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２月14日(金)から３月16日(月)までの日程で申告相談を行

います。申告用のバスを運行しますのでご利用ください。

問い合わせ　税務会計課・課税担当　☎46-4737
申告会場までバスを運行します

２月18日(火)
小玉川地区　⇔　小軽米出張所

停留所
(大野軽米線バス停)

発着時刻

 旧小玉川小中学校 ８:45
 小玉川口 ８:50
 大　平 ８:55
 井戸渕 ９:00
 八木沢口 ９:05
 小軽米出張所　 ９:10

停留所
(大野軽米線バス停)

発着時刻

 小軽米出張所 11:20
 八木沢口 11:25
 井戸渕 11:30
 大　平 11:35
 小玉川口 11:40
 旧小玉川小中学校 11:45

【 行　 き 】 【 帰　 り 】
停留所
(町民バス停)

発着時刻

 狄　塚 ８:45
 駒　板 ８:47
 新井田 ８:49
 上新井田 ８:51
 和当地 ８:53
 平　口 ８:55
 山内地区交流センター前 ８:57
 谷地渡 ８:59
 大久保 ９:01
 貝　喰 ９:03
 晴山出張所 ９:10

停留所
(町民バス停)

発着時刻

 晴山出張所 11:20
 貝　喰 11:27
 大久保 11:29
 谷地渡 11:31
 山内地区交流センター前 11:33
 平　口 11:35
 和当地 11:37
 上新井田 11:39
 新井田 11:41
 駒　板 11:43
 狄　塚 11:45

【 行 　き 】 【 帰　 り 】

２月21日(金)
山内地区　⇔　晴山出張所

停留所
(コミュニティバス停) 発着時刻

 民田山 ８:45
 中　村 ８:47
 薊　内 ８:49
 旧米田小学校前 ８:51
 牛ヶ沢 ８:53
 横　羽 ８:55
 米　田 ８:57
 大久保口 ８:59
 蜂ヶ塚 ９:01
 軽米町役場 ９:15

停留所
(コミュニティバス停) 発着時刻

 軽米町役場 11:20
 蜂ヶ塚 11:34
 大久保口 11:36
 米　田 11:38
 横　羽 11:40
 牛ヶ沢 11:42
 旧米田小学校前 11:44
 薊　内 11:46
 中　村 11:48
 民田山 11:50

【 行　 き 】 【 帰 　り 】

３月９日(月)
米田地区　⇔　農村環境改善センター

申告をしなくてもよい人

次の①～③に該当する人は、申告する必要がありません。

①所得税の確定申告を済ませた人

②給与所得だけで年末調整が済んでおり、勤務先から町

　に「給与支払報告書」が提出されている人

③公的年金等の所得だけで、控除がない人

　２月19日(水)の午前11時頃、全国瞬時警報システム(Ｊ

アラート)の全国一斉伝達訓練に伴い、町の防災行政無線

でもＪアラートのテスト放送を行います。

　訓練の際には、テストであることもお知らせしますが、

実際の緊急放送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

Ｊアラートの訓練放送

　500円お買い上げごとに参加できる福引抽選会やステー

ジイベントがあります。

■日　時　2月29日(土)、3月1日(日）10:00～18:00

■会　場　八戸ショッピングセンターラピア

■内　容　特産品販売、福引抽選会、山内神楽保存会によ

　　　　　る神楽の演舞、古屋敷裕大ミニライブ

■問い合わせ　産業振興課・商工観光担当　☎46-4746

観光と物産キャンペーンを開催
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■日　程　

①４月20日(月)～23日(木)　　※送迎バスあり

②８月29日(土)、９月12日(土)、10月10日(土)、

　11月28日(土)　※②は送迎バスなし

※上記以外も平日であれば受診可能（送迎なし）

■会　場　ＪＡ岩手県厚生連 人間ドックセンター

　　　　　（盛岡市永井14－42）

■基本料金　男性　42,900円　女性43,450円(税込) 

※70項目以上の検査で健康チェック大きな力を発揮します。

■町の補助金（令和元年度実績）

対象者①　令和２年度内に35,40,45,50,55,60,65,70歳

　　　　　に到達する方に１万円（一人当たり）

対象者②　令和２年度内に軽米町指定の50歳人間ドック

　　　　　の対象となる方に上記基本料金額分

■ＪＡの助成金（令和元年度実績）

ＪＡ組合員・組合員家族とＪＡ長期共済契約者に2,900円

（一人当たり）

■申込締切　３月10日(火)

■問い合わせ　ＪＡ新いわて 軽米地区担当課 ☎46-2811

健康管理にご活用ください

一日人間ドックの受診者を募集します

検査内容 料　金

脳ＭＲＩ・ＭＲＡ検査 39,600円

心臓血管超音波検査 15,400円

ホルター心電図検査 11,000円

胸部ＣＴ検査　※１ 11,000円

内臓脂肪ＣＴ検査　※１ 4,400円

膀胱超音波検査 2,200円

ヘリコバクターピロリ抗体検査 1,100円

甲状腺機能検査 3,300円

腫瘍マーカー検査(男性) 4,510円

腫瘍マーカー検査(女性) 6,380円

子宮頸がん検査(女性) 4,950円

ＨＰＶ(子宮頸がん因子)検査　※２ 3,667円

乳房超音波検査(40歳以上女性) 3,960円

◎オプション検査および料金（基本料金に加算）

※１は、(公財)岩手県予防医学協会の車の移動による受診になります。
※２は、子宮頸がん検査を受診する方のみ受診できます。

　２週間以内に海外渡航歴のある方で、体調で心配なこと

がある方は、病院受診を行う前に必ず、二戸保健所（☎

23-9206）に電話をし、受診の仕方などを確認してくだ

さい。また、そのような方と接触し、心配な方は二戸保健

所に相談してください。

　皆さんのご協力をお願いします。

※コロナウイルスに関する最新情報は、厚生労働省のホー

　ムページで随時更新されています。

■予防法

コロナウイルスの予防法は、日ごろの風邪やインフルエン

ザ対策と同じです。

■問い合わせ　二戸保健所　☎23-9206

　または健康福祉課・健康づくり担当　☎46-4111

新型コロナウイルス肺炎について

■募集職種　用務員

■勤務場所　町内小中学校

■必要資格　なし（年齢・性別不問）

■初任給　 　133,400円～145,000円

■勤務時間　７:30～16:15（休憩60分）

■加入保険　健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

■試験日程　３月８日(土)　９:30～町学校給食センター

■試験内容　筆記試験(教養・専門・作文など)、面接試験

■申込方法　ハローワーク二戸で紹介状の交付を受け、履

　　　　　　歴書とともに担当に提出する。

■申込期限　３月７日(金)　16:30まで

■担当者(問い合わせ)　

(一社)軽米教育施設運営会(滝沢・杉浦)　☎46-2057

小中学校の用務員を募集
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　岩手県司法書士会は、女性司法書士による女性のための

相談会を行います。

■日　時　３月１ 日(日)　10:00 ～ 16:00

■会　場　岩手県司法書士会館

※当日は電話による無料相談を実施します。

■電話番号　①0120-823-815　　②019-623-3355

女性のための司法書士相談会

　町道下晴山貝喰線の駒木向橋から竹谷袋間でのり面から

土砂が崩落する恐れがあることから当面の間、その区間を

全面通行止めにいたします。

　この通行止めに伴い、火曜日と木曜日に運行している町

民バス平口貝喰線が迂回運行することとなり、一部運行時

刻が変更となります。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

■運行時刻

町民バス平口貝喰線が迂回運行

変更前
平口 ８:30

竹谷袋 ８:45

早渡 ８:49

外川目 ８:56

軽米病院 ９:04

村上医院 ９:06

変更後
平口 変更なし

竹谷袋 ９:00

早渡 ９:04

外川目 ９:11

軽米病院 ９:19

村上医院 ９:21

変更前
老人福祉センター 13:00
竹谷袋 13:37
駒木橋 13:43
貝喰 13:47
大久保 13:48
谷地渡 13:50
旧山内小 13:51
平口 13:52

変更後
老人福祉センター 12:50
竹谷袋 13:27
駒木橋 13:48
貝喰 13:52
大久保 13:53
谷地渡 13:55
旧山内小 13:56
平口 13:57

※迂回運行のため竹谷袋以降は15分遅れとなります。

※出発時間が12時50分に変更となり、竹谷袋までは10分ずつ早まり
　ます。駒木橋以降は５分遅れとなります。

⇒

⇒

〇行き

〇帰り

　町の公用車４台を、条件付一般競争入札で売却します。

■入札日程　２月25日(火)　９:30～　役場３階会議室

■申込方法　入札に参加するには、車両確認と入札申し込

みが必要です。仕様の提示・用紙の交付等は、役場総務課

で行ってください。

■売払車両の仕様・契約条項を示す日時

２月17日(月)～２月20日(木)　９:00～16:00

■申込用紙の交付期間　２月17日(月)～２月20日(木)

※様式は、役場ホームページでも取得できます。

■書類の提出期限　２月21日(金)　16:00必着

■入札車両の公開　２月18日(火)・２月19日(水)

※車両をご覧になりたい方は、総務課にご連絡ください。

■売却方法

　町で予定した金額以上で最高価格の入札者を落札者とし

ます。落札価格の入札をした者が２人以上いる場合は、当

該入札者にくじを引いていただき落札者を決定します。

■申込先　総務課・企画担当　☎46-4738

町の公用車を売却します

車両
日産　シビリアン
29人乗マイクロバス

三菱　ローザ
29人乗マイクロバス

年式 平成15年 平成19年

登録番号 岩手200さ621 岩手200さ1136

走行距離 397,095km 376,841km

車検 平成31年２月満了

備考 町民バスとして使用　

最低売却価格 50,000円

車両
三菱　ローザ

29人乗マイクロバス
三菱　キャンター
２t貨物ロングボディ

年式 平成15年 平成13年

登録番号 岩手200さ735 岩手100さ4893

走行距離 397,095km 376,841km

車検 平成30年11月満了 平成31年３月満了

備考 町民バスとして使用 給食車として使用

最低売却価格 50,000円
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　学校の授業終了後、安全な生活や遊びの指導、遊びの提

供の場として児童クラブを設置しています。

　令和２年度の入所児童を募集しますので、希望される方

はお申し込みください。

■設置場所　

町農村勤労福祉センター（町民体育館となり）

■開設時間　平　日　　　放課後～ 18:30まで

　　　　　　学校休業日　７:30 ～ 18:30まで

■保育料　１人月額5,000円（軽減制度あり）

　　　　　（他におやつ代等で月額2,000円程度徴収）

■休所日　日曜日、祝祭日、年末年始

■対象児童

町内の小学校１年生から６年生で、日中に保護者の方が不

在になる児童

■申込方法　

健康福祉課または軽米児童クラブに印鑑をご持参のうえ申

し込みください。申込締切は３月10日(火)までです。

■送迎サービス

　小軽米、晴山小学校の児童で、児童クラブの利用を希望

する場合、平日の放課後は各小学校から軽米児童クラブま

で送迎を行います。

　平日の帰宅時と学校休業日の朝夕の送迎は、保護者の皆

さんでお願いします。

■問い合わせ　

健康福祉課・福祉担当　☎46-4736

児童クラブ入所児童を募集

　どなたでも参加できます。読み聞かせ公演のみの観覧も

できます。

■日　時　２月22日(土)　９:30開会

■会　場　中央公民館

■内　容　

①読み聞かせ公演

　講師　読書ボランティア「花ぐるま」(二戸市)

②子ども司書認定証授与式

③読書に関する作品コンクール表彰式

■問い合わせ　

教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744

軽米町読書のつどいを開催

　総務省では、「統計の日（10月18日）」を広く知っても

らうため、標語を募集しています。

　入選した場合、本人等に確認の上、総務省のホームペー

ジや広報誌等で、作品や氏名等を発表します。

■募集期間　２月３日(月) ～３月31日(火)

■応募方法

①部門　②お住まいの都道府県　③氏名（ふりがな）

④所属・学校名・学年（一般の方は不要）　⑤電話番号　

⑥標語（１人５作品まで）を明記し応募してください。

■応募先・問い合わせ

〇学生、一般の部

〒162-8668　東京都新宿区若松町19-1

総務省政策統括官付統計企画管理官室普及指導担当　宛

メール：toukeinohi@soumu.go.jp

FAX：03-5273-1181

○統計調査員の部

総務課・企画担当　☎46-2111　FAX：46-2335
※統計調査員の方は直接役場に持参していただくことも可能です。

統計に関する標語を募集

　町は、子育て環境のさらなる向上に向け「第２期　軽米

町子ども・子育て支援事業計画（案）」を策定しました。

　町民の皆さんから、この計画（案）に対するご意見を募

集（パブリックコメント）しています。

■募集期間　３月４日(水)　16:00まで

■提出方法

「パブリックコメント提出用紙」に氏名・住所を記載し、

意見の提出場所に提出ください。

※提出用紙、計画（案）は、ホームページまたは各提出場

所に用意してあります。

■提出場所　提出方法によって下記の通り異なります

〇提出用紙　軽米町役場（町民ホール）、晴山出張所、

　　　　　　小軽米出張所に設置してある回収箱

〇メール　　kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp

〇ＦＡＸ　　0195-48-1061

■問い合わせ　

健康福祉課・福祉担当　☎46-4736

子ども・子育て支援事業計画の

パブリックコメントを募集


