
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 357 号

令和元年12月18日発行

①

　新年を迎えての目標や決意を自由に書き上げてみません

か。町文化協会書道クラブの会員が丁寧に指導します。

　参加費無料で事前の申し込みは不要です。

■日　時　令和２年１月８日(水)　10:00～12:00

■会　場　中央公民館　１階ホール

■持ち物　書道道具

■問い合わせ　

教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744

新春書き初め会

■日　程　１月16日、２月６日、２月20日、３月５日、

　　　　　３月19日　※いずれも木曜日

■時　間　14:00～16:00（時間内は自由に出入り可能）

■会　場　町立図書館２階

■参加費　大人（１ケ月毎）５００円

　　　　　小学生・中学生・高校生　無料

■持ち物　書道道具

■講　師　書道クラブ（軽米町文化協会）

■申込受付　随時（当日参加もできます）

■問い合わせ　

　教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744

書道教室　参加者募集

令和２年度採用の町職員を募集します
■試験内容

　○１次試験　１月26日(日)　10:00～16:00

　　　　　　　筆記試験（教養・専門・作文など）　

　○２次試験　面接試験（２月下旬以降）

■申込方法・受付期間

　申込用紙等を総務課で受け取り所定の手続きにより申

し込みください。

　関係書類は郵送でお送りすることもできます。下記メ

ールアドレスへ、表題を「職員採用試験　受験申込書　

請求」、本文に「郵便番号、住所、氏名、電話番号、受

験を希望する職種」を入力し送信してください。

　→　soumu@town.karumai.iwate.jp

※メールでの請求は令和２年１月７日(火)まで

■申込期限　令和2年１月14日(火)17:15必着

■問い合わせ

〒028-6302　岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85

軽米町役場総務課・総務担当　☎46-4738（内線211）

採用職種 採用人員 受験資格

一般事務 ３名程度
昭和60年４月２日から
平成14年４月１日までに生まれた方

土木技師 若干名

昭和60年４月２日から平成14年４月１
日までに生まれた方で、土木の専門課
程を修了または令和元年度中に修了見
込みの方

保育士
（幼稚園教諭） 若干名

昭和60年４月２日から平成14年４月１
日までに生まれ、保育士の資格及び幼
稚園教諭二種免許の両方を有する方ま
たは令和元年度中に実施される試験で
取得見込みの方

■採用職種・採用人員
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　町では、新規求職者等の雇用の場の確保や地域活性化を

促すため、事業主に対して奨励金を交付します。

■交付対象事業主

・新規求職者を常用雇用者として１年以上継続雇用中

・町内に事業場があり、雇用保険法の適用を受けている

■交付対象者

・町内に住所を有する40歳以下の人(就労ビザによる外国人労働者は除く）

・１年以上の雇用が見込まれ、１週間の所定労働時間が30

　時間以上の労働者として雇用された人

※本年度の交付対象者は、平成30年３月２日から平成31

　年３月１日までに雇用された１年目の新規求職者と、平

　成30年度に１年目、２年目の奨励金を交付された方。

■交付対象期間

　雇入れを開始した翌月の初日を起算日として３年間

■奨励金額

　交付対象者１人あたり３年間で102万円

　※事業者に対する交付額は年度ごとに600万円限度

■申請方法

　申請書を再生可能エネルギー推進室または町ホームペー

　ジから入手し、必要事項を記入して提出してください。

■申請期限　令和２年１月31日(金)

■申請に係る相談会

　○日　時　１月23日(木)　9:00 ～ 11:00、13:30 ～ 18:00

　○場　所　役場２階会議室

■問い合わせ　再生可能エネルギー推進室　☎46-2115

新規求職者の雇用を支援

　イルミネーション点灯期間中、インスタグラムでフォト

コンテストを開催しています。

■募集期間　令和２年１月10日(金)まで

■応募方法　

　①インスタグラムで、「軽米町観光協会公式アカウント」

　　をフォローする。

　②ハッシュタグ「＃かるまイルミ2019」を付けて投稿。

■結果発表　令和２年２月上旬

■商　品　　

　◎グランプリ（１名）	 かるまい共通商品券３万円分

　◎準グランプリ（１名）	かるまい共通商品券２万円分

　◎入　選（３名）	 	 かるまい共通商品券3,000円分

　◎いい作品で賞（若干名）	軽米町ポストカードセット

　※詳しくは軽米町観光協会ホームページをご覧ください。

　　→www.karumai-kanko.jp

■問い合わせ　産業振興課・商工観光担当　☎46-4746

かるまい冬灯りフォトコンテスト

■日　時　　１月１日(水)　11:00スタート
　　　　　　受付　10:00 ～ 10:40　表彰　11:30 ～

■受付場所　物産交流館前　※当日受付で予約不要。
■コース　　軽米町元旦マラソン特設コース
　　　　　　（物産交流館～蓮台野）１キロ周回コース

■募集対象　年齢を問わずどなたでも参加できます。
■参加費　　一　般・・・・・・1,000円
　　　　　　小・中・高校生・・	500円

　　　　　　幼　児・・・・・・無料　

■表　彰　全員に完走証、記念品を授与。
　※悪天候の場合は中止します。開催の有無についてのお

　　問い合わせには対応できませんので、あらかじめご了

　　承ください。

元旦マラソン参加者募集

　町消防団による出初め式が、１月３日(金)の午前９時

30分から正午まで実施されます。町中心部を分列行進し

ますので、車の迂回などのご協力をお願いします。

■問い合わせ　総務課・総務担当　☎46-4738

消防団の出初式は１月３日

■閉庁期間　12月28日(土)～１月５日(日)

　戸籍関係の届け出については期間中も、役場１階の宿直

室で受け付けます。上記の期間中ゴミの収集は、燃えるゴ

ミのみ12月30日、31日、１月３日に収集します。

役場　年末年始の閉庁について
■バスの運休　12月29日(日)～１月３日(金)

　期間中、「町民バス」「コミュニティバス」が運休とな

ります。岩手県北バス(大野・軽米線)は、上記期間中、土

日の時刻表に合わせた運行となります。

■問い合わせ　総務課・企画担当　☎46-2111
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②

令和２年度　各種検診の申し込み方法が変更に
　町では、各種健診実施にあたり、例年この時期に行っていた健診の申し込み希望調査を行わないこととなりました。各健
診対象年齢の方には、実施時期に問診票及び検査キットをお送りする予定です。※一部申し込みが必要な健診があります。

健診名 実施予定時期 対象年齢 検査項目

特定健診 6 ～７月＋11月 40～ 74歳

問診、計測、尿検査、
採血、心電図検査　等

若年健診 6 ～７月＋11月 19～ 39歳

後期高齢者健診 6 ～７月＋11月 75歳以上

肺がん検診 6 ～７月＋11月 40歳以上 胸部レントゲン撮影

胃がん検診 4月上旬＋11月 40歳以上 胃バリウム透視検査

大腸がん検診 6 ～７月＋11月 40歳以上 便潜血検査

肝・胆・腎超音波 4月上旬＋11月 ※希望者 腹部超音波検査　※要申込

乳がん検診（女性） 5 ～ 6月
1方向：50歳以上隔年
２方向：40歳以上隔年

マンモグラフィー検査

子宮頸がん検診（女性） 5 ～ 6月 20歳以上隔年 細胞診

※乳がん、子宮頸がん検診の対象年齢については、国の指針により隔年と記載していますが、希望すれば受診できま
　す。希望する方は、検診実施時期になりましたらご連絡ください。
※実施時期については変更となる場合もございます、ご了承ください。

■問い合わせ　健康福祉課・健康づくり担当　☎46-4111

　町では、75歳以上の高齢者の方が運転免許証を自主返

納した際に「かるまい共通商品券」を助成しています。

　申請の際の書類が変更になり「申請による運転免許の取

消通知書の写し」のみになりましたので、申請の際に提出

してください。

■問い合わせ　町民生活課・町民生活担当　☎46-4734

高齢者の自主返納を助成中

　雪捨て場所として以下の場所をご利用ください。多くの

方が利用できるよう、奥の方から排雪してください。

　〇軽米地区―工業団地

　〇晴山地区―旧観音林小学校グラウンド

　〇小軽米地区―旧小軽米中学校グラウンド

■問い合わせ　総務課・企画担当　☎46-2111

雪捨て場所のお知らせ


