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①

　胃がん早期発見の一番の方法は検診を定期的に受けることです。
　今年も４月２日(火) ～７日(日)まで胃がん検診を行います。
　お勤めの方にも検診を受けていただけるよう、早朝、土日の検診です。
　今年度から、満40歳以上の方が胃がん検診の対象となります。

■募集住宅の概略
　★町営新萩田住宅26号　軽米町大字軽米2-25-1
　　規格  ー  ２ＬＤＫ　　形式  ー  一戸建て
　　床面積等  ー  74.40㎡（平成12年度建築）
　　家賃（月額）  ー  17,000円～ 25,400円（４段階）
■入居資格
①現在同居（同居しようと）する親族があり、住宅に困窮していること。
 ※60歳以上の方、障害をお持ちの方は単身入居ができる場合があります。

②世帯員の所得合算額が法令で定められた基準内であること。
③町税等を滞納していないこと。
■入居時期　平成31年４月上旬頃
■申込方法　関係書類をお渡ししますので、役場地域整備課までお越し
ください。申し込みには、申請書類のほか、所得課税扶養証明書、住民
票などが必要になります。※ただし、申請書にマイナンバーを記載していただいた

方に限り、所得課税扶養証明書と住民票の省略が可能です。

■募集期間
　３月13日(水) ～３月28日(木)　９：00 ～ 17：00まで　
※入居希望者が多い場合には抽選となります。
※入居の際には、敷金の納付（家賃３カ月分）、連帯保証人（２名）の
　所得証明書、印鑑登録証明書が必要となります。
■問い合わせ 　地域整備課・環境整備担当　☎４６－４７４１

■問い合わせ　
健康福祉課・健康づくり担当　☎４６－４１１１

※検診を申し込んでいない方でも、どの会場でも検診を受けることができます。
　事前に問診票をお送りしますので、ご連絡ください。
※妊娠中の方、腹部の手術・心疾患・腎臓疾患・大腸疾患等持病のある方、２日
　以上便通がない方、誤嚥の危険がある方は検査を受けられません。

日　付 会　場

４月２日(火) 山内地区交流センター・晴山公民館

４月３日(水) 健康ふれあいセンター

４月４日(木) 高家生活改善センター・笹渡農業構造改善センター

４月５日(金) 小軽米生活改善センター・円子地区交流センター

４月６日(土)
町農村環境改善センター

４月７日(日)

胃がん検診が始まります

町営住宅の入居者を募集します！

　町では、老朽化した町立中央公民館や町
立図書館の建て替えにあわせて、子育て支
援機能やバスターミナル機能などを備えた
多目的施設を建設し、町の活性化を図って
いきたいと考えています。
　このたび、実施設計が完了したため、町
民の皆さんに建設する建物の内容等をお知らせするため、住民説明会を
開催します。
■日　時　３月26日(火)　13：30 ～
■会　場　農村環境改善センター
※当日参加できない場合でも、必要な方には説明資料を配布しますので、役場２階

　産業振興課までお越しください。

■問い合わせ　産業振興課・商工観光担当　☎４６－４７４６

かるまい交流駅(仮称)整備事業説明会

　平成31年度のシーズン券の受付をおこないますので、
ぜひご利用ください。
■受付時間　 ９：00 ～ 17：00
■料　　金　一般・学生：5,000円　児童・生徒： 1,000円
※シーズン券の受け渡しは、開園後にパークゴルフ場受付にて料金と引き換えで行

　います。ハートフル・スポーツランドのオープンは、４月２日（火）からの予定

　ですが、天候等により遅れる場合がありますので、ご了承ください。

■申込先
町教育委員会事務局・生涯学習担当　 ☎４６－４７４４
※オープン後はパークゴルフ場での受付も行います。

ハートフル・スポーツランド
「パークゴルフ場」シーズン券の受付開始

　３月、４月は異動の時期です。15歳未満の子どもをお持ちの方で下
記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続きを行いましょう。
■受給資格がなくなる方

・軽米町から他の市町村へ引っ越しする方
・４月から公務員になる方
■受給資格を得る方

・他の市町村から軽米町へ引っ越しする方
・公務員を退職された方
※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となります。

※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほかに、所属庁への手続

きも必要となります。

■問い合わせ　健康福祉課・福祉担当　☎４６－４７３６

児童手当の手続きをお忘れなく！

■受付時間　午前６時～午前９時30分



お知らせ版338号①裏面

　「新農業者年金」は農業者の方であれば広く加入でき、
自分が積み立てた保険料と、その運用実績により年金額
が決まる確定拠出型の年金です。
■加入要件（以下３つの要件を満たしていればどなたでも加入可能）

・60歳未満
・国民年金第１号被保険者　※国民年金付加年金の加入が必要となります。

・年間60日以上農業に従事
※途中で脱退も可能です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間に関わらず支

　払った保険料は将来、年金として支給されます。

■保険料
　保険料の額は月額２万円～６万７千円の範囲内で、千円単位で自由に
選択でき、いつでも見直すことができます。
■終身年金
　年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなっ
た場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずだった農業
者老齢年金相当額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
■メリット
　支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民
税の節税効果につながります。
　認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方は国庫
から月額最高１万円の保険料補助を受けられる場合があります。
■問い合わせ　農業委員会事務局　☎４６－４７３９
　　　　　　　ＪＡ新いわて　軽米支所　☎４６－２９１１

農業者年金に加入しませんか？

　春は、就職や転勤など異動の多い季節です。
　異動のあった日から14日以内に、町民生活課（各出張所）へ必ず届
出をしてください。

　介護施設で働く新人の介護福祉士と認知症
の高齢者やその家族のお話です。
　映画をとおして、認知症や介護の仕事につ
いて学んでみませんか？
　どなたでもお気軽にご参加ください。
■日　時　３月20日(水)
　　　　　第１部　13：30 ～ 15：15
　　　　　第２部　18：00 ～ 19：45
※１日２回の上映で、内容は同じです。
■会　場　農村環境改善センター
■内　容　

・映画「ケアニン～あなたでよかった～」の上映
・作品展示（ゆったり介護の会）
■参加費　無料
■申込・問い合わせ　
健康福祉課福祉担当　☎４６－４７３６　FAX  ４８－１０６１

■問い合わせ　
町民生活課・町民生活担当　☎４６－４７３４

国民健康保険の手続きをお忘れなく！

平成30年度軽米町民
ミニフォーラムの開催について

こんなとき 必要なもの

加
入
す
る
と
き

転入してきたとき
・転出証明書
・印鑑

職場の健康保険など
他の保険を脱退したとき

・健康保険資格喪失証明書
・印鑑

他の健康保険の被扶養者から
はずれたとき

・被扶養者資格喪失証明書
・印鑑

脱
退
す
る
と
き

転出するとき ・保険証
・印鑑

他の健康保険に加入したとき ・新しく加入した保険の保険証
・国保の保険証
・印鑑

他の健康保険の被扶養者に
なったとき

※どの場合にも共通で、マイナンバー通知カード（マイナンバーカード）が必要です。

〇国保の加入するとき、脱退するとき

ピヨピヨ広場に来てみませんか？

「ほっとひといきしましょう！」
■日　時　３月29日(金)　11：00～12：00
お茶やコーヒーを飲みながら、楽しくお話しま
せんか？飲み物とお菓子は広場で用意します。
■問い合わせ　
ピヨピヨ広場　☎４６－２４９７（月・水・金曜日の10時から15時）

国税専門官を募集

■受験資格
 １　平成元年４月２日～平成10年４月１日生まれの者
２　平成10年４月２日以降生まれの者で、大学を卒業した者及び平成
　　32年(2020年)３月までに大学を卒業する見込みの者など
■申込受付期間　３月29日(金)～４月10日(水)　※インターネット申込

■第一試験日　６月９日（日）
■問い合わせ　人事院東北事務局　☎０２２－２２１ー２０２２
仙台国税局人事第二課試験研修係　☎０２２－２６３－１１１１

　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、まるこパン工房 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

軽米町新商品発表会迫る！
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■募集人員　介護に係る専門相談員　３名
■勤務先　　役場１階健康福祉課
■必要資格　・保健医療介護福祉に係る国家資格等

（介護福祉士、社会福祉主事、社会福祉士、看護師、保健師、精神保健
福祉士、ケアマネジャー）　・普通自動車運転免許
■業務内容　健康・介護に係る各種相談、介護予防プラン作成業務など
■賃　金　　158,400 ～ 184,600円
　　　　　　※通勤距離が２キロ以上の場合は通勤手当を支給
■勤務時間　８：30 ～ 17：15（週29時間以下の勤務）
■休　暇　　原則として金曜、土曜、日曜、祝日（シフト制）
■雇用期間　４月１日～平成32年３月31日まで（更新あり）
■加入保険　雇用保険、公務災害、健康保険、厚生年金
■申込期限　３月27日(水)　17：00まで
■試験日　　３月28日（木）　16：30 ～（予定）
■申込方法　ハローワーク紹介状、履歴書、免許・資格状の写しを提出。
■提出先　　軽米町役場１階健康福祉課　☎４６－４７３６

嘱託職員を募集します

　障がいのある方やご家族を対象に、日常
生活での困り事や、福祉サービス利用など
についての相談を、地域生活支援センター・
カシオペアより派遣された相談員がお受け
します。
　お気軽にご相談ください。
■日　時　３月22日(金)　10：00 ～ 12：00
■会　場　中央公民館
■問い合わせ
地域生活支援センター・カシオペア　☎２３－６６０８
健康福祉課・福祉担当　☎４６－４７３６
※事前に予約される方は上記のお問い合わせ先にご連絡ください。

地域福祉相談会のお知らせ

↓裏ページに続く
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■申込対象
　高等学校、大学または修学期間１年以上の各種専門学校等に在学し、
経済的理由により修学が困難と認められる学生。
■貸与月額（募集10名程度）
①大　学・・・・・・・51,000円以内
②高等専門学校・・・・30,000円以内
③高等学校・・・・・・15,000円以内
■提出書類
① 育英奨学金貸与申請書

（連帯保証人は保護者の方、保証人は町内在住で奨学生とは別世帯の成人者）

② 家庭状況調書
③ 在学証明書（原本）または入学が確認できる書類

（在学している学校で取得、発行日は平成31年４月１日以降のもの。学生証コピーは不可）

④ 家族全員分の住民票の写し（本籍、続柄の記載のあるもの）

⑤ 家族全員の所得証明書
※①、②の書類は教育委員会で、④、⑤は　町民生活課で取得することができます。

■申込方法
　申込期間内に、教育委員会事務局で必要書類を受け取り記入のうえ、
添付書類各種と合わせて提出してください。
■申込期間　４月１日(月) ～４月26日(金)
■申込先　教育委員会事務局・教育総務担当　☎４６―４７４３

平成31年度 町育英奨学生を募集します！

　犬や猫の放し飼いは、さまざまなトラブルを招き
ます。他人の土地に入り込みフンやいたずらをした
り、場合によっては人に危害を加えることもあります。
　犬の散歩の際は、リードをしっかり持ち、フンは
必ず持ち帰りましょう。
　また、猫は室内で飼うことが原則です。放し飼いせず飼い主の管理の
届く範囲で飼いましょう。
　愛犬、愛猫のためにもしっかりとした飼養環境が必要です。
■問い合わせ　町民生活課・町民生活担当　☎４６－４７３５

　当院の眼科は、毎週火曜日の診療については岩手医大病院からの応援
医師により行っておりますが、都合により以下のとおり変更しますので、
ご理解と協力をお願いします。
■開始時期　４月２日(火)から
■変更内容　毎週火曜日が休診
※毎週水曜日は予約患者のみの診療となっています。
■問い合わせ　岩手県立二戸病院　☎２３－２１９１

犬や猫は適正に飼養しましょう！

二戸病院  眼科の診療について
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