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軽米町事業者等緊急対策支援金
町は、新型コロナウイルスの拡大により経済的な影響を
受けている法人・個人の事業者を対象に、事業の継続を下
支えするため緊急対策として支援金を交付します。
個別に案内はしておりませんので、該当すると思われる

④令和元年以前から事業収入があり、引き続き事業を継
続する意思があること。
■受付期間

６月１日（火）～令和４年３月15日（火）

■申請書類

方は申請書類をご用意のうえご相談ください。

①軽米町事業者等緊急対策支援金交付申請書（請求書）

■対象者

②「令和元年」と「令和２年」の２か年分の確定申告書

町内に事業所のある中小法人事業者、町内に住所のある

の写し

個人事業者や農林畜産業者

法人→法人町民税確定申告書

■支援額

１事業者あたり10万円

※複数の店舗や業種を経営している場合でも重複支給しません

■交付要件

①～④の全ての要件を満たしていること

①令和2年分の確定申告書の事業収入額が、令和元年分

個人→所得税確定申告書又は住民税申告書など
③前述（Ａ）の各月売上を示した帳簿
（決算書、収支内訳書、事業概況説明書、売上台帳等のいずれかの写し）

④前述（Ｂ）の各月売上を示した帳簿

の確定申告書の事業収入額より、20％以上減収して

（売上台帳または販売証明書等の写し）

いること。

⑤振込先口座の通帳の写し（表紙と見開き2頁目）

②新型コロナウイルス影響を受け、令和３年３月～令和
４年２月のいずれかのひと月の売上額が、令和元年同月比
で20％以上減少していること。
③令和３年３月～令和４年２月までの期間で②の該当月

⑥申請者の公的身分証明書の写し
（写真付きの場合は１点、写真なしの場合は２点）

■提出先・問い合わせ（平日８:30～17:00）
中小企業事業者

を含む連続した3ヶ月の売上合計額（Ｂ）が、令和元

→産業振興課・商工観光担当

年同期間の売上合計額（Ａ）から10万円以上減少し

農業経営関係者

ていること。

→産業振興課・農林振興担当

プレミアム付き商品券を販売

☎46-4740

※購入は一人５冊（50,000円）までとし、買い占め防
止のため購入時に氏名、住所を記入していただきます。
■有効期間
■取扱店

新型コロナウイルス感染拡大防止の動きに伴い、停滞し

☎46-4746

令和３年11月30日（火）まで
町内飲食店・小売店等

（商品券添付の取扱店リストをご覧ください）

ている町内の経済状況を緊急に支援し、消費活動を喚起す

■事業者の皆様へ

ることを目的として、プレミアム付き商品券を販売しま

・令和３年６月１日～令和４年３月31日に発行された町

す。

内共通商品券は、換金手数料２％を徴収しません。

■発売開始

６月１日（火）

■販売所

軽米町商工会

９:00～17:00

■発行内容
1冊12,000円分の商品券を10,000円で販売

・新たに商品券取扱店の申し込みを希望する場合は、軽米
ショッピングカード会事務局にお問い合わせください。
■問い合わせ

軽米ショッピングカード会事務局
（軽米町商工会内）☎46-2711
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県北広域産業力強化促進事業費
補助金のお知らせ
岩手県では、県北広域において、産業競争力の強化や若
者等の地元定着を図るため、市町村と連携し、中小企業者
が生産性向上等に資する設備導入を行う場合に要する経費
の一部を補助します。

５月27日はおうちで運動
今年度の「チャレンジデー 2021」は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、10月に延期になりました。
町では、コロナ禍における運動不足解消のため、独自代
替イベント「おうちde運動チャレンジデー」を５月27日
（木）に開催します。
６:30に情報無線で「ラジオ体操」を放送しますので、

■対象者
県北広域圏内に工場又は事業所を有する中小企業者
■対象経費
設備導入費、工具器具費、原材料費、技術指導費、教育
研修費、委託費、運搬費、工事費等

各家庭でご参加いただき、一緒に運動不足を解消しましょ
う（参加報告は不要）。
■問い合わせ
教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

※補助対象経費が1,000万円以上で新規常用雇用者数が３
人以上かつ、常用雇用者の総数の増が３人以上となること
■補助率

３分の１（上限1,000万円）

■応募期限

７月26日（月）

17:00必着

■申し込み・問い合わせ
岩手県商工労働観光部

ものづくり自動車産業振興室

（企業立地推進担当）
☎019-629-5561

FAX 019-629-5569

メール AE0004＠pref.iwate.jp

看護職再就業支援研修会を実施
岩手県では、再就業を希望する看護職の方を対象にした
研修を実施します。
■開催期間

６月14日（月）～ 16日（水）

■会場

岩手県看護研修センター

■内容
○講義（看護倫理、医療安全管理、認知症患者の理解など）
○演習（採血、注射・点滴、急変時の対応など）

経済センサス‐活動調査を
実施します
令和３年６月１日現在で「令和３年経済センサス‐活動
調査」を実施します。対象となる事業所・企業には調査票
が郵送又は配布されますので、ご回答をお願いします。
詳細は右のQRコードを読み取るか、
「経済センサス－活動調査2021」で
検索してください。
※経済センサスでは、電話での調査項目の回答や、お金や

■対象
①現在看護業務に従事していない有資格者の方
（保健師、助産師、看護師、准看護師）
②県内在住の未就業者で再就職の意向がある方
■定員

15名

■受講料

無料

■申込締切

５月25日（火）

■申し込み・問い合わせ
（公社）岩手県看護協会ナースセンター事業部
☎019-663-5206

FAX 019-663-5263

クレジットカード、暗証番号を要求することはありません。
「調査員」を名乗る怪しい人物が訪問した場合は、調査
員証の提示を要求しましょう。
■問い合わせ

総務課・企画担当

☎46-2111

個人番号カードの時間外業務日
毎月第４日曜日に、個人番号カードの交付、申請、更新
を行います。

「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～

あらかじめ、電話等で予約をお願いします。
５月は、23日に行います。
■問い合わせ

町民生活課・総合窓口担当

☎46-4735

今回は、鶏のから揚げを作ります。
■日時

５月20日（木） 午前10時～ 12時

■場所

健康ふれあいセンター

■参加費

200円

■持ち物

エプロン、三角巾、内履き

Ｊアラートによる訓練放送
５月19日(水)の午前11時頃、Ｊアラート(全国瞬時警

■参加定員 10名

報システム)を通じた全国一斉伝達訓練に伴い、町の情

■申込期限 ５月17日（月）

報無線でも訓練放送を行います。実際の緊急速報とお間

■申し込み・問い合わせ

違えのないようお願いします。

健康福祉課・健康づくり担当

☎46-4111

■問い合わせ

総務課・総務担当

☎46-4738
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令和４年度採用の町職員を募集
採用職種

採用人員

受験資格
昭和62年４月２日以降に生まれた方で、保育士の資

保育士

保健師

若干名

若干名

■試験内容
○１次試験

７月11日(日)

格及び幼稚園教諭免許の両方を有する方または令和３

10:00～16:00

筆記試験（教養・専門・作文）
○２次試験

■採用職種・採用人員

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

面接試験（８月下旬以降）

■申込用紙等交付方法

以下のいずれかの方法により交付

○役場総務課において手交
○Webフォームから郵送申請

年度中に実施される試験等において取得見込みの方

（右のQRコードからアクセスできます）

昭和62年４月２日以降に生まれた方で、保健師の資

※Webフォームでの請求は６月10日(木)まで

格を有する方または令和３年度中に実施される試験等
において取得見込みの方

軽米高校進路講演会を開催
県立軽米高校生徒の保護者の方や、町立軽米中学校教職員

の方及び保護者の方を対象とした進路講演会を実施します。
町民の方も参加可能ですので、聴講をご希望の方は県立軽

米高校までお問い合わせください。

６月18日(金) 17:15必着

■申込期限
■問い合わせ

■日時
■会場

総務課・総務担当

５月26日（水）

13:40～

県立軽米高校第一体育館

■講演者

東北大学工学部教授

（軽米町出身

■講演内容

■問い合わせ

☎46-4738

西山大樹氏

県立軽米高校卒業生）

進路形成に向けた実践的な講話

県立軽米高校・進路指導担当

☎46-2320

