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全　 世　 帯　 配　 布

広報かるまい お知らせ版 342 号

令和元年５月１５日発行

①

各種がん検診、特定健診等を実施
日にち 時間 場所

５月29日(水)
９:30 ～ 11:00 増子内農村振興会館

13:30 ～ 15:00 笹渡農業構造改善センター

５月30日(木)
９:30 ～ 11:00 米田農業構造改善センター

13:30 ～ 15:00 牛ヶ沢自治公民館

５月31日(金)
９:30 ～ 11:00

小軽米生活改善センター
13:00 ～ 14:30

６月２日(日)
９:30 ～ 11:00

健康ふれあいセンター
13:00 ～ 14:30

６月３日(月)
９:30 ～ 11:00

健康ふれあいセンター
13:00 ～ 14:30

６月４日(火)
９:30 ～ 11:00 晴山農業構造改善センター

13:30 ～ 15:00 長倉生活改善センター

６月６日(木)
14:00 ～ 16:00

農村環境改善センター
17:00 ～ 19:00

６月９日(日)
９:30 ～ 11:00

農村環境改善センター
13:00 ～ 14:30

６月10日(月)
９:30 ～ 11:00

晴山公民館
13:00 ～ 14:30

日にち 時間 場所

６月11日(火)
９:30 ～ 11:00 小玉川生活改善センター

13:30 ～ 15:00 小軽米生活改善センター

６月12日(水)
９:30 ～ 11:00

健康ふれあいセンター
13:00 ～ 14:30

６月13日(木)
９:30 ～ 11:00

円子地区交流センター
13:00 ～ 14:30

６月14日(金)
９:30 ～ 11:00 上円子自治公民館

13:30 ～ 15:00 大清水地区活性化センター

６月17日(月)
９:30 ～ 11:00

山内地区交流センター
13:00 ～ 14:30

６月18日(火)
９:30 ～ 11:00

高家生活改善センター
13:00 ～ 14:30

６月20日(水)
14:00 ～ 16:00

晴山公民館
17:00 ～ 19:00

６月24日(月)
９:30 ～ 11:00

農村環境改善センター
13:00 ～ 14:30

６月25日(火)
９:30 ～ 11:00

農村環境改善センター
13:00 ～ 14:30

※町民の方は地区に関わらず、ご都合のつく会場で受診することができます

特定健診
●内　容　身体計測・血圧測定・採血検査・尿検査・
　　　　　 心電図検査・眼科検査
●対　象　40歳～ 74歳の国民健康保険加入者
　　　　　 （希望に関わらず問診票をお届けします）

●料　金　1,800円（70歳以上の方と生活保護世帯の方は無料）

肺がん検診
●内　容　胸部レントゲン撮影・喀

かくたん

痰細胞診
●対　象　40歳以上の希望者（喀痰細胞診は50歳以上喫煙者が対象）

●料　金　無料（喀痰細胞診検査は500円）

若年健診
●内　容　身体計測・血圧測定・採血検査・尿検査
●対　象　19歳～ 39歳の希望者
　　　　　（申し込みいただいた方に問診票をお届けします）

●料　金　1,800円（生活保護世帯の方は無料)

大腸がん検診
●内　容　便潜血検査（２日法）
●対　象　40歳以上の希望者（申し込みいただいた方に問診票をお届けします）

●料　金　600円（70歳以上の方と生活保護世帯の方は無料)

後期高齢者健診診査
●内　容　身体計測・血圧測定・採血検査・尿検査・ 心電図検査
●対　象　75歳以上の希望者（申し込みいただいた方に問診票をお届けします）

●料　金　無料

前立腺がん検診
●内　容　採血（ＰＳＡ値測定）
●対　象　50歳以上男性の希望者（申し込みいただいた方に問診票をお届けします）

●料　金　500円（70歳以上の方と生活保護世帯の方は無料）

肝炎ウイルス検査
●内　容　採血（ＨＣＶ・ＨＢｓ抗原・抗体）
●対　象　満40・45・50・55・60・65・70歳の方で肝炎ウイルス検査を受
　　　　　けたことがない方(医療機関等で受けた方は除く)で、検査希望の方
●料　金　無料

健診内容・検診項目

※若年健診、がん検診、肝炎ウイルス検査は保険証の種類にかかわ

　らず受けることができます。

■申込先・問い合わせ　健康福祉課・健康づくり担当　☎４６－４１１１



お知らせ版342号①裏面

　町では、環境緑化、森林保全のため、緑の募金活
動を行い、区長文書を通じて募金の取りまとめを依
頼しています。また小軽米・晴山各出張所、役場産
業振興課(県緑化推進委員会軽米支部の事務局)で募
金をお預かりしています。
　皆さんから寄せられた「緑の募金」は、グリーンデー
や各行政区から要望のあった苗木などの購入に使用されています。
　積極的なご協力をお願いいたします。
■活動期間
緑の募金期間　５月31日(金)まで
■募金目標　１世帯あたり　100円
※各行政区の募金額は広報かるまいお知らせ版で公表します。

■問い合わせ　産業振興課・農林振興担当　☎４６－４７４０

緑の募金を実施

■募集対象部門
・地域花壇の部　　町内会、老人クラブ、子ども会など
・学校花壇の部　　幼稚園、保育園、小・中学校、高等学校
・家庭花壇の部　　各家庭で栽培、管理している花壇など
・企業花壇の部　　各企業・事業所・団体等で管理している花壇など
■対象面積　10㎡（３坪）以上であること。
※花壇を作るスペースのないところは、沿道やフラワーボックスでも参加可能です。

■申込期限　７月16日(火)
※８月下旬に審査を行い、入賞者及び表彰団体を決定します。
■申込先・問い合わせ　町民生活課・町民生活担当
　　　　　　　　　　　☎４６ー４７３４　　FAX ４６ー４２４２

花いっぱいコンクールの参加者募集

　町では、要援護高齢者及び重度身体障害者の自立支援
と家族介護の負担軽減などを図るため、住宅改修をする
場合に必要な経費に対し、補助金を交付します。
■対象者
① 介護保険の要介護・要支援の認定を受けて、　日常生活を営むのに支
　障がある高齢者がいる世帯。
②下肢、体幹機能障害により、級別が１級から３級の身体障害者手帳の
　交付を受け日常生活を営むのに支障がある重度障害者の方がいる世帯。
■対象となる改善
　床面の段差解消、手すりの設置、トイレや浴室の改善など日常動作や
介護動作の向上が認められる場合。
■申込期間　６月３日(月) ～６月28日(金)
■補助金の額　対象経費から20万円を控除した額の３分の２(上限40万円)

※令和２年１月末までに完了する改修が対象となります。
※新築や増築、既に改修済の住宅などは対象外となります。
※予算の範囲内で交付します。申請者多数の場合は先着順となります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
■問い合わせ・申込先　健康福祉課・福祉担当　☎４６－４７３６

高齢者や障がい者にやさしい住まいづくり事業

■内　容　軽米町に住所のある方が、本体価格２万円以上の薪ストーブ
　　　　　またはペレットストーブ等を購入し設置する経費に対して、
　　　　　予算の範囲内で補助金を交付します。
■補助率　費用の２分の１以内（限度額10万円）
■対象期間　令和２年３月31日まで
※提出された申請書（計画書）を審査し決定します。
■問い合わせ　 産業振興課・農林振興担当　☎４６－４７４０

薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金

　森林を伐採、開発する際には、事前の届出や許可申請など
各種手続きが法律などで定められています。各種手続きは、
下記までお問い合わせください。

・保安林以外の森林での伐採　→　産業振興課・農林振興担当
　　　　　　　　　　　　　　　　☎４６－4 ７４０

・保安林での立木の伐採や土地の形質の変更、保安林以外の森林での
　１haを超える開発行為　→　県北広域振興局 農政部 二戸農林振興
　センター林務室　☎２３－９２０４

森林の伐採、開発の前に手続きを！

　５月11日(土)から５月20日(月)の10日間、春の全国交通
安全運動が実施されています。５月から７月は子どもの交通
事故が多い期間です。歩行者もドライバーも十分に注意して
交通事故に気をつけましょう。

交通事故に気をつけましょう！

　水道事業所では、道路に埋設されている水道管から宅地内水道メー
ターまでの漏水調査と各地区に設置されている消火栓の点検を行いま
す。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
■調査期間　６月３日(月) ～ 10月31日(木)　※時間は日中のみ
■調査地区
漏水調査　　
　観音林地区（観音林東、観音林西、観音林南、観音林北、横枕、高清水、沼、山口）、

　円子地区（下円子下組、下円子上組、蛇口）、晴高地区（内城、上晴山、下晴山、向高家）

消火栓点検　
　軽米地区（新光団地）、観音林地区、山内地区、
　晴高地区（内城、上晴山、下晴山、向高家、苅敷山、上野場、下野場、高家、上尾田、下尾田）

※町で調査を委託している調査員は、「身分証明書」（名札）を必ず携行しています。

※調査員は、所有者の承諾無しに建物の中に入ることはありません。不審と思われ

　た場合などは、名札の提示を求めていただくか、町水道事業所までご連絡ください。

※調査の状況により、調査区域が拡大することがありますのでご了承ください。

■問い合わせ　町水道事業所　☎４６－４７４２

漏水調査・消火栓点検を実施

住宅改修補助金
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②

　町内の特産品等を活用し、地域産業への波及効果の見
込まれる新商品の開発、または既存商品の改良等の取り
組みに対し、補助金を交付します。
■交付対象者
　町内に住所、本拠地を有した個人事業者、会社など
■交付対象事業
　地域資源等を活用した、商品開発または既存商品の改良に係る取り組
みに対し、補助率３分の２以内、交付限度額20万円を交付
■交付要件
①商品に対して明確なコンセプトを持ち、商品化を想定した事業である
②開発または改良する商品は、町内産の農林畜産物を使用している
③事業実施の翌年度から２年間販売状況について軽米町長に報告する
■受付期間　５月15日(水) ～６月28日(金)
■提出書類
　交付申請書、事業計画書・事業費積算書、事業に係る見積書
※様式は役場ホームページからダウンロードするか、下記担当までお問 
　い合わせください。
※後日審査会があります。事業代表者が事業の説明を行ってください。
■問い合わせ・申込先　〒028-6302　軽米町大字軽米10－85　
産業振興課・商工観光担当　☎４６－４７４６（担当：兼田）
　　　　　　　　　　　　　FAX ４６－２３３５
HPダウンロード手順→（軽米町役場ホームページ→事業者の方へ→軽
米町商品開発等促進事業補助金について）

町の特産品を使った商品開発を補助

　本調査は国の工業の実態を明らかにすることを目的とした
統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は
中小企業施策や地域振興等の基礎資料として利活用されます。
　調査時点は６月１日です。調査票への回答をお願いします。
■問い合わせ　総務課・企画担当　☎４６－２１１１

2019年工業統計調査を実施します

■期　間　５月30日(木) ～６月２日(日)
■会　場　町立図書館２階
＊子どもたちのかわいい作品から大人の力作まで、世界に
一つしかない絵本を展示します。すべて県内の方の作品で
す。どうぞ、お手にとってご覧ください。

巡回展示「手づくり絵本展」

工業統計キャラクター
コウちゃん

　外国人観光客の受入環境の充実を図るため、県内の観光事業者等が無
料公衆無線LAN、外国語表示、トイレのユニバーサルデザイン化など
を整備する経費に対して補助を行います。
　詳しくは岩手県庁ホームページ＞産業・雇用＞外国人観光客等受入促
進環境整備事業補助金＞平成31年度外国人観光客等受入促進環境整備
事業補助金まで
■問い合わせ　岩手県商工労働観光部観光課・国際観光担当
☎０１９－６２９－５５７３　FAX ０１９－６２３－２５１０
メール　AE0006@pref.iwate.jp

外国人の受入環境整備を補助

　元気に体を動かし、チャレンジデー 2019に参加
しましょう。健康福祉課事業の「転倒予防セミナー」
と同時開催です。
　申し込みは不要です。お誘い合わせのうえ、ご参
加ください。
■日　時　５月29日(水)　10:00 ～ 12:00
■会　場　農村環境改善センター
■内　容　雪谷川河川敷ウォーキング（３～４km）
　　　　　転倒予防体操、ゲーム　など
※歩くのが大変な方は、室内で軽い体操やゲームで体を動かします。
※天候などの理由で内容が変更になることがあります。
■持ち物　飲み物、タオル、上履き（室内で運動する方）、帽子（屋外　
　　　　で運動する方）、介護予防ノート（以前に参加して持っている方）
※介護予防ノートを持っている方は、事前に記入して参加ください。
※自宅に血圧計をお持ちの方は、事前に測定してから参加ください。
※個人または他の団体活動などでチャレンジデーに参加した方は、受講
　したこととしますので、後日お知らせください。
■問い合わせ　教育委員会事務局・生涯学習担当
　　　　　　　☎４６－４７４４　FAX ４６－３０５０

寿大学第２回講座を開催!!

野鳥観察会（バードウォッチング）
< 今年も青い鳥を探して >

　カシオペア連邦野鳥倶楽部は、野鳥観察会を開催します。
お気軽にご参加ください。
■集合日時　５月29日(水)　９:00 ～
■集合場所　軽米町防災センター（会議室）
■観察場所　雪谷川周辺など
町の中にもたくさんの種類の野鳥がいます。
今年は何種類の野鳥と会えるか楽しみませんか。
※当日は"日本野鳥の会"会員の方が案内します。
■問い合わせ
カシオペア連邦野鳥倶楽部(古舘)　☎４６－２３０１



お知らせ版342号②裏面

■就業場所　軽米町役場本庁舎内課室等
■職　種　　一般事務（１名）
■仕事内容　・パソコンを使用しての各種書類の作成
　　　　　　・電話の取り次ぎや来客者の対応など
■雇用期間　６月１日～ 11月30日まで（更新あり）
■必要資格等　普通自動車運転免許、パソコン操作
■賃　金　　日額5,870円～ 6,830円
※通勤距離２km以上の場合は通勤手当を支給
■加入保険　雇用保険・公務災害補償・健康保険・厚生年金
■就業時間　８:30 ～ 17:15（休憩60分）※土日祝日が休み
■面　接　　５月27日(月)の午後に役場で実施
■申込期限　５月23日(金)15時まで
■申込方法
・ハローワーク二戸に求職登録をし、紹介状の交付を受ける。
・市販の履歴書に写真を貼付し、紹介状とともに役場・総務課へ提出する。
■問い合わせ　総務課・総務担当　☎４６－４７３８

町の臨時職員を募集

チャレンジデーは、当日町内で運動した人の参加率を競う市町村対抗のイベントです。
体を動かせばどんなことでもOK。本格的なスポーツである必要はありません。ぜひ参
加いただき、参加報告をお願いします。

５月29日開催!! チャレンジデー 2019

■町内一斉「みんなでラジオ体操」を実施します

　朝６時30分に、屋外無線放送にて、全町一斉に「ラジオ体操」
を放送します。地域や、ご家庭で、気の合う仲間で、ラジオ体
操で気持ちのいい一日をスタートしましょう。
※屋外無線放送のみです。各家庭の端末での放送はありません。
※ラジオ体操の時間に合わせて、役場正面玄関前では、開会イ
　ベントを実施します。

■参加報告を忘れずに！

　運動を行ったら、必ず参加報告をお願いします。参加報告は以
下のとおりです。
①役場へ提出する
　全世帯に配布しているチラシ裏面の参加報告書に記入し提出し
てください。
　・軽米町役場　　　　　８:30 ～ 21:00
　・晴山・小軽米出張所　８:30 ～ 17:00
②電話・FAXで報告する
　受付時間　８:30 ～ 21:00
　☎４６－４７４４　FAX ４６－３０５０
③施設・店舗などに届ける
　下記施設・店舗などに設置する回収ボックスに届けてください。
○町民体育館　　○物産交流館　　○ミル・みるハウス
○晴高どんどん市場　　○たけさわストア　○ユニバース軽米店
○薬王堂軽米店　○図書館

■特産品争奪　ストラックアウト・わなげ大会

　対戦相手の北海道鷹栖町の特産品がもらえる
軽スポーツ大会を開催します。競技は子供でも
簡単にできるストラックアウトとわなげを実施
します。結果に応じて、さまざまな景品をご用
意しますので、ぜひチャレンジしてください。
　〇会場　軽米町民体育館　17:30 ～ 19:30

■その他主なイベント

≪軽スポーツ体験≫
　○ミル・みるハウス　10:00 ～ 14:00
　○物産交流館　　　　15:00 ～ 17:00
≪各種団体イベント≫
　○パークゴルフ大会、ゲートボール大会など
※雨天時は、予定が変更となる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

〇問い合わせ
チャレンジデー実行委員会事務局
（教育委員会事務局内）
☎４６－４７４４

　二戸市民文士劇は今年で６年目を迎えます。新
元号「令和」初の題材は、爾

に さ た い

薩体の伊
い か こ

加古を取り
上げます。蝦

え ぞ

夷東征三八年戦争の最後に登場する
伊加古。後世の政実や大作へと引き継がれるまつ
ろわぬ民の物語を力強く描きます。
　この公演に参加いただくスタッフ・キャスト・
サポーターを大募集！是非、ご参加下さい、お待ちしております！！
 ■開催日　11月9日(土)  　 開演　18:00 ～
 　　　　　11月10日(日) 　開演　13:00 ～
■申込方法　
希望職種(キャスト、スタッフ、サポーター )、氏名、職業、会社名、学校学年、
年齢、性別、連絡先、住所を明記しメールまたは電話でお申し込み下さい。
■一次募集締切　5月31日(金)
■問い合わせ・申込先　二戸市民文士劇事務局　☎３７－２１１６
 　　　　　　　　　　　メール　ninohecwt@gmail.com

二戸文士劇の参加者募集!!


