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広報かるまいに
お子さんの写真を掲載しませんか
広報かるまいでは、毎月「すこやかさん」というコー

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

無くそう逆走

高齢ドライバーの事故多発
昨今、高齢ドライバーによる高速道路逆走

ナーで町内の子どもを紹介しています。現在出演者を

事故が多発しています。高速

募集していますので、お気軽にご応募ください。

道路での逆走は、第三者を巻

■対象者

町内に住む概ね９歳以下の子ども

き込む死亡事故につながる危険行為です。

※兄弟など複数名での掲載も可能です。

ご本人だけでなく、家族で高齢ドライバー

■応募方法

の運転について向き合い、大切な人を危険な目にあわ

以下の必要事項を記入し、メールでご応募ください。
①件名「すこやかさん応募」
③住所

④電話番号

⑥お子さんの紹介文

②氏名（親・子）

せないようにしましょう。
万が一目的のインターチャンジを行き過ぎてしまっ

⑤紙面に掲載する写真

た場合は、次のインターチェンジまで走行し、料金所

⑦親からのメッセージ

係員がいる出口レーンでお申し出ください。また、逆

■応募先メールアドレス

走、事故、落下物を目撃した場合は、110番または♯
9910（道路緊急ダイヤル）までご通報ください。

kouhou@town.karumai.iwate.jp

■問い合わせ

■問い合わせ
☎46-2111

総務課・企画担当

NEXCO東日本東北支社八戸管理事務所
☎0178-27-2100

→QRコードで簡単に
応募できます。

学校給食用物資の納入業者を募集
町では、学校給食用物資の納入業者を募集していま
すので、希望する事業者は期限までに申し込みくださ
い。

町育英奨学生を募集します
■申込対象（10人程度募集）
高校や大学等に在学し、経済的理由により修学が困難
と認められる学生で保護者が町内に居住している方

■貸与月額
区

■必要条件（一部）
・学校給食に供給できる仕入れ・製造能力がある。
・原則として２年以上その営業に従事していて、現在

良で、納入食品について公立の衛生検査機関の検

査成績が良好である。
・従業員の健康管理が十分に行われている。
・指示の期日、時刻に指定の場所に納入できる輸送能
力がある。

30,000 円以内

高等学校

15,000 円以内

①育英奨学金貸与申請書

②家庭状況調書

③在学証明書など入学が確認できる書類
④家族全員分の住民票の写し
⑤家族全員の所得証明書
※①、②は教育委員会で④、⑤は町民生活課で取得できます。

４月１日(木) ～４月30日(金)

※各種学校を卒業して1年後から、最長15年以内で返

※必要書類は、教育委員会事務局に準備してあります。

済いただきます。（無利子）
■提出先・問い合わせ

■申込先・問い合わせ
教育委員会事務局・教育総務担当

高等専門学校

■提出書類

■申込期間

■申込期限 ３月５日(金)まで

51,000 円以内

（短期大学および各種専門学校等の
修学期間１年以上の学校含む）

・工場、店舗、販売所等固定した営業施設がある。
・営業施設とその管理状況、食品衛生保持の状態が優

貸与月額

大学またはこれと同程度の学校

も常時営業を続けている。
・電話設備があり、緊急の事態に迅速に対応できる。

分

☎46-4743

教育委員会事務局・教育総務担当

☎46-4743

お知らせ版384号①裏面

児童クラブ入所児童を募集します
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３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）
日

学校休業日

７:30 ～ 18:30まで

■開設時間

放課後～ 18:30まで

■保育料

平

１人月額5,000円（軽減制度あり）

※その他おやつ代月額500円、スポーツ安全保険800円（入所時
のみ）を負担いただきます。

■休所日

空き家バンクに登録しませんか
空き家バンクは空き家を売りたい方、貸したい方に
空き家物件を登録していただき、その情報を町のホー
ムページなどで公開し、希望する方へ紹介するシステ
ムです。
家が管理されることで地域の景観の維持や若い世代
の定住にも繋がります。町内で常時使用していない住
まいをお持ちで、人に貸しても良い、売りたいと考え
ている人は気軽に総務課までご相談ください。
■問い合わせ

☎46-2111

総務課・企画担当

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

３月10日(火)まで

日本年金機構では、公的年金制度と国民の皆さまと
の橋渡し役を担っていただく、年金委員を募集してお

■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

年金委員を募集しています

健康福祉課・福祉担当

☎46-4736

☎46-3334

軽米児童クラブ

ります。年金委員は厚生労働大臣の委嘱により、会社
や地域において公的年金制度の啓発・相談・助言など
の活動を行う民間協力員です。
活動内容は、自治体や町内会での公的年金関連のパ
ンフレットの配布や近隣の皆様への各種手続きの助
言・相談です。活動に係る経費は日本年金機構が全額
負担し、年金制度改正などの研修会に無料で参加する
ことができます。
公的年金制度について広く国民の皆様に知っていた

農振除外の手続きをお忘れなく

だく活動にご協力いただける方をお待ちしております。
■問い合わせ

二戸年金事務所

☎23-4111

町は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「軽
米農業振興地域整備計画」を定めています。この計画は、
より良い農業環境の整備を推進するため５年ごとに見直
しをしており、
令和３年はその見直しの時期にあたります。
農振農用地において、住宅建設や事業開発などによる
農地転用（農地を農地以外に変えること）を予定してい
る人は「農振除外」の手続きが必要です。令和４年４月
以降に転用を検討している人は、５月31日(月)までに書
類の提出が必要ですので、担当までお申し出ください。

いわて認知症電話相談
認知症の方やそのご家族の皆様、一人で悩んでいま
せんか。認知症介護経験のあるスタッフが、ご相談に
応じます。
秘密厳守ですので、
お気軽にご連絡ください。
■問い合わせ

☎0120-300-340(平日９:00 ～ 17:00)

■問い合わせ
産業振興課・農政企画担当

(公財)いきいき岩手支援財団

☎46-4739

自動車の検査、登録手続きはお早めに

観光と物産キャンペーンを中止
２月27日と28日の２日間開催を予定していた「観
光と物産キャンペーン」は、新型コロナウイルスの影
響を考慮し、中止といたします。
■問い合わせ
産業振興課・商工観光担当

☎46-4746

毎年、自動車の検査、登録手続きが３月に集中しま
すので、手続きはできるだけ２月中に済ませましょう。
また、車検は有効期限の１カ月前から受けられます。
■問い合わせ

自動車登録、検査テレホンサービス
☎050-5540-2010

※詳しくは
「岩手運輸支局」
ホームページをご覧ください。
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肝胆腎超音波検診の
申し込みを受け付けします
4月から始まる胃がん検診と一緒に、肝胆腎超音波
検診を受診することができます。この検診は、200名
限定ですので、ご希望の方はお早めにお申し込みくだ
さい。
満40歳以上の町民の方が受けることができます。
■肝胆腎超音波検診とは？
超音波をお腹に送り、肝臓・胆のう・腎臓などの形・
大きさ・内部構造を観察します。超音波は人体に影響の
ないもので、受診者に苦痛がありません。現行のがん検

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

感染症対策物品を無料で貸出
二戸地区広域商工観光推進協議会では、二戸地域で
活動する個人、法人、団体等を対象に、感染症対策物
品の貸出を行います。
■貸出物品(利用可能台数)
・非接触型体温計（４つ）
・足踏み式消毒液スタンド（４台）
・加湿器（１台）
・二酸化炭素濃度チェッカー（１台、屋内の換気の
目安を確認できます）
■貸出可能期間

１回当たり14日間以内

見できます。また、胆のうポリープ、肝のう胞、脂肪肝、

■申込について

利用する５日前までに申し込む

結石等、そのほかの疾患を見つけることもできます。

※貸出状況により、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

診では発見できない肝臓・胆のう・腎臓などのがんを発

■日時

４月３日(土)・４日(日)

■会場

農村環境改善センター

■料金

4,290円

■申込期限
■申込先

３月10日(水)

６:30 ～９:30

■問い合わせ・申込先
二戸地区広域商工観光推進協議会事務局
（県北広域振興局二戸地域振興センター） ☎23-9205

17:00

健康福祉課・健康づくり担当

☎46-4111

※定員になり次第申込受付を終了させていただきます。

よさって笑って体操教室を開催
一般曹候補生の募集
自衛隊岩手地方協力本部では、部隊の基幹隊員であ
る自衛官を養成する一般曹候補生を募集しています。

２月は、健康ふれあいセンターも会場に加え、下記
日程で開催します。どうぞご参加ください。
月

日

会

■応募資格

18歳以上33歳未満

■受付期間

３月１日～５月11日

２月16日(火)

〇１次

５月21日～５月30日

〇２次

６月18日～７月４日

■問い合わせ

２月18日(木)
２月25日(木)

自衛隊岩手地方協力本部
二戸地域事務所

☎23-2529

時

間

２月２日(火)
２月９日(火)

■試験日（期間内のいずれか一日）

場

防災センター
※毎週火曜日開催中

10:00 ～ 11:30
健康ふれあいセンター

■内容
いすに座っての体操が中心の筋力アップ体操、これ
また楽しい！脳トレをさまざま。
（家でもできることが見つかりますよ）

Ｊアラートの訓練放送を実施
２月17日(水)の午前11時ころ、防災無線を通じた
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）のテスト放送を
行います。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

■持ち物

水分補給用飲み物、タオル、上履き

☆参加費無料・申し込み不要です。
☆動きやすい服装でご参加ください。
☆感染予防対策を充分にして行います。体調に留意し
マスクをつけてご参加ください。
■問い合わせ
健康福祉課・健康づくり担当
（健康ふれあいセンター内） ☎46-4111

