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１２歳に到達した方の新型コロナワクチン接種について
１月２９日～４月１日までに１２歳に到達した方を対象に接種

【電話予約・相談】

を行います。これまでの集団接種で２回の接種ができなかった方

軽米町コロナワクチン予約相談センター

も受けることができます。

☎０１２０ー０２４ー０５８

接種する機会が少なくなっていますので、ぜひ今回の接種をご

受付時間

平日９：００～１７：００

検討ください。

※電話での予約はつながりにくくなることがありますので、可能

■実施日時

な方はインターネットでの予約をお願いします。

１回目

４月２５日（月）

１５：００～

２回目

５月１６日（月）

１５：００～

【受付時間

両日ともに１４：１５～１４：４５】

【窓口予約】
インターネットや電話での予約が困難な方は、軽米町健康ふれ
あいセンターで予約受付を行います。
受付時間

■場所
健康ふれあいセンター（県立軽米病院となり）

平日９：００～１１：００

４月２日～４月２６日に１２歳に到達する方は１２歳以上のワ
クチンを接種することができますので、接種を希望される方はご

■予約期限

予約ください。

４月１５日（金）１７：００まで

●岩手県の集団接種について

■使用するワクチン

岩手県でも県央、県南地域にて集団接種を実施しています。詳

ファイザー社製ワクチン
■予約方法

しい内容については軽米町のホームページに掲載していますので

【インターネット予約(２４時間対応)】

ご覧ください。

下記のＱＲコードから、または軽米町ホームページ内のこちら

ツガワ未来館アピオ（滝沢市）
４月９日（土）、４月１０日（日）、４月１６日（土）、４月１７日（日）、

の表示からも予約可能です。

５月７日（土）、５月８日（日）
県南地域は江刺西体育館、花巻市交流会館で実施予定です。
【問い合わせ先】
１回目を予約すると、２回目は自動的に予約されます。

健康福祉課

健康づくり担当

(☎４６ー４１１１)

おでかけｉ－サポ二戸会場開催のお知らせ
“いきいき岩手”結婚サポートセンターでは、ＡＩがあなたの

■登録条件

県内にお住まいかお勤めの人などで、２０歳以上
の独身の方

出会いをマッチングします。

■登 録 料：１万円(２年間有効)

○おでかけｉ－サポ二戸会場
入会に限らず結婚について、どなたでも相談できます。相談者
同士が顔を合わせることがないよう完全予約制で行います。
■開催日時

４月９日（土）、４月１７日（日）

※町では、入会登録料（１万円）を１人につき１回、全額補助致
します。
ＹｏｕＴｕｂｅでｉ－サポの詳しい情報と軽米町のＰＲ動画が

５月１４日（土）、５月２２日（日）

見られます。

６月１１日（土）、６月１９日（日）

【問い合わせ先】

■時

間

１２：００～１５：００

■会

場

カシオペアメッセ・なにゃーと３階サークルルーム

いきいき岩手結婚サポートセンター
(☎０１９ー６０１ー９９５５)

※完全予約制
健康福祉課・福祉担当

(☎４６ー４７３６)

お知らせ版411号①裏面

軽自動車税の納期は５月です

森と水とチューリップフェスティバル
臨時出店者募集！

令和４年度から軽自動車税の納期が変更となっています。

標記イベントに合わせ、飲食物などを販売する臨時出店者を

納税通知書は、５月上旬に送付します。

次のとおり募集します。

■納期限は５月３１日です
変更前
変更後
４月３０日

５月３１日

５月３１日が土・日曜日、祝日の場合はその翌日が納期限と

■出店場所

フォリストパーク林間駐車場（管理棟前広場）

■募 集 枠

１５業者

■出 店 日

４月２９日（金）～５月１５日（日）

■条 件 等

なります。

①町内に住所を有する事業者、団体または個人であること。

■納税通知書（納付書）は毎年５月に送付します。
変更前
変更後

②出店者打合せ会に必ず出席すること。

４月中旬

５月上旬

【問い合わせ先】
税務会計課・課税担当

(☎４６ー４７３７)

③新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底すること。
■出 店 料

１日２, ０００円

■申込方法

雪谷川ダムフォリストパーク・軽米利用許可申請

書及び臨時出店申込書の提出（申請書類は担当課にあります。）
■申込期限

４月１日（金）１３：００まで

■打合せ会

４月８日（金）１５：３０

役場３階会議室

※新型コロナウイルス感染症拡大状況などにより、出店を中止

固定資産税に関するお知らせ

する場合がございます。予めご了承ください。

【問い合わせ先】
固定資産税は、毎年１月１日時点で土地家屋などを所有して

産業振興課・商工観光担当

(☎４６ー４７４６）

いる人に課税されます。

■課税明細書の内容をご確認ください
課税明細書には、所有する固定資産の所在地、面積、評価額
などが記載されています。内容が実態と異なるときや住所など

協働参画地域づくり
チャレンジ事業を募集します

の変更があった場合は、納税通知書の最後にある「異動届」に
内容を記入して税務会計課に提出してください。

町では、協働参画による地域づくりを推進していくため、町
民が自主的かつ主体的に取り組む事業に対して予算の範囲内で

■土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます

支援金を交付しています。

土地を所有する納税者の方は「土地価格等縦覧帳簿」、家屋
を所有する納税者の方は「家屋価格等縦覧帳簿」で価格などを
縦覧することができます。

■対象事業
行政区、町内会、自治会、企業及びNPOなど町内各種地域団

〇縦覧期間

５月２日(月)まで（平日８: ３０～１７: ００）

体が町内で行う社会性の高い自主的・主体的かつ公益的な事業

〇縦覧場所

税務会計課

■対象経費

※納税通知書と本人確認書類が必要

事業に要する経費から他の補助金・助成金の財源を除いた額
■新築住宅に対する特例措置

■交 付 額

次の基準に該当する住宅は、新築後３年間は特例が適用され、
居住部分の床面積が１２０㎡までの部分については、税額の２
分の１の額が減額されます。

・スタートアップ事業 （事業申請３回目までの事業）
対象経費の３分の２以内 （上限額１事業あたり５０万円）
・ステップアップ事業 （事業申請４回以上の事業）
対象経費の２分の１以内 （上限額１事業あたり４０万円）

区分

居住部分の割合

該当床面積

専用・貸家住宅

全部

５０㎡以上２８０㎡以下

併用住宅

２分の１以上 居住部分の５０㎡以上２８０㎡以下

【申込締切】４月２８日（木）

■そ の 他
応募された団体の代表者は後日行われる審議会で事業説明を

【問い合わせ先】 税務会計課・課税担当

(☎４６ー４７３７)

お願いします。
【問い合わせ先】 総務課・企画担当

４６ー２１１１
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路線バスの一部で交通系
ICカードの利用が可能になりました
岩手県北バス、ＪＲバス東北の路線の一部で、交通系ＩＣカ
ードの利用が可能になりました。運賃の支払いをキャッシュレ

E d i t i o n
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ゴミ出しの注意点
ゴミ収集については、家庭ごみ収集カレンダーのとおり行い
ます。以下の点にご注意ください。

スで行うことができます。
■粗大ごみ

■対象路線
・岩手県北バス

４月から粗大ごみの収集月を偶数月に変更します。また、７

路線バス全般

(九戸線、大野線の他、南部バスでも利用可)
・ＪＲバス東北

スワロー号(二戸～久慈)など

(二戸・軽米線では利用できません)

月と１月に布団類を収集します。
布団、カーペット、じゅうたん、ブルーシート等は布団類の
収集日に１枚ごとに紐で十字に縛って出してください。

■利用可能なＩＣカード

※布団類は、指定袋に入る場合、可燃ごみとして収集しますの

・「Ｓｕｉｃａ」※などの全国相互利用サービス対象の

で、可燃ごみの収集日に出してください。
■生ごみ

交通系ＩＣカード
・地域連携交通系ＩＣカード「ｉＧＵＣＡ（イグカ）」

生ごみは、よく水を切り透明又は半透明な袋に入れて、分別
して「生ごみ」として収集日の８：３０までに出して下さい。

「ｉＧＵＣＡ」は、岩手県北バスとＪＲバス東北の路線バスで

生ごみには、「プラスチック類、ビニール類、貝がら、アルミ

使える交通系ＩＣカードです。運賃の３％が交通ポイントとし

箔、大きな野菜など」を混入しないようにご注意ください。

て付与されます。（スワロー号などはポイント対象外）

■資源ごみ等収集する曜日が変更になっている地区があります

◆販売窓口

ので、ごみ収集カレンダーをご確認のうえ、ごみ出しをお願い

・岩手県北バス

各営業所、支所

します。

・ＪＲバス東北

二戸支店

【問い合わせ先】
町民生活課・町民生活担当（☎４６ー４７３４）

【問い合わせ先】
岩手県北バス久慈営業所
ＪＲバス東北二戸支店
総務課・企画担当

(☎０１９４－５３－５２００)
(☎０１９５－２３－５２２９)

「パークゴルフ場」
シーズン券のご案内

(☎４６－４７３８)

※「Ｓｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

ハートフル・スポーツランド「パークゴルフ場」のシーズン
券の受付をおこないますので、ぜひご利用ください。

草刈り作業員募集

■申込方法

電話で「氏名・住所・連絡先」をお伝えください。

※オープン後はパークゴルフ場での受付も行います。
■業務内容

側溝の泥上げ、草刈り、道路の維持補修

■賃

月額133,400円～ 137,300円（期末手当の支給有）

金

■雇用期間

５月１日から１０月３１日まで

■勤務時間

月曜～金曜

■加入保険

健康保険及び厚生年金、雇用保険、公務災害補償

■申込期限

４月７日（木） 正午必着（郵送可）

■申込方法

履歴書を下記問い合わせ先に提出

８：３０～１７：１５

９：００～１７：００（土日祝日を除く）

■料

一般・学生：５，０００円

金

児童・生徒：１，０００円
シーズン券の受け渡しは、開園後にパークゴルフ場受付にて
料金と引き換えで行います。ハートフル・スポーツランドのオー
プンは、４月１２日（火）からの予定ですが、天候等により遅
れる場合がありますので、ご了承ください。
【問い合わせ先】

【問い合わせ先】
地域整備課・環境整備担当

■受付時間

(☎４６ー４７４１）

教育委員会事務局・生涯学習担当

(☎４６ー４７４４)

