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①

町で働く臨時・嘱託職員を募集します！

募集職種 人員
（勤務場所） 必要資格 雇用条件等

①賃金 ②勤務時間 ③雇用期間 申込締切・試験日 担当

【臨】一般事務

１人
（町民生活課）

・普通自動車運転免許
・パソコン操作可能
    (ワード・　エクセル)　

①日額 5,950円～ 6,830円 
　【通、健、厚、雇、公】
②８：30 ～ 17：15（休憩60分）
　※原則として、土、日、祝日が休日
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

申込：３月11日(月)
試験：３月15日(金)

町民生活課
☎46-4734

１人
（総務課）

申込：３月14日(木)
試験：３月18日(月)

総務課
☎46-4738

１人
(税務会計課)

税務会計課
☎46-4737

１人
(地域整備課)

地域整備課
☎46-4741

１人
(農業委員会)

農業委員会事務局
☎46-4739

１人
(産業振興課・

林業担当)

産業振興課・
農林振興担当

☎46-4740

１人
(産業振興課・

商工担当)

①日額 5,950円～ 6,830円 
　【通、健、厚、雇、公】
②８：30 ～ 17：15（休憩60分）
　※原則として、土、日、祝日が休日。
　　ただし、行事対応により変更あり。
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

産業振興課・
商工観光担当

☎46-4746１人
(産業振興課・

観光担当)

【臨】保育士
若干名

（町内保育園
のいずれか）

・保育士資格（取得見込み）

・普通自動車運転免許

①日額 6,830円～ 8,900円
　【通、健、厚、雇、労】
②７：15 ～ 18：30のうち７時間45分勤務
　※日、祝日（土曜日勤務は平日に振替）
③４月１日～９月30日まで（更新あり） 申込：３月12日(火)

試験：３月18日(月)
健康福祉課
☎46-4736

【臨】保育補助員
７人

（町内保育園
のいずれか）

・普通自動車運転免許
※保育士資格がなくても応募可

①日額 5,950円～ 6,830円
　【通、健、厚、雇、労】
②７：15 ～ 18：30のうち７時間45分勤務
　※日、祝日（土曜日勤務は平日に振替）
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

【日々雇用】運転手
１人

（健康ふれあ
いセンター）

・普通自動車運転免許

①時給 1,187円
②８：15 ～ 10：00、15:15 ～ 17:15　
　※午前、午後あわせて３～４時間程度
③４月１日～平成32年３月31日まで

申込：３月15日(金)
健康ふれあいセンター

☎46-4111

【日々雇用】清掃業務員
１人

（健康ふれあ
いセンター）

特になし
①時給 780円
②15:00 ～ 17:00までの２時間
③４月１日～平成32年３月31日まで

↓裏ページに続く



お知らせ版337号①裏面

募集職種 人員 必要資格等 雇用条件等
①賃金 ②勤務時間 ③雇用期間 申込締切・試験日 担当

【嘱】学力向上支援員 ５人 ・教員免許（小・中・高等学校）

①月額 180,000円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：15 ～ 15：00（休憩45分）
　※原則として、土、日、祝日は休日
③４月１日～平成32年３月31日まで
　（更新なし）

申込：３月８日(金)
試験：３月15日(金)

教育委員会事務局
☎46-4743

【嘱】特別支援員 ６人 特になし

①月額 102,500円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：15 ～ 15：00（休憩45分）
　※原則として、土、日、祝日は休日
③４月１日～平成32年３月31日まで
　（更新なし）

申込：３月12日(火)
試験：３月19日(火)

【臨】学校教育施設等
環境整備員兼

スクールバス運転手
３人

・中型自動車一種免許（８ｔ限 
　f定なし中型二種・大型・大型二種)

・マイクロバス運転経験

①日額 9,200円
　【通、健、厚、雇、労】
②７：00 ～ 18：00（休憩195分）
　※原則として、土、日、祝日は休日
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

【臨】保育補助員
（軽米幼稚園）

２人 ・幼稚園教諭免許・保育士資格を
　保有している方が望ましい

①日額 5,950円～ 8,900円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：30 ～ 17：15（休憩60分）
　※原則として、土、日、祝日が休日
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

【臨】施設管理者
(町民体育館)

２人
・普通自動車運転免許
・パソコンの操作経験

①日額 5,950円～ 6,830円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：30 ～ 17：15（休憩60分)
　※週５日勤務(早番、遅番あり)
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

申込：３月12日(火)
試験：３月19日(火)

教育委員会事務局
☎46-4744

【臨】施設管理者
(ハートフル・スポーツランド)

４人

・普通自動車運転免許
・機械による草刈り経験

①日額 5,950円～ 6,830円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：30 ～ 17：15（休憩60分）
　※月21日勤務(早番・遅番あり)
③４月１日～９月30日まで（更新あり）

【嘱】施設管理者
えぞと大自然のロマンの森

１人

①月額 98,000円
　【通、雇、労】
②９：30 ～ 16：30（休憩60分）
　※原則として月、火が休日
③４月１日～ 11月30日まで

【臨】期限付調査員
（文化財専門員） １人

・大学または大学院で、考古学・歴
　史学に関する課程を専攻し卒業

・発掘調査の経験及び当該調査に係
　る報告書作成の経験

・学芸員資格
・普通自動車運転免許

①日額11,000円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：30 ～ 17：15（休憩60分）
　※原則として、土、日、祝日が休日
③４月１日～平成32年３月31日まで（更新あり）

申込：３月12日(火)
試験：３月19日(火)

教育委員会事務局
☎46-4744

【嘱】廃棄物収集運搬作
業員兼運転手 ９人

・中型自動車運転免許( ８t限定)
　以上（AT限定不可）

・平成31年度末で、68歳以下

①月額 165,600円
　【通、健、厚、雇、労】
②８：15 ～ 16：30
　※１週間のうち４日間勤務
③４月１日～平成32年３月31日まで（更新あり）

申込：３月11日(月)
試験：３月15日(金)

町民生活課
☎46-4734

■選考方法　個人面接
■申込方法
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）
※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。

○勤務条件等の表示の説明
　通＝通勤手当　健＝健康保険　厚＝厚生年金　雇＝雇用保険　公＝公務災害補償　労＝労災保険への加入を示しています。
　※嘱託職員の勤務時間は週29時間を限度に調整します。



ＫＡＲＵＭＡＩ　ＴＯＷＮ　ＮＥＷＳ　ＥＤＩＴＩＯＮ

軽 米 町 役 場  総 務 課  編 集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

毎月第２・第４水曜日発行
全　 世　 帯　 配　 布

広報かるまいお知らせ版 337 号

平成３１年２月２７日発行

②

経営所得安定対策等直接支払交付金の申請を受け付けます！

ピヨピヨ広場に来てみませんか？

　水田転作に係る各地区での申請受付を、３月14日(木) ～ 27日(水)まで行います。
　・平成31年度水稲共済細目異動申告書とあわせての受付となります。
　・畑作物の数量払を申請する方で、畑地に作付がある場合は、毎年、所在地と面積の届出が必要です。
　　　（畑作物の数量払申請は認定農業者等に限られます)

　・各交付金の対象は、販売を目的とする作物であり捨て作りや自家用は対象になりません。事前に販売先との契約と出荷後の販売伝票の提出が必要です。

※上記受付日以外の受付は役場産業振興課で行いますが、台帳を持ち出しするため、３月14日(木) ～３月27日(水)の期間以外の日に届出をお願いします。
■届出期限

・水稲共済異動細目書の届出は平成31年４月19日(金)までです。
・ 飼料用米に取り組む方は、他に手続き書類があります。必ず、参加する認定方針作成者（集荷業者）に届出したうえで申請をお願いします。
・経営所得安定対策等直接支払交付金交付申請の締め切りは７月１日(月)までです。以後は受付できません。
■届出に持参するもの

・印鑑（認印可）　・振込口座を変更する場合、または新規加入申請や名義変更の場合は通帳（本人名義）
■問い合わせ　町農業再生協議会事務局　産業振興課　☎４６－４７４０

月日 時間 受付会場 対象行政区

３月14日(木)
９：30 ～ 11：30

山内地区交流センター
平、中村、和当地、大久保、東

13：30 ～ 15：00 貝喰、駒木、山口、上・下谷地渡、竹谷袋

３月15日(金)
９：30 ～ 11：00 大清水地区活性化センター 大清水、新井田、駒板、東台

13：30 ～ 15：30 晴山公民館 高清水、横枕、観音林東・西・南・北、沼、上・下野場

３月18日(月)
９：30 ～ 11：00 晴山農業構造改善センター 上・下晴山、早渡、内城

13：30 ～ 15：30 高家生活改善センター 高家、向高家、外川目、苅敷山、西里、上・下尾田

３月19日(火)
９：30 ～ 11：00 増子内農村振興会館 上・下増子内、戸草内、七ツ役　

13：30 ～ 15：30 小軽米生活改善センター 河北、上・下河南、沢田、八木沢、松ノ脇

３月20日(水)
９：30 ～ 11：00 小玉川生活改善センター 屋敷、市野々、小玉川

13：30 ～ 15：30 米田農業構造改善センター 蜂ケ塚、米田、大久保、牛ヶ沢、民田山

３月22日(金)
９：30 ～ 11：30

円子地区交流センター
上円子、蛇口

13：30 ～ 15：30 下円子上・下、板橋、大沢

３月25日(月)
９：30 ～ 11：00 笹渡農業構造改善センタ― 高柳、鶴飼、笹渡、百鳥

13：30 ～ 14：30 百目金公民館 百目金

３月26日(火)
９：30 ～ 11：00 長倉生活改善センター 長倉、小松

13：30 ～ 15：30 上舘農業構造改善センタ― 上舘、仲軽米、沢里、岩崎、車門

３月27日(水)
９：30 ～ 11：30

町農村環境改善センター
上・下新町、蓮台野、門前、桜山、駒木

13：30 ～ 15：00 向川原、荒町、仲町、大町、新大鳥、山田、君成田

■日　時　３月４日(月)　10：00 ～ 14：30（申込不要）
※毎月第１月曜日に実施していますが、それ以外の日でも行う事が出来
ます。ぜひ、ご都合の良い日にどうぞ！
■問い合わせ　ピヨピヨ広場　☎４６－２４９７
　　　　　　　開設日時：月・水・金の10：00 ～ 15：00

テーマ

「手形・足型の日」
お子さんの成長の記録として、手形・足型
を残してみませんか？ぜひご参加ください。



お知らせ版337号②裏面

ＪＡ一日人間ドッグ受診者を募集します

■募集期限　３月29日(金)　※定員になり次第締め切ります。
■会　　場　人間ドッグセンター (盛岡市永井14-42)
※ＪＡ岩手県厚生連のバスで送迎します。
■日　　程　４月22日(月) ～４月25日(木)
■基本料金　男性ー 42,120円　　　女性ー 42,660円
■検査内容　
70項目以上の検査により、生活習慣病の早期発見と健康チェックを行います。
■申込方法
ＪＡ新いわて軽米地区担当課に備え付けの受診申込書にご記入のうえ、お申
し込みください。(保険証と印鑑を持参)
■問い合わせ
ＪＡ新いわて　軽米地区担当課　☎４６－２８１１
健康ふれあいセンター内健康福祉課　☎４６－４１１１

検査内容 料　金

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査 38,880円

心臓血管超音波検査 15,120円

ホルター心電図検査 10,800円

胸部ＣＴ検査 10,800円

内臓脂肪ＣＴ検査 4,320円

膀胱超音波検査 2,160円

ヘリコバクターピロリ抗体検査 1,080円

甲状腺機能検査 3,240円

腫瘍マーカー検査(男性) 4,428円

腫瘍マーカー検査(女性) 6,264円

子宮頸がん検査(女性) 4,860円

ＨＰＶ(子宮頸がん因子)検査※ 3,600円

乳房超音波検査(40歳以上女性) 3,888円

オプション検査および料金（基本料金に加算）

ＪＡからの助成（平成30年度実績）

対象者：ＪＡの組合員家族とＪＡ長期共済契約者
助成額：一人当たり2,900円

町補助金助成（平成30年度実績）

対象者：年度内に、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳に到達する方
助成額：一人当たり10,000円

※ＨＰＶ検査は子宮頸がん検査を受ける方のみ受診できます ※50歳人間ドッグの対象となる方は、全額（オプション料金除く）

　野生鳥獣を捕獲することは、法律で原則禁止されています。
　しかし、野生鳥獣による農林水産業被害が生じ、追い払いなどの十分
な防護対策を講じてもなお被害を防除することができない場合、「鳥獣
の保護等又は鳥類の卵の採取等許可」を受けることで、農業者が自らの
事業地内において狩猟免許がなくても許可申請により許可を受けること
で、下記により捕獲することができます。
つきましては、下記のとおり申請を受け付けます。
■対象となる鳥獣

・ハクビシン、ノウサギ
■申請書類（町民生活課、産業振興課にあります）

１．鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書
２．捕獲を実施する区域及び被害区域を図示した図面等（見取り図）
■募集期間
　３月20日(水)まで　※年度途中での募集はしませんので、ご注意ください。

■許可の期間　４月１日(月) ～ 12月28日(土)
■許可の主な条件

・農業者の方に限ります。
・捕獲方法は、箱わなに限ります。
・捕獲場所は、自らの事業地内に限ります。
・捕獲個体は、自らが適正に処分してください。
※若干ですが、箱わなの貸出しもしています。
※詳しい内容やその他の鳥獣による農作物被害に
　ついては下記担当(産業振興課・農林振興担当)にご相談ください。
■問い合わせ　産業振興課・農林振興担当　☎４６－４７４０
　　　　　　　町民生活課・町民生活担当　☎４６－４７３５

野生動物の農作物被害に
困っている農家の方へ！

町有財産を売却します

　町は、下記町有普通財産を入札により売却します。
　入札へ参加を希望する方には、入札心得など詳細を記載した入札案
内をお渡ししますので、申込受付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。

■申込期間　２月27日(水)～３月７日(木)　※土・日、祝日を除く　　　　

　　　　　　　　９：00～16：00
■入札会　　３月13日(水)　13：30～　軽米町役場３階会議室
■売却対象物件

所在地 種別 面積

軽米町大字晴山第５地割字田表８３番１ 宅地 898.13㎡

〃　　（旧晴高児童館・昭和４７年建築） 建物 206.19㎡

〃　　（物置・建築年月日不明） 付属建物 12.15㎡

〃　　（物置・建築年月日不明） 付属建物 6.48㎡

〃　　（物置・建築年月日不明 付属建物 約15.00㎡物　　件　　位　　置　　図

　所在地 ； 軽米町大字晴山第５地割字田表８３番１

→

→
→

略 図

晴 高

どんどん市場

至 二戸

売却物件

旧晴高

児童館

田端自動車

整 備 工 場

至 八戸

至 軽米

山野内

運送㈲

国道340 ・395号

瀬月内川

旧晴高小学校

■問い合わせ　総務課・総務担当　☎４６－４７３８
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電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

毎月第２・第４水曜日発行
全　 世　 帯　 配　 布

広報かるまいお知らせ版 337 号 ③

平成３１年２月２７日発行

　軽米町で新たに開発された商品の発表会を開催し
ます。町内の試食会、物産展となっており、どなた
でも無料で試食、商品の購入ができます。３月販売
予定の新商品のお披露目も行います。
■日　時　３月18日(月)　10：30 ～ 11：45
■会　場　農村環境改善センター
■参加料　無料（申込も不要です）
■商　品
軽米町のジェラート、三陸イサダそうめん、いわて北三陸磯ラーメン(予
定)、五穀味噌チーズ、有機玄米クラッカー３種、山ぶどう原液の塩、
100%山ぶどうジュース、山ぶどうピューレ、パン商品、森のバウム(仮称)
■出品者
軽米町産業開発、古舘製麺所、鶴飼酪農生産組合(姫が森牧場)、尾田川
農園、荒澤農産、円子パン工房 コパン、かるまいシリアルブランド化
推進協議会
※詳しくは、軽米町観光＆物産情報ページ（http://karumai-kanko.jp）まで

■日　時　３月９日(土)　13：30 ～
■会　場　二戸地区合同庁舎
■当日の流れ
13：30 ～　オープニング
13：40 ～　講演「地域の幸せを"醸す"ために」
　　　　　  講師　龍谷大学社旗学部教授　脇田健一氏
14：40 ～　地域づくり活動紹介
　　　　　  ふるさと応援隊「わ・かるまい」（軽米町）
　　　　　  よりゃんで金田一（二戸市）
　　　　　  御所野遺跡を支える会（一戸町）　など
16：30 ～　郷土料理試食会・交流会
　　　　　  てんぽ焼き、そぼ粉たい焼き、ぶっとべつくね串　など
※郷土料理試食会・交流会への参加には事前の申込が必要です。（会費1,000円）

■問い合わせ
カシオペア連邦地域づくりサポーターズ　☎３３－２０３２
FAX：３３－２０３２　メール：info@w-supporters.jp

軽米町新商品発表会 地域づくりフェスティバル
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