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軽米児童クラブ入所児童を募集
学校の授業終了後、安全な生活や遊びの指導、遊びの提供の場とし

て児童クラブを設置しています。

平成31年度の入所児童を募集しますので、

希望される方はお申し込みください。
■場

所

■時

間

町農村勤労福祉センター（町民体育館となり）
平

日—放課後から１８時３０分まで

町の新商品を無料で味わおう！
軽米町の“いいもの”を使った新商品の発表会

を行います。大手食品メーカーに立ち向かう軽
米町の新エース商品を町内の方や各種メディア
に大々的に発信します。新商品と開発中の商品
の試食会となっているので、全商品の食べ比べ

ができます。お気軽にご来場ください。出品者も募集中です。
■日
■会

学校休業日—７時30分から18時30分まで

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

時 ３月18日(月)

10：30～11：45

場 農村環境改善センター

■参加料 無料

■保育料

１人月額5,000円（軽減制度あり）

（他におやつ代等で月額2,000円程度徴収）

■休所日 日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から１月３日)
■対象児童

■商

品 軽米町のジェラート７種ほか今年度に開発されたもの

※詳しくは軽米町観光＆物産情報ページ（http://www.karumai-kanko.jp）まで

■問い合わせ 産業振興課・商工観光担当

☎４６－４７４６

町内の小学校１年生から６年生で、日中に保護者の方が不在になる児童
■申込方法

健康福祉課または軽米児童クラブに印鑑をご持参のうえ申し込みくだ
さい。申込締切は３月12日(火)までです。

植物工場で新鮮なレタスを販売

——児童の送迎サービスを実施しています——

小軽米、晴山小学校の児童で、軽米児童クラブの利用を希望する場

合、平日の放課後について各小学校から軽米児童クラブまで送迎を行
います。平日の帰宅時と学校休業日の朝夕の送迎は、保護者の皆様で
お願いします。

■問い合わせ 健康福祉課・福祉担当

☎４６－４７３６

植物工場「レタスの学校」は、地域の

皆さまに対し、新鮮で安心なレタスを特
別価格で直接販売します。完全密閉の管
理された工場で作られたレタスは、簡単
な水洗いで食べられます。苦味・えぐみ
が少なく、お子様からお年寄りまで安心
して食べられます。

自衛官候補生を募集
採用後「自衛官候補生」（特別職国家公務員）に任命され、自衛官と

２月23日から販売時間が以下のとお

り変更となります。
■日
■場

時 毎週土曜日

10：00～13：00

所 植物工場「レタスの学校」(旧笹渡小中学校)

■問い合わせ サンメディックス軽米工場

☎４５－２２７０

なるために必要な基礎的教育訓練に専念する新しい採用制度です。

自衛官候補生として所要の教育を経て３ヶ月後に２等陸・海・空士

（任期制自衛官）に任官します。

任期自衛官とは、陸上自衛官は１年９ヶ月（一部技術系は２年９ヶ

月）、海上・航空自衛官は２年９ヶ月を１任期（２期目以降は各２年）
として勤務する隊員のことです。教育訓練を受けた後に各部隊・基地等
に配属されます。約９ヶ月後、１等陸・海・空士に昇任し、さらに１年
後、陸・海・空士長に昇任します。
■応募資格 18歳以上33才未満

忘れてない？

サイフにスマホに火の確認

防火指導と火防点検にご協力を
消防団第２分団管轄地区（河北）地区では、

※昨年10月から採用上限年齢が引き上げられています。

３月３日(日)に二戸消防署軽米分署員と消防団員

■試験科目 筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査

指導を行います。

■受付期間 年間を通じて随時受付
■試験日程 受付時に通知

自衛隊岩手地方協力本部 二戸地域事務所
二戸市石切所字荷渡6番地1

その他の地区でも、火災予防週間に合わせ

て、消防団員が火災予防を呼びかけながら各家

■入隊時期 採用予定通知書で通知
■問い合わせ

が各家庭にお伺いし、台所などを点検する防火

☎２３-２５２９

二戸合同庁舎２階

庭を巡回しますので、皆さんのご協力をお願いします。
■問い合わせ

総務課・総務担当

☎４６－４７３８

お知らせ版336号①裏面

元号の改元を悪用した

新手口の特殊詐欺にご注意を！
元号の「改元」を理由に封書を送り、キャッシュカードやその暗証番

号、口座番号などを用紙に書き込ませて返送させる新手口の特殊詐欺が
全国で横行しています。なお、送られた封書の差出元は「一般社団法人
全国銀行協会」となっています。
充分ご注意ください。

■問い合わせ 二戸警察署軽米駐在所

☎４６－２００４

韓国で牛口蹄疫が発生
こうていえき

１月30日に韓国京畿道安城市の乳牛農場で、

牛の口蹄疫（Ｏ型）の発生が確認されました。
また、31日にも別の農場で発生が確認されてい
ます。

畜産関係者はもちろん、一般の方も以下２つ

のことにご注意ください。

①口蹄疫発生国に渡航した際には、むやみに畜産農家に近づかないこと
②帰国の際は、各空港で実施している靴底消毒にご協力いただくこと
詳しくは、お近くの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
■問い合わせ

一日行政相談を開催します

岩手県県北家畜保健衛生所

☎４９－３００６

役場産業振興課・農林振興担当

☎４６－４７４０

行政（国、県、市町村）や独立行政法人などの仕

事・手続き、サービスなどについて要望や不満などを
ご相談ください。
■日
■会

時 ２月20日(水)
場 中央公民館

10：00～15：00

■相談員 西山武男さん

■問い合わせ 総務課・総務担当

☎４６－４７３８

中国からの携帯品（お土産等）からの
アフリカ豚コレラウイルス陽性事例について
今年、１月25日に中国から持ち込まれた携帯

品(お土産)で持ち込まれた豚肉製品がアフリカ豚
コレラウイルス遺伝子検査陽性となりました。

全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）訓練放送を実施
２月20日(水)の午前11時頃、全国瞬時警報システ

ム(Ｊアラート)の全国一斉伝達訓練に伴い、町の防
災行政無線でもＪアラートのテスト放送を行いま
す。

テスト放送の際には、テストであることをお知ら

せしますが、実際の緊急放送とお間違えのないよう
お願いします。

中国からのアフリカ豚コレラの伝染・発生と、

国内での豚コレラの蔓延が懸念されていること

から、養豚農家および関係者の方、一般住民の方々も外国に渡航の際は
下記のことにご注意ください。

①アフリカ豚コレラ等が発生している国への渡航を自粛すること。仮に
渡航した際はむやみに畜産農家に近づかないこと

②海外から肉および肉製品を持ち込まないこと

③帰国の際は、各空港で実施している靴底消毒にご協力いただくこと
※詳しくは、お近くの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
■問い合わせ

岩手県県北家畜保健衛生所

☎４９－３００６

役場産業振興課・農林振興担当

☎４６－４７４０

※Ｊアラートは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人
工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

■問い合わせ 総務課・総務担当

☎４６－４７３８

軽米町読書のつどい
■日

時 ２月23日(土)

■内

容

９：30～11：10

場 軽米中央公民館

■会

①読み聞かせ公演（９：30～10：00）
影絵「ブレーメンのおんがくたい」
講師

ほか

読書ボランティア「ききみみずきん」(洋野町)

③読書に関する作品コンクール表彰式
象

どなたでも参加できます。読み聞かせ公演のみの観覧もできます。
■問い合わせ

教育委員会事務局・生涯学習担当

今年も、渡り鳥などの野鳥が川辺などに飛来するとと

もに、高病原性鳥インフルエンザの発生する危険性が非
常に高まっています。

ご家庭で飼われている鶏などの家きんは、渡り鳥から

高病原性鳥インフルエンザに感染する可能性があり、庭先で飼養される
家きんで確認された場合、その家きんが殺処分されるばかりでなく、周

②子ども司書認定証授与式
■対

高病原性鳥インフルエンザの発生予防のため
野鳥への給餌の自粛について

☎４６－４７４４

辺の養鶏農場などに移動制限措置が講じられ、養鶏業界に大きな被害を
及ぼします。

このことを踏まえ、給餌による野鳥の集中を避け、高病原性鳥インフ

ルエンザの発生および感染拡大の防止を図るため、野鳥への給餌行為の
自粛について、ご理解、ご協力をお願いします。

また、野鳥などの野生動物が死亡していても素手で触らず、下記まで

ご連絡ください。

■問い合わせ 岩手県県北家畜保健衛生所

☎４９－３００６

役場産業振興課・農林振興担当

☎４６－４７４０

ＫＡＲＵＭＡＩ

広報かるまい
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ピヨピヨ広場に来てみませんか？
「ひな人形を作ろう！」
■日

時 ２月15日(金)・18日(月)・20日(水)

ひな祭りに向けて、親子で可愛いひな人形作りに挑戦しましょう。材

料は広場で準備しますので、お気軽にどうぞ。
「ほっとひといきしましょう！」
■日

時 ２月22日(金)

11：00～12：00

お茶やコーヒーを飲みながら、お母さん同士でお話を楽しみましょ

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

さんりく基金が県北地域の事業を助成
公益財団法人さんりく基金は、三陸沿岸地域と県北地域を対象とした

平成31年度事業の助成を行います。
■助成事業

・調査研究事業

助成上限ー150万円

地域振興に関わる研究を支援

・新商品・新サービス開発事業

特産品を活用した商品開発を支援

助成上限

50万円

う。飲み物とお菓子は広場で用意します

・地域コミュニティ再生・活性化支援事業

み不要で、参加は無料です。

・イベント開催助成事業

ピヨピヨ広場

※募集期限など詳しくはさんりく基金ホームページをご覧ください。

ので、ぜひ遊びに来てください。申し込
■問い合わせ

☎４６－２４９７

（月・水・金曜日の10時から15時）

地域住民が主体となって行う活動を支援
交流人口拡大のためのイベントを支援

■問い合わせ さんりく基金

認知症の方やそのご家族の皆さん、認知症に関し

て困ったり、悩んでいませんか？認知症に関する相

談は年々増えてきています。この電話相談では、認
知症介護経験のある相談員が、認知症に関するご相
談に応じます。

相談は無料で秘密は厳守します。お気軽にご相談

ください。

100万円

1,500万円

☎０１９－６２９－５２１２

建築物に関する疑問はありませんか

—いわて認知症電話相談—

認知症に関する困り事、お話しください

助成上限

助成上限

県は、３月１日から３月７日まで建築物

防災週間を実施します。万が一災害が発生
した場合、著しい被害のおそれがある建築
物に防災査察を実施し、安全管理のチェッ
クを行います。期間中は、防災相談所を設

置しますので、建築物の防災に関するご相談を以下までお寄せください。
■問い合わせ 二戸土木センター

☎２３－９２０９

■電話相談番号 ☎０１９７－６４－５１１２

※相談は無料ですが、通話料は相談者負担です。

■受付時間 平日

９：00 ～ 17：00

※土曜日・日曜日、祝日・年末年始を除く

ＮＰＯなんでも出前相談会
岩手県ＮＰＯ等による「第２回県北地区Ｎ

ＰＯなんでも出前相談会」を開催します。Ｎ
ＰＯ会計ソフトの操作などについてもご相談
に応じます。
■日

時 ２月26日(火)

■会

場 二戸地区合同庁舎

■内

２月27日(水)

輸入食品の安全性を考えるシンポジウム
■日

時 ２月28日(木)

■内

容 輸入食品の安全性についての講演

■会
講師

13：30～15：30

場 エスポワールいわて（盛岡市）

畝山智香子氏(国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部長)

■入場料 無料（定員120人）

■申込先（申込は２月22日までに）

県民くらしの安全課 ☎０１９－６２９－５３２２

13：30 ～ 17：00
９：00 ～ 15：00

容

①賃貸対照表の公告、ＮＰＯ新会計基準の一部改正等

②ＮＰＯ新会計基準による経理処理・会計ソフトの操作方法
③ＮＰＯ法人の新規設立・運営、日常事務のお困りごとなど
■問い合わせ 担当 中村 ☎０１９－６２６－００９８

広報かるまいに広告を掲載しませんか
広報かるまいの広告に掲載する団体等を募集します。１カ月あたりの

料金は１枠4,000円で、６カ月以上の掲載契約で25%割引になります。
詳しくは、総務課までお問い合わせください。→☎４６－２１１１

お知らせ版336号②裏面

町で働く臨時・嘱託職員を募集します！
勤務場所

役場１階

健康福祉課・福祉担当

児童クラブ・
ピヨピヨ広場

（健康福祉課・福祉担当）

採用
人員

・社会福祉士
３人

・保健師（看護師）
・ケアマネジャー

(主任ケアマネジャー )

各１人

２人

１人

雇用条件
①勤務時間 ②雇用期間

職種

児童支援補助及び
健康福祉課での
事務補助員

保健師または

精神保健福祉士

賃

金

必要資格等

①８：30 ～ 17：15（休憩60分）

・保健師、看護師、社会福祉士資格のい

※週29時間勤務

ずれか

休暇：金、土、日、祝日（シフト制） 月額 162,000円 ～ 184,600円 ・ケアマネジャーまたは主任ケアマネジャー
登録証明

②平成31年４月１日～

・普通自動車運転免許

平成32年３月31日まで（更新あり）

①７：15 ～ 18：30のうち７時間45分
※週38時間45分程度
休暇：土、日、祝日

・普通自動車運転免許

日額 5,950円～ 6,830円

②平成31年４月１日～

・パソコン操作(ワード・エクセル)

平成31年９月30日まで（更新あり）

①９：00 ～ 16：00（休憩60分）
※週29時間勤務

休暇：土、日、祝日

月額 164,300円～ 173,200円

②平成31年４月１日～

平成32年３月31日まで（更新あり)

①９：00 ～ 16：00（休憩60分）

健康ふれあい

１人

保健師または助産師

（健康福祉課・

１人

１人

役場１階

（町民生活課）

町内

（町民生活課）

休暇：土、日、祝日

月額 164,300円～ 173,200円

②平成31年４月１日～

平成32年３月31日まで（更新あり)

センター

健康づくり担当）

※週29時間勤務

健康教室補助及び
事務補助員

健康づくり業務に係る
事務補助員

(障害者雇用)

①８：30 ～ 17：15（休憩60分）
※週38時間45分程度
休暇：土、日、祝日

日額 5,950円～ 6,830円

②平成31年４月１日～

平成31年９月30日まで（更新あり）

①８：30 ～ 17：15（休憩60分）
※週38時間45分程度
休暇：土、日、祝日

日額 5,950円～ 6,830円

②平成31年４月１日～

平成31年９月30日まで（更新あり）

①８：30 ～ 17：15（休憩60分）
１人

一般事務員

※週38時間45分程度
休暇：土、日、祝日

日額 5,950円～ 6,830円

②平成31年４月１日～

平成31年９月30日まで（更新あり）

９人

廃棄物収集運搬作業員
兼運転手

①８：15 ～ 16：30

※１週間のうち４日間の勤務

休暇：金、土、日、祝日（シフト制）

②平成31年４月１日～

月額 165,600円

・保健師免許、精神保健福祉士免許のい
ずれか

・普通自動車運転免許

・保健師免許、助産師免許のいずれか
・普通自動車運転免許

・普通自動車運転免許

・パソコン操作(ワード・エクセル)

・普通自動車運転免許

・パソコン操作(ワード・エクセル)
・障害者手帳をお持ちの方

・普通自動車運転免許

・パソコン操作(ワード・エクセル)

・中型自動車運転免許( ８ｔ限定以上)
※AT限定不可

・平成31度末で、満68歳以下の方

※ご応募は直接役場にお問い合わせください

平成32年３月31日まで（更新あり）

※雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金に加入。また通勤距離が２km以上の場合は通勤手当を支給します
■選考方法 個人面接

■申込期限

①ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）に求職者登録をし、紹

■問い合わせ

■申込方法

介状の交付を受ける。

②市販の履歴書に写真を貼付し、紹介状、免許・資格証の写しとと
もに担当課(勤務場所)へ提出する。（郵送可）

■試験日

３月11日(月)

17時まで

３月15日(金) 役場本庁舎２階第１会議室

健康福祉課・福祉担当

☎４６－４７３６

町民生活課・町民生活担当

☎４６－４７３４

健康福祉課・健康づくり担当 ☎４６－４１１１（健康ふれあいセンター内）

※この事業は、町議会３月定例会の議決後(承認を得て)行うものです。

