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バス路線「軽米～伊保内線」が
平日のみの運行に

365 号 ①
軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

町の特産品を活用した
商品開発に補助金

町中心部と九戸村を結ぶバス路線「軽米～伊保内線(岩

町内の特産品・農林畜産物を活用し、地域産業への貢献

手県北バス委託事業)」が５月１日から、土日・祝日の運

が期待される新商品の開発、既存商品の改良、販路開拓な

行を廃止し、平日のみの運行となります。バスの運転手不

どの取り組みに対し補助金を交付します。

足などにより現在の運行を維持することが困難となってい

■交付対象者

たためです。市日（毎月２のつく日）と、町行事（夏祭り・

町内に住所、本拠地を有した個人事業者（事業者を志向す

秋まつり・食フェスタなど）開催日は運行します。

る個人を含む）、法人、会社、その他町長が認める団体

■問い合わせ

総務課・企画担当

☎46-2111

■交付対象事業
次のいずれかに該当する取り組みであること。
※重複して申請することはできません。
事業名

高齢者教室「寿大学」が延期

事業内容

商品開発

例年５月上旬から開催しておりました「寿大学」は、新
型コロナウイルス感染症の対策により、受講者の安全を最

ブラッシュアップ

交付額

・地域資源を活用した商品開発(必須)

20万円以内

・当該商品の販路開拓に係る取組み

(補助率２/ ３以内)

・既存商品のブラッシュアップ(必須)

20万円以内

・当該商品の販路開拓に係る取組み

(補助率２/ ３以内)

優先に考え、当面の間、開催を見合わせることとしました。
安全に開催できるようになり次第、改めて周知します。
ご理解いただきますようお願いします。
■問い合わせ
教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

販路開拓

■応募締切

・上記を伴わない販路開拓に係る取組 10万円以内
み(商談会への参加、販促物の作成等) (補助率２/ ３以内)

６月26日(金)まで

■提出書類
①交付申請書（軽米町商品開発等促進事業補助金交付要綱

様式第１号）

②事業計画書・事業費積算書（軽米町商品開発等促進事業補助金交付要綱

ゆったり介護の会 年間日程

様式第２号）

③事業に係る見積書
※事業代表者（代理も可）は審査会で事業の説明を行っていただきます。

※様式、要綱、その他ご不明点は、ホームページをご覧ください。

介護者のつどい「ゆったり介護の会」を下記のとおり開
催いたします。どなたでもお気軽にご参加ください♪
■日

時

毎月第３水曜日

13:30 ～ 15:30

「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」

■書類の提出先・問い合わせ

６月17日、７月15日、8月19日、10月21日、11月18日、12月16日、

〒028-6302

１月20日、２月17日、３月17日

軽米町役場

産業振興課・商工観光担当

※新型コロナウイルス感染症対策のため、中止となる場合があります。

☎46-4746

FAX 46-2335

■会

場

中央公民館 講座室

■問い合わせ

ゆったり介護の会

☎46-3560（代表 竹澤)

健康福祉課・福祉担当

☎46-4736

軽米町大字軽米10-85

お知らせ版365号①裏面

令和２年度 やまなみ号の運行日程
〇晴山方面

〇笹渡方面

巡回場所

巡回時間

晴山出張所

９:30 ～９:50

晴山保育園
太陽の里

巡回場所

巡回時間

巡回日

９:30 ～９:50

５月14日(木)
７月９日(木)

５月13日(水)

地域活動支援センターふれあい

10:00 ～ 10:40

６月10日(水)

笹渡保育園

10:00 ～ 10:25

12:20 ～ 12:40

７月８日(水)

☆デイサービスせせらぎ

10:40 ～ 11:00

９月10日(木)

☆健康ふれあいセンター

13:20 ～ 13:30

11月19日(木)

☆グループホーム花の里かるまい

13:40 ～ 14:00

12月17日(木)

☆いちい荘

14:10 ～ 14:30

３月４日(木)

晴山小学校

13:10 ～ 13:30

太陽荘

13:40 ～ 14:00

くつろぎの家

14:10 ～ 14:30

読書グループ平様宅

14:40 ～ 15:10

第７分団１部屯所

15:20 ～ 15:40

※奇数月のみ巡回

巡回日

９月９日(水)
10月７日(水)
11月18日(水)
12月16日(水)
１月20日(水)
３月３日(水)

６月11日(木)

10月８日(木)

１月21日(木)

※☆のついている場所は奇数月のみ巡回

利用案内

〇小軽米方面
巡回場所

巡回時間

巡回日

小軽米小学校

10:15 ～ 10:40

５月15日(金)

小軽米保育園

10:50 ～ 11:10

花の里かるまい

11:30 ～ 11:50

軽米幼稚園

13:15 ～ 13:35

就労継続支援Ｂ型事業所こぶし

13:40 ～ 14:00

ピヨピヨ広場(青少年ホーム)

14:10 ～ 14:30

軽米保育園

14:50 ～ 15:10

■貸出冊数

個人=1人10冊まで

■貸出期間

次の巡回まで

団体= １団体50冊

６月12日(金)

※利用したい図書がある場合は、
前日までにご連絡ください。

７月10日(金)

■問い合わせ

９月11日(金)

町立図書館

☎46-4333

FAX 46-4439

10月９日(金)
11月20日(金)
12月18日(金)
１月22日(金)
３月５日(金)

まき

薪ストーブ等の購入に補助金
２万円以上の薪ストーブ、ペレットストーブ等を購入し

森林の伐採、開発には手続きが必要
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。
〇保安林以外の森林での伐採
☎46-4740

→産業振興課・農林振興担当

設置する際に、予算の範囲内で補助金を交付します。
※ストーブ等を購入設置する前に申請を行ってください。
補助は申請書を審査し決定します。

■補助率

費用の２分の１以内（限度額10万円）

■対象期間
■問い合わせ

令和３年３月31日まで
産業振興課・農林振興担当

☎46-4740

〇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

☎26-8023

チューリップ園などを閉鎖します
新型コロナウイルス感染症対策として「森と水とチュー

町民バス、コミュニティバスの時刻表を再送
先日、各世帯に配付した町民バス、コミュニティバスの
時刻表に誤りがありました。訂正した時刻表を今回の区長
文書で配布しております。お手数をおかけしますが、今回
配布した時刻表をご活用ください。

リップフェスティバル2020」を中止いたします。
また、当面の間、「雪谷川ダムフォリストパーク・軽米」
と「ミレットパーク」を閉鎖しますので、敷地内への立ち
入りをご遠慮くださるようお願いします。
■問い合わせ

産業振興課・商工観光担当

☎46-4746
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緑の募金にご協力を
町は、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。

令和２年４月22日発行

365 号 ②
軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

町の婦人検診を中止します
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、５月に実施
予定であった婦人検診のすべての集団検診を中止とさせて

皆さんから寄せられた「緑の募金」は、各行政区から要

いただきます。医療機関で実施する個別検診について検討

望のあった苗木の購入などの緑化・普及活動に活用されて

中であり、現在調整中です。日程が決まり次第、随時ご連

います。皆さんの温かいご協力をお願いいたします。

絡させていただきます。

※本年度のグリーンデーは新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、
中止します。

■緑の募金期間
■募金目標
■問い合わせ

すようお願いします。

５月31日(日)まで

１世帯あたり

■問い合わせ

100円

産業振興課・農林振興担当

皆さまには大変ご不便をおかけしますが、ご理解賜りま

☎46-4740

健康福祉課・健康づくり担当

☎46-4111

外出自粛でも、家で手軽な運動を
新型コロナウイルス感染拡大により、今後長期にわたり
外出の自粛が続くことが予想されます。そのため運動不足
により足腰が衰え、屋内での転倒・骨折の危険性が高まる
ことが危惧されます。
全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(SLOC)ではこれらの
危険を回避するため、家庭で簡単にできるロコモ予防体操
をユーチューブで公開しています。右のQRコードより簡
単にユーチューブにアクセスできます。
■問い合わせ

健康福祉課・健康づくり担当 ☎46-4111

高速バス特急八盛号が一部運休

狂犬病予防注射を延期します

新型コロナウイルスの影響拡大による移動需要の減少に伴

例年５月中旬に行っていた春の巡回狂犬病予防注射（登録

い、八戸～盛岡間の「高速バス特急八盛号」が４月22日か

等の手続きを含む）ですが、全国的に新型コロナウイルス感

ら当面の間一部運休となります。

染症が広がっていることから、感染のリスクを避けるため、

■運休便

延期します。新たな巡回の時期は、今後の感染状況を見極め

盛岡行

八戸ラピア

10:00発（軽米インター 10:45）

八戸行

盛岡バスセンター

■問い合わせ 岩手県北バス

15:40発（軽米インター 17:43）
☎019-641-1212

たうえで、広報かるまいお知らせ版などでお知らせしますの
でしばらくお待ちください。
■問い合わせ 町民生活課・町民生活担当

☎46-4734

