K a r u m a i

広報かるまい

T o w n

N e w s

お知らせ版
毎月第２・第４水曜日発行
全
世
帯
配
布

令和３年３月１０日発行

E d i t i o n

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

パブリックコメントを実施しています
町民の皆様の意見を広く求めるために下記のとおりパブリックコメントを実施します。

軽米町障がい者福祉計画（第３期）
（素案）
町は、
「障がいのある人もない人も地域の中で支え合う

第６期軽米町障がい福祉計画及び
第２期障がい児福祉計画（素案）

まちづくり」の実現を目指し、
「軽米町障がい者福祉計画（第

この計画は、障害福祉サービスや障害児通所支援等の提

３期）
（素案）」を策定しました。この計画は、市町村にお

供に関する体制づくりやサービス等の確保の取組などを定

ける障がい者のための施策や取組などを定める計画です。

める計画です。

■パブリックコメントの期間

■パブリックコメントの期間

２月24日(水) ～３月16日(火)

２月19日(金) ～３月12日(金)

■計画(素案)公開場所

役場１階町民ホール、役場晴山出張所・小軽米出張所、 町ホームページ

■意見の提出方法

氏名・住所を記載の上、意見の提出先に提出してください。
意見書用紙は計画（素案）公開場所に配置またはホームページに掲載しています。

■ 意 見 の 提 出 先

健康福祉課・福祉担当

☎46-4736

〇郵送→〒028-6302

軽米町大字軽米10-85

軽米町役場健康福祉課

〇メール→kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp
〇FAX

48-1061

岩手県民長寿文化祭
出品作品を募集

国民健康保険の手続きをお忘れなく！
就職などで異動される方は、異動のあった日から14日
以内に町民生活課へ届け出てください。手続きの際は、マ
イナンバーと身元確認書類（免許、パスポートなど）をお
持ちください。

加
入
す
る
と
き

脱
退
す
る
と
き

転入してきたとき

必要なもの
・転出証明書
・印鑑

職場の健康保険など
他の保険を脱退したとき

・健康保険資格喪失証明書

他の健康保険の
被扶養者からはずれたとき

・被扶養者資格喪失証明書

・印鑑

・印鑑

転出するとき

他の健康保険に加入したとき

・新しく加入した保険の保険証

■問い合わせ

■出品作品

出品者により創造された未発表の作品で、下

・日本画（水墨画を含む）

・写真

・洋画（油絵、水彩など）

・彫刻

・工芸（陶芸、染織、漆芸など） ・書（漢字など）
※各部門ごとに応募条件があります。

■応募締切

5月10日(月)まで

■展示期間

６月４日(金) ～６日(日)

■展示会場

・国保の保険証

10:00 ～ 17:00

盛岡市民文化ホール４階展示ホール

※部門ごとに優秀な作品には賞状と副賞が授与されます。
※詳しくは、いきいき岩手支援財団ホームページ（http://www.
silverz.or.jp/）でご確認ください。

・印鑑

町民生活課・町民生活担当

■募集部門

※最終日は正午まで

・保険証
・印鑑

他の健康保険の
被扶養者になったとき

県内在住で60歳以上のアマチュアの方
記各部門１人１点まで。テーマは自由。

■国保を加入するとき、脱退するとき
こんなとき

■応募資格

■問い合わせ （公財）いきいき岩手支援財団事務局
☎46-4734

☎019-626-0196

FAX 019-625-7497

お知らせ版386号①裏面

マイナンバーカード 作るなら今
現在、マイナンバーカードを持っている人が「マイ
ナポイント」を申請することによって、一人あたり最

児童手当の手続きをお忘れなく！
３月、４月は異動の時期です。15歳未満の子どもをお
持ちの方で下記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続

大5,000円分(付与率25%)のキャッシュレス決済で使

きを行いましょう。

えるポイントが付与されます。ポイントをもらうため

■受給資格がなくなる方

には、３月末までにマイナンバーカードの申請を行っ
ている必要があります。まだマイナンバーカードを
持っていない人には、国から３月末までに交付申請書
が郵送されます。交付申請書の右下にあるQRコード
をスマートフォンで読み取ることで簡単にオンライン
申請できますので、ご利用ください。
■マイナポイント取得までの流れ
１．マイナンバーカードを作る
交付申請書のQRコードをスマートフォンで読み
込み、必要事項を記入し、顔写真を添付して送信

・軽米町から他の市町村へ引越しする方
・４月から公務員になる方
■受給資格を得る方
・他の市町村から軽米町へ引越しする方
・公務員を退職された方
※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となります。
※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほかに、
所属庁への手続きも必要となります。

■問い合わせ

☎46-4736

健康福祉課・福祉担当

します。（スマートフォンによる申請以外にも郵送や
町民生活課窓口などで申請することができます）
※３月末までに申請しないとマイナポイントは付与されません。

２．マイナポイントを予約する
スマートフォンで「マイナポイントアプリ」をイ
ンストールし、アプリの指示に従って登録を進め
ます。（スマートフォンがない人や、やり方が分
からない人は手続きをサポ―トしますので、町民
生活課までお越しください）
３．マイナポイントを申し込む
「マイナポイントアプリ」を立ち上げ「マイナポ
イントの申込」をタップします。申込後、選択し
た決済サービスで買い物やチャージをすることで
ポイントが付与されます。
■問い合わせ

さんりく基金

助成事業募集

地域の資源を活用した取り組みや地域住民が主体とな
り地域振興を図る取り組み、 その取り組みを担う人材
育成、イベント開催や三陸地域の振興に資する調査研究
へ 助成を行います。法人・組合・団体の他、一部の事
業は個人でも申込可能です。
■助成対象事業
・調査研究

・新商品、新サービス開発

・コミュニティ活動、人材育成

・イベント開催

マイナンバーカードについて

※詳細は下記までお問い合わせください。

■助成額

50～1,000万円

マイナポイントについて → 総務課 ☎46-2111

■応募期間

２月17日～４月上旬

→ 町民生活課 ☎46-4735

■問い合わせ

☎019-629-5212

(公財)さんりく基金

メール：jyosei@sanriku-fund.jp

国税専門官を募集
■受験資格
①平成３年４月２日～平成12年４月１日生まれ
②平成12年４月２日以降生まれの人のうち、大学を
卒業した人（令和４年３月までに卒業見込みの人）
または人事院がそれと同等の資格があると認める人
■申込期間

３月26日(金)～４月７日(水)まで

■申込方法

インターネット申込

「国家公務員試験採用情報NAVI」で検索
■第１次試験日
■問い合わせ

６月６日(日）
仙台国税局人事第二課試験研修係
☎022-221-2022（内線3236）

公共職業訓練

住宅建築施工科

青森職業能力開発促進センター八戸実習場を会場に、
離職者の早期再就職を図ることを目的とした公共職業訓
練を開催します。受講料無料。
■訓練内容

木造住宅の施工方法に関する技能の習得

■訓練期間

６カ月間（６月３日～）

■申込期間

４月９日(金) ～５月14日(金)まで

■問い合わせ
青森職業能力開発促進センター
☎0178-73-5535

八戸実習場

FAX 0178-73-5536
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スクールガード（見守り隊）募集

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

地域福祉相談会を開催

スクールガードは、各小学校の通学路等で、子ども

障がいのある方やご家族を対象に、日常生活での困

たちの登下校の安全を見守るボランティア活動。
「家

り事などの相談を、地域生活支援センター・カシオペ

の周りの掃除をしながら」「農作業をしながら」「買い

アより派遣された相談員がお受けします。

物に出かける時」など日常生活の中で、ご都合に合わ

■日時

3月18日(木)

せて無理なく参加いただける活動です。地域のみんな

■会場

健康ふれあいセンター

で子どもたちの安全を見守りましょう！

■問い合わせ・予約先

■申込先・問い合わせ

10:00 ～ 12:00

地域生活支援センター・カシオペア

教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

土地家屋についての無料相談

10:00 ～ 15:00

■日時

４月１日(木)

■会場

二戸市シビックセンター

☎46-4736

健康福祉課・福祉担当

パークゴルフ場のシーズン券販売

岩手県土地家屋調査士会県北支部では、４月１日「表
示登記の日」を記念して無料相談を行います。

☎23-6608

令和３年度のシーズン券の受付を行いますので、ぜ
ひご利用ください。
■料金

一般・学生

5,000円

児童・生徒

1.000円

■申込方法

１階ミーティングルーム
■相談内容

町教育委員会事務局に電話で申し込みください。

・土地の分筆、合筆、地目変更、地積更生登記

※オープン後はパークゴルフ場での受付も行います。

・建物の新築、増築、滅失登記

■受付時間

・土地、建物の調査測量

※シーズン券の受け渡しは、開園後にパークゴルフ場受付で料金

・境界問題

と引き換えで行います。

■問い合わせ
岩手県土地家屋調査士会県北支部

９:00 ～ 17:00（土日祝日を除く）

■問い合わせ

教育委員会事務局・生涯学習担当
☎46-4744

☎43-3260

FAX46-3050

今回の料理は、世界に一つだけのオムライスなどです。

「男性の料理教室」
参加者を募集

～食べておなかから元気をつくろう～

10:00 ～ 12:00

■日時

３月19日(金)

■会場

健康ふれあいセンター

■対象

これから料理を始めたい男性

■持ち物

エプロン、三角巾、うちばき

■定員

10人

■申込先

健康福祉課・健康づくり担当

■申込締切

３月16日(火)まで

（健康ふれあいセンター内）☎46-4111

軽米幼稚園閉園式の日程変更

「お知らせ版382号」でお知らせした通り、３月20日（土）に予定
していた軽米幼稚園閉園式は、感染症対策のため、３月17日（水）
の卒園式後に縮小開催し、
「語る会」については中止とします。ご了
承ください。

■問い合わせ

軽米幼稚園

☎46-2229

お知らせ版386号②裏面

チューリップフェスティバル
臨時出店者を募集
飲食物などを販売する臨時出店者を募集します。
■出店場所

チューリップフェスティバル
ステージイベント出演者を募集
「森と水とチューリップフェスティバル2021」の
ステージイベントに出演していただける方を募集しま

フォリストパーク林間駐車場（管理棟前広場）

す。

■募集枠

15業者

■日時

５月３日（月・祝）13:00 ～ 15:00

■出店日

４月29日(木・祝) ～５月16日(日)

■会場

フォリストパーク・軽米サウザントステージ

■募集数

■条件等

■参加費

４組

無料

・町内に住所を有する事業者、団体（個人）。

■出演時間

１組20分

・新型コロナウイルス予防対策を徹底すること。

■申込期間

３月15日(月) ～４月16日(金)※必着

・出店者打合せ会に必ず出席すること。

■申込方法

（４月８日（木）14時
■出店料

役場３階会議室で実施）

１日2,000円

■申込方法

は郵送で提出

役場２階産業振興課にお越しのうえ、申

請書類を記入してください。
■申込期限

申込書に必要事項を記入のうえ、メール、FAXまた
※参加条件等詳細は、
軽米町観光協会HPの
「募集要項」
を確認ください。
※新型コロナウイルスの流行状況等により、イベントが変更・中止と

３月26日(金)17時まで

※新型コロナウイルスの流行状況等により、 出店を中止

なる場合があります。

■申込先

軽米町観光協会（役場産業振興課内）
☎46-4746

する場合があります。

■問い合わせ・申込先
☎46-4746

産業振興課・商工観光担当
FAX 46-2335

農振除外の手続きをお忘れなく
広報かるまいに
お子さんの写真を掲載しませんか

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。

広報かるまいでは、毎月「すこやかさん」というコー

農振農用地において、住宅建設や事業開発などによる

ナーで町内の子どもを紹介しています。現在出演者を

農地転用（農地を農地以外に変えること）を予定してい

募集していますので、お気軽にご応募ください。

る人は「農振除外」の手続きが必要です。令和４年４月

■対象者

町内に住む概ね９歳以下の子ども

以降に転用を検討している人は、５月31日(月)までに書

※兄弟など複数名での掲載も可能です。

類の提出が必要ですので、担当までお申し出ください。
■問い合わせ 産業振興課・農政企画担当

■応募方法

☎46-4739

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）

⑤紙面に掲載する写真
⑦親からのメッセージ

■応募先メールアドレス
kouhou@town.karumai.iwate.jp

■問い合わせ
総務課・企画担当

☎46-2111
→QRコードで簡単に
応募できます。

岩手県立病院職員採用選考試験
複数の受験機会がありますので、ご活用ください。
■通常募集

試験日：６月13日(日)

■秋季募集

試験日：９月19日(日)

■冬季募集

試験日：12月５日(日)※看護師・助産師のみ

■問い合わせ

県医療局職員課

☎019-629-6322

