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広報かるまい お知らせ版

　令和２年分の公的年金などに係る源泉徴収票が１月
中旬から発送されますので、ご活用ください。
　なお、紛失された場合、二戸年金事務所で電話によ
る再発行が可能です。（ご連絡の際は基礎年金番号の分か
る年金証書などをご準備ください）

■問い合わせ
　二戸年金事務所　☎23-4111（案内後⑤を押す）

公的年金等の源泉徴収票の発行について

２月12日(金)から３月15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16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17日(水)
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８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医療費控除等がない人

　２月５日の「みちのく銀行軽米支店」の店舗統合に
伴い、水道（下水道）料金の納付方法が次のように変
更となりますのでご注意ください。
〇みちのく銀行各支店の店舗窓口での「水道料金等納
　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。
■問い合わせ　水道事業所　☎46-4742
　　　　　　　みちのく銀行軽米支店　☎46-2311

水道料金納付方法が一部変更に



お知らせ版383号①裏面

　２月７日に開催を予定していた生涯学習フェスティ
バルは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出
演者ごとに事前収録し、かるまいテレビで放送するこ
とといたしました。３月上旬から放送の予定です。放
送日時は、かるまいテレビ番組表でご確認ください。

◎新春書初め会作品展（生涯学習フェスティバル展示部門）
■期間　２月１日(月) ～２月５日(金)
■会場　役場１階町民ホール
■問い合わせ　
　教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744

　３月から令和３年度のスポーツ安全保険の加入受付
が始まります。スポーツやレク活動を行う４人以上の
アマチュア団体が加入できます。
■年掛金　下表（一人あたりの金額）

※補償内容は区分によって異なります詳しくは、（公財）ス
　ポーツ安全協会のホームページをご確認ください。

■問い合わせ　
　教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744

　役所や独立行政法人などの仕事に関して、困ってい
ることや要望を行政相談員が電話で相談に応じます。
　相談は無料で、秘密は厳守されます。
■日時　２月17日(水)　９:00～12:00
■行政相談員　江刺家 高 さん
■電話番号　軽米町役場　☎46-4738（内線361）

■日時　２月18日(木)　13:30 ～ 15:45
■会場　二戸市民文化会館　中ホール
■内容　
・報告「二戸地域における市民後見人の取組について」
・パネルディスカッション
「市民後見人活動の実践を知る！～新たな地域資源として
の市民後見～」
■参加費　無料
■対象者　一般住民、関係機関、市民後見人　など
※感染症予防のため、マスク着用、検温、消毒等にご協力をお願いします。

■申込先・問い合わせ
　ＮＰＯ法人カシオペア権利擁護支援センター
　☎43-3042

■募集科　・自動車システム科　　・建築科
■応募資格　高等学校を卒業（卒業見込みも含む）

■出願期間　２月26日(金)まで
■問い合わせ
　岩手県立二戸高等技術専門校　☎23-2227

　生涯学習フェスティバル
かるまいテレビ放送のおしらせ

スポーツ安全保険に
加入しませんか

行政の困りごとはありませんか

だれでも参加できる市民セミナー
「この町で、安心して、ずぅっと暮らしたい」

二戸高等技術専門校　２次募集

対象 金額

中学生以下の団体活動全般 800円

高校生以上のスポーツ以外の活動
（文化・ボランティアなど） 800円

65歳以上の方のスポーツ活動 1,200円

高校生以上のスポーツ活動 1,850円

　遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する
ことを目的として、法務局で「自筆証書遺言書」をお
預かりする制度が始まりました。制度に関する詳しい
内容などは、法務省ホームページをご覧ください。
■問い合わせ　
　盛岡地方法務局二戸支局　☎25-4811

遺言書を法務局が守ります

■試験職種　薬剤師、助産師
■試験内容　性格検査（事前）、面接試験（オンライン）
■試験日　２月18日(木)
■申込期限　２月12日(金)　※勤務は５月１日から

■問い合わせ　県医療局職員課　☎019-629-6322

岩手県立病院の職員採用案内


