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①

鳥インフルエンザに注意
　渡り鳥が飛来する季節を迎え、高病原
性鳥インフルエンザが発生する危険性が
非常に高まっています。
　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。県内での発生を防ぐため、次
の衛生対策にご協力ください。
①毎日健康状態を入念に観察し、異状がみられた場合には、

最寄りの獣医師または家畜保健衛生所まで連絡すること。

②飼養者は、野鳥・野生動物の侵入を防ぐため、飼育施設の

破損部位を修繕し、防鳥ネットで覆うこと。餌箱は、常に飼

育施設内に置き、散乱した餌の清掃を行うこと。

③飼育施設の周囲は消石灰（1㎡あたり1kg）を散布するな

ど、消毒を行うこと。

④飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川の水を

用いないこと。

⑤家きんに触れる際には、手指をよく洗浄すること。飼育施

設に入る際は、外出時に着用した衣服や靴を着替えること。

■問い合わせ　
岩手県県北家畜保健衛生所　☎49-3006
産業振興課・農林振興担当　☎46-4740

■日　時　11月21日(木)　13:30(集合) ～ 16:30(解散)
■視察場所
〇ミレットパーク　展望施設

（来年度本格オープンする展望施設を見学）

〇軽米尊坊ソーラー（米田地区）

〇軽米西ソーラー、軽米東ソーラー（山内地区）

■募集人員　20人（先着順）

■申込期限　11月14日(木)
※マイクロバスを運行します。参加費は無料です。雨具、
防寒具等は各自で準備し、動きやすい服装、滑りにくい運
動靴等でご参加ください。
■問い合わせ・申込先
再生可能エネルギー推進室　☎46-2115

再生可能エネルギー町民視察研修

　町では、財政基盤である町税徴収・納税の公平性の確保
のため、収納率向上に向けた取り組みを進めています。
　その一環として、税金滞納により差し押えた財産の公売
を二戸地区合同で行います。
■開催日　　12月６日(金）
■会　場　　二戸市役所１階会議室
■入札時間　10:30 ～ 10:40(受付は10:00開始)
■当日必要なもの
　① 公売保証金（現金）

　② はんこ　個人の入札は認印、法人の入札は代表者印
　　　　　　 代理人入札は委任状と代理人の認印
　③ 身分を証明する書類（運転免許証、健康保険証など）

　④ 農地買受適格者証明書（農地購入時のみ）

　※地目が田、畑の不動産の買受を希望される方は、すみ
　やかに農業委員会で農地買受適格者証明書を取得の上、
　公売当日に持参してください。
■その他
・完納により公売が中止となる場合があります。
・公売会の詳細については、町ホームページ（11月上旬掲
載予定）をご覧になるか、下記までお問い合わせください。
■問い合わせ　
税務会計課・収納会計担当　☎46-4737

二戸地区合同公売会(不動産)

　購入を希望する方は、役場総務課または
晴山・小軽米各出張所にお申込み下さい。
令和２年１月22日（水）まで販売します。

（発行は岩手県統計協会）
■岩手県民手帳　700円
　・サ  イ  ズ　14×8.5㎝
　・表紙の色　キャメル
　・内　　容　日記欄、各市町村の行事、過去10年間の
　　　　　　　天気、年齢早見表、別冊「暮らしの便利帳」
■岩手県能率手帳　800円
　・サ  イ  ズ　14.4×9.5㎝
　・表紙の色　ブラック
　・内　　容　日記欄、巻末資料、別冊「アドレス帳」
■問い合わせ　総務課　☎46-21111

2020年版岩手県民手帳と
岩手県能率手帳を販売
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■日　時 11月６日(水)　
　　　　　　13:30 ～ 15:00
■会　場　　中央公民館
■学習テーマ　介護予防・認知症予防講座
　　　　　　　「介護予防のための脳トレ漫談」
■講　師　福々舎　福々亭ナミ子氏
※どなたでも参加できます。事前の申し込みは不要です。
■問い合わせ　
教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46－4744

寿大学　第９回講座

　“心を揺さぶる”朗読会を開催します。託児
も行いますので、お子様連れの方もごゆっく
り鑑賞いただけます。
■日　時　11月15日(金)  18：30開演（18時～開場）
■会　場　中央公民館
■協力金　大人８００円（高校生以下は無料）
■内　容　○第１部　児童による朗読劇
　　　　　○第２部　「母と暮せば」
　　　　　　　　　　山田洋次/著、井上麻矢/著
■朗読者　樹原ゆり 氏　高橋和久 氏
■問い合わせ・チケット取扱所
教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744
町立図書館　☎46-4333

第12回かるまい朗読会

寿

　町では令和２年度に、地域農業マス
タープラン（人・農地プラン）に位置づ
けられた取り組みを行うために必要な農
業用機械導入・施設整備などに係る経費
の一部を補助します。
　機械導入等を検討している団体等は、見積書を機械販売
店より取得のうえ、産業振興課窓口まで提出してください。
　事業利用には必ず、３年後の成果目標を設定し、目標達
成に向けた事業を行うとともに、申請に必要な書類の作成
等は団体自ら行ってください。対象品目によって、補助金
の申込要件が異なりますので、事前にご相談ください。
　なお、ＪＡの部会等に加入している方につきましては、
ＪＡ軽米地区担当課（☎46-2811）へご相談ください。
※県、町の予算によって、事業要件・内容の変更、ご要望にお応

　えできない場合もありますので、予めご了承ください。

■申請期間　10月28日(月) ～ 11月22日(金)　17時まで
■問い合わせ　産業振興課・農林振興担当　☎46-4740

いわて地域農業マスタープラン
実践支援事業補助金について

　図書館の保存期間が過ぎた雑誌を利用者の皆さ
んに無料で提供します。利用登録していない方
は、当日登録していただいても参加できます。
■日　時　10月30日(水)　９:30 ～ 15:00
　　　　　※なくなり次第終了となります。
■会　場　町立図書館
■雑誌名　オレンジページ、ＥＳＳＥ、すてきにハンドメ
　　　　　イド、趣味の園芸など
■提供冊数　一人５冊まで

雑誌リサイクル会

　11月５日(火)の午前10時頃、全国一斉の緊急地震速報
訓練が行われます。町の防災無線でも放送を行いますので、
実際の地震速報とお間違えのないようお願いします。
■問い合わせ　総務課・総務担当　☎46-4738

緊急地震速報の訓練

■日　時　11月９日(土)　９:30 ～
■会　場　ハートフル・スポーツランド
※第２駐車場にご集合ください。
※移植ベラをお持ちの方は持参してください。雨が予想さ
れる場合には、雨具などの準備もお願いします。
■問い合わせ　
教育委員会事務局　☎46-4744

芝桜植栽ボランティア参加者募集

　無料で、どなたでもご参加できます。
■日　時　11月１日(金)　13:15 ～ 14:00
■会　場　 軽米病院 １F　言語集団療法室（ふれあいセンター）

■内　容　 糖尿病と認知症についてのお話
■講　師　 岩手県立一戸病院　副院長　
　　　　　第２精神科長兼リハビリテーション科長　
　　　　　佐々木　由佳 先生
■問い合わせ　 軽米病院 内科外来　☎46-2411

軽米病院　糖尿病講演会
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■募集職種　一般事務(医療費給付事務)
■募集人員　１人
■必要資格　・普通自動車運転免許
　　　　　　・パソコン操作(ワード・エクセル)が可能
■雇用期間　採用した日～令和２年３月31日
■賃　　金　日額 6,150円～ 6,830円
■通勤手当　通勤距離が２㎞以上の場合支給
■加入保険　雇用保険、公災保険、健康保険、厚生年金
■就業時間　８:30 ～ 17:15
■申込期限　11月７日(木)16時まで　※試験日は11月11日

■申込方法　ハローワーク二戸で紹介状の交付を受け、履
歴書、紹介状、免許証の写しを町民生活課に提出する。
■問い合わせ　町民生活課　☎46-4734　

町の臨時職員を募集

　岩手県保健医協会歯科部会では、毎
年11月８日に「イイ歯デーテレホン相
談」を実施しています。
　今年も相談を実施して、県民の皆さ
んからの歯科に関する悩みの解消をお
手伝いします。
■日　時　11月８日(金)　10:00 ～ 19:00
※受付時間に相談をいったん受け付けた後、19時以降に
　折り返し、回答の電話をします。
■受付内容　歯あるいは口に関する悩みについて何でも
■相談料　無料
■電話番号
　岩手県保険医協会歯科部会　☎019-651-7341

イイ歯デーテレホン相談
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