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①

公共下水道への接続と合併浄化槽の導入をご検討ください
町では生活環境の向上と河川環境の保全に向け、家庭等からの汚水を処理する公共下水排水設備と合併処理浄化槽の導入を進めています。

対象工事
・汲み取り式トイレから水洗トイレへの改造工事
・浄化槽を廃止し、下水道に接続する工事
・下水道に接続する生活雑排水の排水設備工事

対象者
・町が融資適格と認め、かつ金融機関が融資を認めた方
・供用開始後に改造工事を行う方（新築は非対象）
・町税やその他の受益者分担金の滞納がない方

融資額 ・一戸建て一般住宅⇒100万円以内
・アパートなどの共同住宅⇒1世帯につき60万円以内

償還期間 毎月元金均等月賦償還（60回以内）

連帯保証人

・生計を別にする方で、町税やその他の受益者分担金の
　滞納していない方、かつ保証金額以上の年収がある方

・町外に住所を有する方で、当該住所地で市町村税を滞
　納していない方、かつ保証金以上の年収がある方

　町は、公共下水道の接続工事は必要な費用負担の軽減を図
るため、融資額の利子分を助成する「利子補給制度」を設けて
います。

　町は合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助しています。合併
処理浄化槽は、下水道処理場と同程度の処理能力を持ちながら省
スペースで短期間での設置が可能です。

●公共下水道事業認可区域内の方 ●公共下水道事業認可区域外の方

※工事の際は、浄化槽工事業者の県知事登録した工事店までご相談ください。

用途 一般住宅

補助の対象
となる方

公共下水道の事業認可区域外の方で、町内に専用住宅な
どで合併処理浄化槽の設置を行う方

補助を
受けられない方

・補助申請の前に浄化槽を設置または工事に着手した方

・建築確認または浄化槽法に基づいた届出審査を受けず

　に浄化槽を設置した方

・申請した年度内に工事が完了しない方

・借家の方で、家主の承諾が無い方

・販売目的の住宅を建築する方

補助限度額
５人槽  ―  352,000円　　７人槽  ―  441,000円

10人槽(2世帯住宅)  ―  588,000円

受付予定期間 令和元年10月頃まで

※排水設備工事は排水設備責任技術者のいる指定工事店でなければ行うことができません。

■問い合わせ　地域整備課（水道事業所）　☎４６－４７４２

　介護施設で働きたい方、介護に関する資格取
得をお考えの方、求人・施設見学をご希望の方
からの相談をお受けします。
■日　時　６月11日(金)　10:30 ～ 11:30
■会　場　中央公民館
■問い合わせ　岩手県福祉人材センター (担当 城内)
☎０８０－１６５１－６２０３　メール k-jonai-shakyo@mopera.net

介護・福祉のしごと相談会

■内　容　新緑　七滝と魚止めの滝観察会 ※参加費1,500円
■日　時　６月８日(土)　９:00 ～ 15:00 ※要予約
■会　場　県民の森　森林ふれあい学習館フォレストアイ
※日帰りトレッキング装備でお越しください。(長靴が必要)

■問い合わせ　森林ふれあい学習館フォレストアイ　☎７８－２０９２

岩手県民の森  イベント情報

　県立二戸高等技術専門校では、離職者等を
対象に再就職へ向けた短期講習を実施します。
■対象者　
公共職業安定所に求職申込している方
■コース　福祉サービス科（定員14名）
■内　容
パソコン操作と訪問介護及び居宅介護の専門的な知識・技能の習得
■期　間　　７月25日(木) ～ 11月22日(金)
■時　間　　９:00 ～ 16:00（訓練内容により時間の変更あり）

■募集期間　６月10日(月) ～７月９日(火)
■実施会場　二戸地域職業訓練センター等（二戸市米沢字荒谷76-2）
■費　用　　受講料は無料（テキスト代等は自己負担）
■受講申込　公共職業安定所へ募集期間内に受講申込書を提出すること。
　　　　　　（受講申込書は公共職業安定所にあります）
■問い合わせ
二戸公共職業安定所（ハローワーク二戸）☎２５－４７８２
岩手県立二戸高等技術専門校　☎２３－２２２７　
　　　　
※詳細は二戸高等技術専門校で検索　→　　→　　→

離職者対象の「自分みがき」講座
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　町内のさつき・盆栽の愛好家でつくる「緑樹会」の
みなさんが、丹精こめて育てたさつきなどの展示と、
文化協会会員や町民講座受講生の書道や写真等の作品
展を開催します。
　お誘い合わせのうえ、お気軽にご来場ください。
■日　時　６月８日(土)　９:00 ～ 17:00
　　　　　６月９日(日)　９:00 ～ 16:00
■会　場　中央公民館　※入場無料
■問い合わせ　教育委員会事務局・生涯学習担当　☎４６－４７４４

「さつき・盆栽展」「町民作品展」を開催

　「さつき・盆栽展」の作品を参考に、実際にハサミの
入れ方などを実演しながら、剪定方法を学びます。
　お気軽にご参加ください。※参加料無料
■日　時　６月16日(日)　９：00 ～ 11：30
■会　場　中央公民館１階ホール
■講　師　佐川豊志氏（八戸市）
■問い合わせ　教育委員会事務局・生涯学習担当　☎４６－４７４４

町民講座「盆栽教室」の参加者を募集

　東京多摩交響楽団の皆さんがやってきます。オーケ
ストラの生演奏をお楽しみ下さい。
　「軽米童謡を歌う会」との共演もありますので、お
誘いあわせのうえご来場ください。
■日　時　６月21日(金)
　　　　　開場　18:00 ～　開演　18:30 ～ 20:00
■会　場　町民体育館　※入場無料
■問い合わせ　教育委員会事務局・生涯学習担当
　　　　　　　☎４６－４７４４　FAX ４６－３０５０

東京多摩交響楽団による演奏会

■日　時　６月７日(金)　総会　　18:00 ～
　　　　　　　　　　　　懇親会　19:00 ～
■会　場　総合会館  瀧村屋
※懇親会に一井享先生（平成３年度～平成９年度在籍）をお迎えします。

■申込期限　６月３日(月)  ※会費は4,000円（学生・20歳未満は無料）
■申込先　軽米高校内・同窓会事務局（担当 菊地）☎４６－２３２０
FAX ４６－３９２８　　メール  ptf2-yosihiro-kikuti@iwate-ed.jp

軽米高校同窓会総会・懇親会を開催

　障がいのある方やそのご家族からの相談を、地域生活
支援センター・カシオペアの派遣相談員がお受けします。
■日　時　６月20日(木)　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

地域福祉相談会を開催

■日　時　６月28日(金)　11:00 ～ 14:00　※受付は11:30まで
■会　場　二戸市総合福祉センター　※申込要
■内　容　義肢・装具等補装具等の購入などに係る判定
■主　催　岩手県福祉総合相談センター
■申込期限　６月17日(月)
■申込先　健康福祉課・福祉担当　☎４６－４７３６

義肢・装具等補装具の巡回相談

■受付期間　６月14日(金)まで
■１次試験　７月14日(日)　岩手大学会場
■受験資格　大学を卒業した方(卒業見込みの方)

■問い合わせ　二戸警察署軽米駐在所　☎４６－２００４

警察官の採用試験

　次世代に引き継ぐ緑豊かな郷土づくりを推進するため、
グリーンデーを開催します。お気軽にご来場ください。
■日　時　６月21日(金)　10:00 ～
■会　場　ハートフル・スポーツランド  パークゴルフ場
■内　容　つつじの苗木 40本の植樹
■問い合わせ　産業振興課・農林振興担当　☎４６－４７４０

第36回軽米町グリーンデー

　軽米町火葬場は、昭和51年の供用開始から40年以上が経過し老朽化
が進んでいました。ご遺族、会葬者の方々の待合室も狭く、ご不便をお
かけしているため、本年度に新築工事を行うことになりました。
　はじめに新しい火葬場の敷地の造成工事を行いますが、現在使用して
いる駐車場の一部も造成工事の対象となります。
　安全対策には十分注意して工事を進めていきますので、ご不便をおか
けしますがご協力をお願いします。
■問い合わせ　町民生活課　☎４６－４７３４
造成工事業者　(有)小笠原電気水道　☎４６－２６２７

火葬場新築工事が始まりました



Ｋ Ａ Ｒ Ｕ Ｍ Ａ Ｉ　 Ｔ Ｏ Ｗ Ｎ 　Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ 　Ｅ Ｄ Ｉ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ

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 343 号 ②

令和元年５月２９日発行

　交流人口・関係人口の増加を目
的に、標記イベントを８月３日
(土)に開催することとなりまし
た。イベント内容について企画、
運営を行うスタッフを募集します。
　下記のとおり第１回打ち合わせ
会を行います。一緒に斬新な企画
を考えて軽米町を盛り上げましょう。
■日　時　６月３日（月）13:30 ～ 14:30
■会　場　役場３階会議室
■内　容　イベント企画
■申　込　５月31日(金)までに下記
　　　　　担当までご連絡ください。
■問い合わせ　産業振興課・商工観光担当　
　　　　　　　☎４６－４７４６

■受講料　無料(資料代として１講座につき100円をいただきます)
■申　込　各講座開催日の５日前までに下記までご連絡ください。
■問い合わせ　岩手県男女共同参画センター　☎019-606-1761

　公開講座を開催しますので、ぜひご参加ください。

会　場 日付 時間 講座名

盛岡市アイーナ ７月12日(金)

10:50 ～ 11:50 岩手県の男女共同参画へのとりくみ

12:50 ～ 13:50 男女共同参画について知ろう(基礎)

14:00 ～ 15:00 男性からみる男女共同参画

西和賀町 ７月27日(金)

10:00 ～ 12:00 地域で活躍する先輩に学ぼう滝沢市 ８月３日(土)

葛巻町 ８月24日(土)

盛岡市アイーナ

９月22日(日)
10:00 ～ 12:00 多様な性(LGBT)について学ぼう(仮)

13:00 ～ 15:00 農山漁村の男女共同参画

10月12日(土)
10:00 ～ 12:00 意思決定の場における男女共同参画について

13:00 ～ 15:00 共に生きる～多様な家族のカタチ(仮)

11月17日(日)
午前 DV(ドメスティックバイオレンス)について知ろう！

13:00 ～ 15:00 いわての復興・防災に男女共同参画の視点を活かそう(仮)

ハイキューイベント(仮称)のスタッフ募集いわて男女共同参画サポーター養成講座
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