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軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

役場前駐車場と電気自動車充電器の

駐在所での運転免許の取消し申請

10月21日(日)に「食フェスタinかるまい2018」が役場前で開催され

運転免許の取消し申請（自主返納）は、二戸警察署の交通窓口や運

使用に関するお知らせ

ます。そのため、下記の期間は役場前駐車場と電気自動車充電器を利
用できません。

役場前駐車場をご利用の方は、職員駐車場をご利用ください。

また、電気自動車充電器をご利用の方は、ミル・みるハウス前の充

電器をご利用ください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。
■期間

（自主返納）受理について

転免許センターのみで受理していましたが、10月１日より町内の軽
米・晴山・小軽米の各駐在所でも申請を受理します。

■受付日時（土曜日・祝日及び年末年始の閉庁日は受理不可）
・平日・・・９：00～16：00

・日曜・・・10：30～13：00、14：30～16：00

※駐在所での申請には、事前に電話予約が必要です。

※事件や事故等の事案対応のため受理できない場合があります。
※申請は県内に住所を有している方に限られます。

10月19日(金) ～ 10月21日(日)の3日間

（自主返納可能な運転免許か事前審査があります）

チラシをご覧ください。

・軽米交番 ☎46-2004

産業振興課・商工観光担当 ☎46-4746

・小軽米駐在所 ☎45-2110

※イベントの詳細については、
■問い合わせ

～土地を取得したときは、

届出が必要になる場合があります～

■問い合わせ

・晴山駐在所 ☎47-2110

町民講座

「ファブリックデコ教室」の参加者募集

◆届出が必要となる主な場合◆
①．大きい面積の土地を取引したとき
■面 積

「ファブリックデコ」とは、ティ
ッシュケースや小物入れなどの既製
品に、お好みの布などを使ってデコ

市街化区域・・・2,000㎡（約600坪）以上
市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000㎡(約1,500坪)以上
その他の区域（軽米町が該当）・・・10,000㎡(約3,000坪)以上
■届出先
取引した土地がある市町村

ティッシュケースにデコレーション
をします。
興味のある方はどなたでも受講で

国土利用計画法で定める一定面積以上の土地

■届出期限
契約日から２週間以内

②．山林を買ったときや相続したとき
■届出先
所有する森林がある市町村
■届出期限
所有者となった日から90日以内
■問い合わせ
産業振興課・農政企画担当

☎46-4739

消費税の軽減税率制度説明会

軽米町商工会、二戸法人会軽米支部および二戸税務署では、事業所
の方々を対象として消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催しま
す。多くの事業者の方々に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお
越しください。
■日時 10月26日(金) 15：30～16：30
■会場 瀧村屋
■問い合わせ
二戸税務署 ☎23-2701

レーションするものです。今回は、

きます。自分だけのオリジナルのティッシュケースを作ってみません
か？（作品は、第39回軽米町民文化祭に出展を予定しています）
■日 時 10月23日(火) 13：30～15：30
■会 場
■定 員
■講 師
■参加料

中央公民館 １階ホール
10名程度
山下千香子氏（二戸市「グレンヌ」）
1.000円（材料代）※当日申し受けます。

■持ち物 布用裁ちばさみ、紙用はさみ
■申込締切 10月19日(金)
■申込・問い合わせ先
教育委員会・生涯学習担当

☎46－4744

FAX 46－3050

イイ歯デーテレホン相談

■日時 11月８日(木)
■受付時間 10：00～19：00
※回答時間は19：00以降となります。受付時間に相談を一旦受け付け
た後、折り返し協会歯科医師より相談者にお電話します。
■受付内容 歯あるいはお口に関する悩みについてなんでも
■相談料 無料
■問い合わせ
岩手県保険医師協会イイ歯デーテレホン相談係 ☎019-651-7341

お知らせ版328号①裏面
第39回軽米町民文化祭を開催

雪谷川防災ダム警報装置の点検について

○開幕式典・ステージ発表

雪谷川ダム警報装置の試験放送を行います。サイレン

■日 時 10月28日(日)

が鳴りますので、火災の発生、災害の発生と間違わない

13：00～16：00（開場 12：００～）

ようにご注意ください。

■会 場 中央公民館

■日

■出 演 軽米町文化協会所属団体ほか

ゲスト 小軽米よさこい連「月燦」の皆さん

時

10月24日(水)
10月25日(木)

■問い合わせ

寿大学 第８回講座を同時開催します!

ステージ発表を鑑賞します

９：00 ～ 15：00
９：00 ～ 15：00

産業振興課・農政企画担当

☎46-4739

○展示部門

■期 間 11月２日(金)～４日(日)

■会 場 中央公民館、町立図書館

防災行政無線の音声切り替えについて

■出 展 町文化協会所属団体、一般公募作品
○幼児絵本感想画展・小中高書写絵画作品展

■期 間 10月28日(日)～11月４日(日）

これまで、火災発生時の防災行政無線での放送は二戸消防本部から

■会 場 町立図書館２階 ※10月29日(月)は休館

の連絡を受けてから二戸消防署軽米分署で行っていました。

■内 容 町内の幼稚園・保育園児による絵の展示

今後、より迅速で確実な放送を行うため二戸消防本部からの直接放

町内小・中・高校の児童生徒の作品展示

送に切り替わりますのでお知らせいたします。

入場は無料です。お気軽にご来場ください。

■問い合わせ

11月１日(木)～

■切替日時

教育委員会事務局・生涯学習担当 ☎ 46-4744

※切り替え作業のためにサイレンを鳴らす、放送を行う、ということはありません。

また、平成27年から二戸管内（二戸市、一戸町、軽米町、九戸村）

再生可能エネルギー町民視察研修を実施

■日 時

11月１日(木)

火災や救急の通報は軽米分署ではなく、直接「119」番へおかけくだ

さい。

〇「119」番へかけた場合

通報者→指令センター→軽米分署→出動

〇軽米分署（46-4119）へかけた場合

13：30～16：00（役場前に集合し、バスで移動）

通報者→軽米分署→指令センター→軽米分署→出動

■視察場所 軽米尊坊ソーラー（米田地区）

直接「119」番通報することで出動までの時間が短縮されます。

軽米西ソーラー、軽米東ソーラー（山内地区）

■問い合わせ 総務課・総務担当 ☎46-4738

■募集人員 20名（先着順）
■申込期限 10月25日(木)
■参加費

の119番通報は二戸消防本部内の指令センターに集約されています。

無料

※雨具、防寒等は各自でご用意ください。

教育相談を実施

※徒歩での移動もありますので、動きやす

い服装、滑りにくい運動靴 等でご参加

ください。

お子さんのことで気になることや心配なことが

■申込先・問い合わせ

ありましたら、お気軽にご相談ください。

再生可能エネルギー推進室 ☎46-2115

■日
■会

及拡大・PRを目的に開催します。

■日 時 10月21日(日) 10：00～15：00
■会 場 役場駐車場

（食フェスタinかるまいと同時開催）
かるまいブランド認証委員会（軽米町商工会内担当
☎46-2711

篠山）

第10回 40周年記念拓陽祭のお知らせ

ステージ発表や作業作品等の販売をします。この日のために子どもたち

は、日々の学習や準備を頑張ってきました。お気軽にご来場ください。
■日 時 11月10日(日) ９：20～14：50
■会 場 岩手県立久慈拓陽支援学校

■問い合わせ 久慈拓陽支援学校 ☎0194-58-3004

10月26日(金)９：00 ～ 15：00

農村環境改善センター ３階図書室
圃田清和氏

教育委員会事務局・教育総務担当

■問い合わせ

かるまいブランド促進事業において、町民に幅広く周知し今後の普

■問い合わせ

場

■相談員

かるまいブランド認証商品発表会
（試食販売会）を開催

■参加料 無料

時

☎46-4743

ハートフルパークゴルフ場の
使用時間を変更します

夕暮れが早くなることから、10月16日(火)より使用時間を下記のとお

り変更します。

９：00 ～ 17：00

➡

８：30 ～ 16：30

季節の変わり

目です。
体調管理には
十分
気を付けまし
ょう！

