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広報かるまい お知らせ版

　役場を来庁する際や各施設を利用される際、風邪や
発熱などの症状のある場合は、来庁や施設の利用を控
えてくださるようお願いします。お急ぎのご用件の場
合は、電話でご相談ください。
　また、役場庁舎などには、出入口に非接触型の体温
計を設置していますので、検温にご協力いただき、発
熱が検知された場合は、来庁をお控えください。
■問い合わせ　
　総務課・総務担当　☎46-4738

役場庁舎等への来庁時のお願い

　令和３年度から10年間のまちづくり指針となる「軽
米町総合発展計画」の策定にあたり、町民の皆さんか
らの意見を募集します。
■意見募集期間(予定)　１月15日(金) ～２月４日(木)
■計画(案)の公開場所
　・町役場（２階総務課、１階町民ホール）
　・小軽米出張所　・晴山出張所　　・町立図書館
　・健康ふれあいセンター　　・町民体育館
　・物産交流館　　・ミル・みるハウス　
　・小軽米郵便局　・円子郵便局　
　・山内地区交流センター　　・社会福祉協議会
　※各施設の開館時間内に閲覧できます。

　・町ホームページ
■提出方法
　住所、氏名、電話番号、意見を記入のうえ、次のい
　ずれかの方法で提出してください。
　①郵送　〒028-6302　軽米町大字軽米10-85　
　　　　　軽米町総務課企画担当宛
　②ＦＡＸ　0195-46-2335
　③メール　soumu@town.karumai.iwate.jp
※提出いただいた意見などについては、個人情報に関
　する事項を除いたうえで、意見の概要と意見に対す
　る町の考え方をホームページなどで公表します。
※上記の公開場所に行くことができない方や、ホーム
　ページを見ることができない方はご連絡ください。
■問い合わせ　総務課・企画担当　☎46-2111

総合発展計画に係る
パブリックコメントの実施について

　みちのく銀行軽米支店の店舗統合に伴い、２月６日
をもって介護保険料の窓口納付ができなくなりますの
でご注意ください。なお、口座振替（引き落とし口座）
は継続されますので、ご利用ください。
■問い合わせ　二戸地区広域行政事務組合
　　　　　　　☎23-7772

介護保険料の納付場所が一部変更

　岩手県特定（産業別）最低賃金が、令和２年12月
31日に改正されました。
■鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業
　→852円
■光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
　→829円
■電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
　情報通信機械器具製造業　→820円
■自動車小売業　→863円
■百貨店、総合スーパー　→800円（据置き）
■問い合わせ
　岩手労働局労働基準部賃金室　☎019-604-3008

　町の収納代理金融機関である、みちのく銀行軽米支
店が八戸市の根城支店と統合となり、令和３年２月５
日をもって軽米町の店舗での営業は終了となります。
それに伴い、次のようになりますのでご注意ください。
〇みちのく銀行の店舗窓口での納入通知書による収納
　は令和３年３月31日で終了となります。
〇口座振替は今までどおり行われ、新規の口座振替も
　申込可能です。
〇支店名や店番、口座番号は変更することなく利用で
　きます。
〇軽米支店のATMは従来どおり利用できますが、現
　金振込は利用できなくなります。
■問い合わせ　税務会計課・会計担当　☎46-4737
　　　　　　　みちのく銀行軽米支店　☎46-2311

最低賃金(産業別)が改正されました

みちのく銀行軽米支店の統合について
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　雇用調整助成金等の申請期間が特例措置で延長され
ることに伴い、町では、軽米町雇用調整助成金等申請
費補助金の申請期間を延長します。
■対象費用
　各種支援金などの申請の際に依頼した社会保険労務
　士や税理士に対する書類作成手数料
■補助額　上限15万円(上限に達するまで何度でも申請可能)
■申請期限　令和３年３月31日(水)まで
■問い合わせ
　町民生活課・町民生活担当　☎46-4734

（延長）雇用調整助成金等の
申請費を補助

　B型肝炎被害対策東北弁護団がB型肝炎訴訟につい
て、弁護士による無料電話相談を行います。予約不要。
■日時　１月23日(土)　10:00 ～ 18:00
■電話相談の番号　☎022-721-3072
　　　　　　　　　☎022-721-3073

　二戸税務署では、確定申告書の作成会場を次のとお
り開設しますが、感染防止の観点から、国税庁ＨＰの
「確定申告等作成コーナー」を利用した自宅からの申
告を是非ご利用ください。
■開設場所　二戸税務署　１階会議室
■開設期間　令和３年２月４日(木) ～ 3月15日(月)
　　　　　　（土、日、祝日を除く）
■開設時間　９:00 ～ 17:00
※混雑緩和のため、申告書作成
会場への入場には「入場整理券」
が必要です。「入場整理券」は
会場での当日配付とLINEによる
事前発行があります。（右のQR
コードから友だち登録できます）
・「入場整理券」の配付状況（国税庁HPで確認可能）に
応じて、後日の来場をお願いすることもあります。
※入場時に検温を実施します。発熱等がある場合、入場
をお断りさせていただきます。
※会場ではマスクを常時着用していただきます。
■問い合わせ　二戸税務署　☎23-2701

B型肝炎訴訟　無料電話相談会

二戸税務署から確定申告のお知らせ

　県は、全国各地で鳥インフルエンザが発生している
ことから、まん病防止のため、家きん飼育施設を消毒
する旨告示しました。
　県北家畜保健衛生所の職員が消毒方法を助言し、消
石灰を配布しますので、家きんを飼養する方は、下記
までご連絡ください。
■問い合わせ　県北家畜保健衛生所　☎49-3006

　１月26日に予定していた教育相談は、１月27日に
変更となりました。お間違えのないようお願いします。
■日時　１月27日(水)　９:00 ～ 15:00
■会場　中央公民館　１階事務室
※できるだけ事前の申込をお願いします。

■問い合わせ　教育委員会事務局・教育総務担当
　　　　　　　☎46-4743

　新型コロナウイルス拡大防止のため「軽米町春の芸
能祭りチャリティーショー」は中止します。ご理解く
ださるようお願いします。

家きん飼育施設の消毒と
消石灰の配布について

教育相談日が変更

春の芸能祭り　中止

■仕事内容　保育補助
■勤務場所	 笹渡保育園
■必要資格　特になし
■勤務日　月曜日～土曜日(うち週５日程度)
　　　　　８:00～18:00のうち７時間30分
■給料　月額142,645円～147,000円
■雇用期間	
　雇用開始日～令和３年３月31日まで(更新あり)
■申込方法　履歴書を担当に提出する。
■問い合わせ・提出先　
　健康福祉課・福祉担当　☎46-4736

保育補助員(会計年度任用職員)を募集
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　３月20日に予定していた軽米幼稚園閉園式は、新
型コロナウィルスの感染拡大を受けて、３月17日の
卒園式終了後に縮小開催し、「語る会」については中
止とします。ご了承ください。

――――――― 閉園記念誌を販売中 ―――――――

　２月中旬完成予定の閉園記念誌の予約を１月22日
（金）まで受け付けています。
■価格　１冊2,000円（全102ページ、内カラー 71ページ）
■主な内容　
　沿革史、卒園写真、卒園生名簿、卒園生代表メッセー
　ジ、歴代園長、旧職員、関係者からのメッセージ、
　思い出のアルバム、在園児写真
■予約先・問い合わせ　
　軽米幼稚園　☎46-2229（平日9:00 ～ 17:00）

　くらしの相談窓口（二戸市社会福祉協議会）では、「就
職しても長く続かない」「生活費に困っている」「誰も
頼る人がなく孤立している」「収入はあるが借金があっ
て生活が苦しい」「人とのコミュニケーションが苦手
だ」といった、くらしのなかの困りごとについての出
張相談会を開催します。事前の申込は不要です。
■日時　1月29日(金)　10:00 ～ 12:00
■場所　町防災センター
■問い合わせ　二戸市社会福祉協議会　☎43-3588

幼稚園閉園式の日程を変更

くらしの相談窓口　出張相談会

　入会に限らず結婚について、本人や両親など誰でも
相談できます。相談者同士が顔を合わせることがない
よう配慮のため完全予約制です。
■日時　１月17日(日）２月13日(土) ２月21日(日)
　　　　３月13日(土) ３月21日(日)
※時間は全日共通で12:00 ～ 15:00　
■会場　二戸広域観光物産センター　カシオペアメッ
　　　　セ・なにゃーと　３階サークルルーム
■登録できる人
　県内にお住まいかお勤めの人などで、20	歳以上の
　独身の人（登録料は１万	円で２年間有効）
※町は入会登録料(1万円で2年間有効)を１人につき１回補助します。

■問い合わせ　予約先→ﾞいきいき岩手ﾞ結婚サポート
　　　　　　　センター　☎019-601-9955
　補助→健康福祉課・福祉担当　☎46-4736

おでかけｉ- サポ　二戸会場

■日時　２月16日(火)　13:30 ～ 16:00
■会場　二戸地区合同庁舎
■内容　ひきこもりを理解するための講話や情報交換
※参加を希望する人は２月９日までに申し込みください。

■問い合わせ　二戸保健所　☎23-9206

ひきこもり教室

　町は、新型コロナウイルスにより経営に影響が出て
いる事業者の家賃を補助します。９月末までに申請済
みの方も改めて申請が可能です。
■対象者　町内に事業所があり、小売業、飲食業、宿
　　　　　泊業、サービス業などを営む中小企業者
■要件　	令和２年11月～令和３年１月のいずれか1	
　　　　	カ月の売上が前年同月比で30％以上減少
■申請期限　令和３年２月26日（金）まで
■補助内容　家賃1カ月分（消費税、光熱水費等は除
く）の２分の１×３（上限額：家賃１カ月ごと10万円）
■提出書類
①申請書（窓口・HPで取得）　②対象月の家賃を支払っ
たことが確認できる書類（領収書写しなど）
③対象月と、前年同月の売上が確認できる書類（売上
台帳の写しなど）　④賃貸借契約が確認できる書類（賃
貸借契約書の写しなど）　⑤申請日時点で軽米町内に
おいて事業を行っていたことが分かる書類（登記事項
証明書など）⑥振込先口座の通帳の写し（表紙と見開
きページ）※９月までに申請済みの方は、④、⑤、
⑥の書類は省略可。
■申請先　産業振興課・商工観光担当　☎46-4746

（再掲載）
第２弾　中小企業者の家賃を補助
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　ミル・みるハウスに設置されている、ペレットストー
ブ、そば製粉機械を条件付一般競争入札で売却します。
■売却物件
　・ペレットストーブ　１台（最低売却価格１万円）
　・そば製粉機械　１式（最低売却価格10万円）
　　※町内でそば粉製粉をしていただく方に限ります。

■入札　１月26日(火)　13:00 ～　
　　　　農村環境改善センター２階会議室
※入札に参加するには、申し込みが必要です。

■入札条件等を示す日時
　１月18日(月) ～１月25日(月)　9:00 ～ 16:00
■申込期限　１月25日(月)　16:00
■申込先　産業振興課・商工観光担当		☎46-4746

ペレットストーブ、
そば製粉機械を売却します

　県司法書士会は毎年２月を「相続はお済みですか月
間」と設定し、相続登記手続きなどに関する電話相談
などを受け付けています。
■無料電話相談番号　☎0120-823-815
■日時　２月中の毎週火曜日・木曜日　※祝祭日は除く
　　　　10:00 ～ 13:00

相続登記はお済みですか月間

　県高齢者総合支援センターでは、高齢者なんでも相
談「シルバー 110番」を設置します。無料で秘密厳
守ですのでお気軽にご相談ください。
■相談電話番号　☎0120-84-8584
■相談時間　　　平日　９:00 ～ 17:00

高齢者なんでも相談～シルバー110番～

　一般企業で必要になるパソコン操作技術の習得を目
指します。受講料は無料です。
■訓練期間　３月１日(火) ～５月31日(月)
■訓練会場　二戸地域職業訓練センター内
　　　　　　職業訓練法人　二戸職業訓練協会
■募集定員　12人
※定数の半数に満たない場合は、訓練を中止する場合があります。

■募集期限　２月８日(月)　
※面接・筆記試験を２月16日(火)に実施。

■問い合わせ　ハローワーク二戸　☎23-3341

OA実践科受講生募集

　第74回岩手芸術祭の開催にあたり、芸術文化の創
造と発展をイメージさせる「岩手芸術祭」のテーマを
募集します。優秀作者には賞金などが贈られます。
■昨年の優秀作　「芸術がつなぐ　みんなの心　この
　　　　　　　　手で創る　未来の岩手」
■応募方法　テーマ、氏名、年齢、性別、職業、住所、
　　　　　　連絡先を記載しFAX等で応募ください。
■応募期限　２月20日(土)
■問い合わせ　岩手芸術祭実行委員会事務局
　　　　　☎019-654-2235　FAX	019-625-3595

岩手芸術祭　テーマ募集

　二戸管内４市町村で構成している二戸地区広域行政
事務組合の２月定例会が開会されます。暮らしに身近
な消防、介護保険、し尿処理、ごみ処理などの共同処
理事業について質疑が行われ、傍聴ができます。
■開会日時　２月15日(月)　10:00 ～
■会場　二戸地区広域行政事務組合会議室
■問い合わせ　二戸地区広域行政事務組合事務局
　　　　　　　☎23-7772

二戸広域議会定例会の開催

■日時　２月22日(月)　10:00 ～ 15:00
■内容　相続、遺言、各種許認可申請など
■相談受付電話番号　
　県行政書士会　☎019-623-1555

■停止日　１月28日(木)終日
　端末のシステム更新のため、個人番号カードの交付、
更新、申請書の発行はできません。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解いただきますようお願いします。
※通常、番号カードの端末受付時間は、役場開庁日の９:00 ～ 16:00です。

■問い合わせ
　町民生活課・総合窓口担当　☎46-4735

県行政書士会による無料電話相談会

個人番号カードの事務処理に係る
端末停止のお知らせ


