた生涯学習フェスティ

バルは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出演者ごと

に事前収録し、かるまいテレビで放送することといたしました。

３月上旬から放送の予定です。

　放送日時は、かるまいテレビ番組表でご確認ください。

＜新春書初め会作品展・第２０回記念歴代ポスター展＞

（生涯学習フェスティバル展示部門）

■期間　１月３１日(月)～２月４日(金)

■会場　役場１階町民ホール

【問い合わせ先】　教育委員会事務局　生涯学習担当

(☎４６－４７４４)

生涯学習フェスティバル
かるまいテレビ放送のおしらせ

 

　戦没者等のご遺族に対する第十一回特別弔慰金の受付を開始

しています。

　請求期限は、令和５年３月３１日までとなっています。請求

期限を過ぎると受給する権利がなくなりますので、お早めにご

請求ください。

【問い合わせ先】町民生活課　町民生活担当　

（☎４６ー４７３４）　

第十一回特別弔慰金の
請求について

【相談事例】

　テレビショッピングで「１週間以内返品可能」と言っていた

マッサージチェアを購入した。

　うまく使えないため返品を申し出たが「通電した商品は返品

できない。テレビ画面でも表示している」と言われた。番組を

録画していたので確認したところ、最後に小さな文字で表示さ

れていたが、気付かなかった。使用しないと使い心地は分から

ない。返品したい。

（７０歳代　女性）

【アドバイス】

☆テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」などと紹介

されていても、「未開封・未通電に限る」など、様々な条件が

付いていることがあります。

☆番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短

かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得感ばか

りに気を取られず、冷静に判断することが大切です。

☆テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ制

度はなく、返品については事業者の定めたルールに従うことに

なります。電話で注文する際には、オペレーターに返品条件な

どを改めてしっかり確認しましょう。

　困ったときは一人で悩まずに、ぜひご相談ください。

【問い合わせ先】二戸消費生活センター　（☎２３－５８００）

　相談時間　平日９：００～１６：００

テレビショッピング
返品条件をよく確認！

　３月から令和４年度のスポーツ安全保険の加入受付が始まり

ます。スポーツやレク活動を行う４人以上のアマチュア団体が

加入できます。

■年掛金　下表（一人あたりの金額）

※補償内容は区分によって異なります。詳しくは、（公財）スポーツ安

全協会のホームページをご確認ください。

【問い合わせ先】教育委員会事務局　生涯学習担当

(☎４６ー４７４４)

スポーツ安全保険に
加入しませんか

対象 金額

中学生以下の団体活動全般 ８００円

高校生以上のスポーツ以外の活動

（文化・ボランティアなど）
８００円

６５歳以上の方のスポーツ活動 １,２００円

高校生以上のスポーツ活動 １,８５０円

■対象費用

　各種支援金・助成金等の申請の際に依頼した社会保険労務士

並びに税理士等に対する書類作成手数料

■補 助 額　１５０,０００円

　　　　　　（上限に達するまで何度でも申請できます。）

■申請期間　令和４年３月３１日（木）まで

※令和２年度に補助を受けられた方でも、令和３年４月１日以

降に新型コロナウイルス感染症関連の支援金、助成金を申請す

る際に、社会保険労務士等に書類作成を依頼した場合の手数料

は補助の対象になります。

【書類提出・問い合わせ先】

　町民生活課　町民生活担当　(☎４６ー４７３４)

軽米町雇用調整助成金等
申請費補助金

　　　

観光と物産キャンペーンの中止

　八戸市ラピアにて２月２６日～２７日に開催予定の『観光と

物産キャンペーン』は、新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮し、中止とします。

【問い合わせ】

　産業振興課　商工観光担当　（☎４６ー４７４６）



　　　

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金について

　国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化す

る中で、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、子育て世

帯への臨時特別給付を行うこととなりました。

　軽米町では、独自支援として支給対象者を拡大して給付するこ

とといたします。

■支給対象者

・国が示す支給対象者

　次の対象者のうち、令和２年の所得が児童手当と同様の所得制

限限度額未満の方

(１)令和３年９月分の児童手当の受給者

(２)平成１５年４月２日から平成１８年４月１日に生まれた児童

　　(児童が未婚の場合のみ。以下、「高校生等」)の養育者

(３)令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までに生まれた

　　児童の養育者

・軽米町で独自支援を行う支給対象者

　軽米町では、独自支援として、国が示す支給対象者に加え、下

記対象者も拡大して給付します。

(ア)上記の（１）～（３）の内、令和２年の所得が児童手当と同

　　様の所得制限限度額以上の方

(イ)令和４年４月１日生まれの児童の養育者

(ウ)令和３年１０月１日～令和３年１２月１３日の間に養育者が

　　変更した場合、町長が養育者と認める者

■支給額

　対象児童１人あたり１０万円を現金で一括給付いたします。

①令和３年９月分の児童手当の受給者

　申請は不要です。

　１２月中に送付されたお知らせをご確認ください。

②高校生等の養育者

　申請が必要です。

　高校生等のみを扶養されている世帯について、１２月中に送付

されたお知らせに同封されている申請書へ必要事項を記入し、書

類提出先健康福祉課へ提出をお願いいたします。

　令和３年９月分の児童手当支給対象者がいる世帯の場合は申請

が不要です。対象児童分の給付金が同時に振り込まれます。

③令和３年１０月１日から令和４年４月１日までに生まれた児童

　の養育者

　申請が必要です。

　児童手当等の申請の際に提出していただきます。ただし、すで

に児童手当の認定申請手続きをした場合は申請不要です。

④所属長から児童手当を受給している公務員の方

　申請が必要です。

　１２月中に送付されたお知らせをご確認ください。

　　

■支払方法

・申請が不要な方【①の方】

　児童手当の支給口座（１０月振込分）に１月１３日（木）に振

り込みが行われました。口座の解約や変更等により振込できない

場合は給付されませんので、「口座変更届」の提出をお願いしま

す。提出が必要な方は下記担当までご連絡ください。

・申請が必要な方【②～④の方】

　支払日は、下記の通りです。ただし、独自支援の支給対象者に

ついては１月２１日以降に振込みが行われました。

支払予定日　１月２１日（支払済）、１月２７日、２月４日、

　　　　　　２月１８日、３月４日

※上記以降は未定です。また、前後する場合もあります。

※通帳には「カルマイコソダテキュウフ」と記載されますのでご

確認ください。基準日（９月３０日）以降に軽米町へ転入された

方については、前市町村より支給が行われます。

　その他、不明な点や詳細について確認したい場合は下記担当ま

でご連絡ください。

【問い合わせ先】

　健康福祉課　福祉担当（☎４６ー４７３６）
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軽自動車税(種別割)の納期が変わります

　軽米町では、軽自動車税（種別割）の納付期間を十分に確保す

るため、令和４年度から納期を変更いたします。

■納期限は５月３１日です

変更前 変更後

４月３０日 ５月３１日

　５月３１日が土・日曜日、祝日の場合はその翌日が納期限とな

ります。

■納税通知書（納付書）は５月に送付します

変更前 変更後

４月中旬 ５月上旬

■賦課期日は４月１日です

　賦課期日（課税の基準日）は今までどおり４月１日です。次年

度に向けて廃車や名義変更等をする場合は、３月までに手続きを

完了してください。

■５月中に車検をご予定の方へ

　令和３年度の軽自動車税（種別割）納税証明書は、現在、有効

期限が令和４年５月１日と印字されています。

　５月中に車検を行う方には有効期限を令和４年５月３０日まで

延長して発行しますので、お手数をお掛けしますが税務会計課ま

たは町民生活課（各出張所も可）の窓口で申請されるようお願い

いたします。

■減免申請の期限は５月３１日です

　歩行の困難な身体障害者等（障害の程度が基準を超える方。た

だし長期に入院や施設入所されている方を除く）が通勤や通院等

のために使用する軽自動車等の減免申請は、５月３１日が期限と

なります。納税通知書が届きましたら速やかに申請をお願いいた

します。

【問い合わせ先】　税務会計課　課税担当　(☎４６ー４７３７)


