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令和４年度　町民講座一覧

　軽米中央公民館を主会場に下記の町民講座を開催します。

　１回だけの参加も可能。参加希望の方は、事前の申し込みをお願いします。

講座・教室名(講師

名)
主な内容 開催日 会場・時間 費用・用意するもの

菊植え教室

(軽米菊の会)

菊花の育て方教室です。受講後ご

自宅で管理をしていただきます。

①５月１１日（水）

②６月９日（木）

③７月１３日（水）

④８月２４日（水）

１０：００～１２：００

①～③軽米中央公民館

ホール

④巡回指導

参加費　無料

手袋、腐葉土、鉢、
支柱、輪台

俳句教室

(俳句クラブ

「北光吟社」)

俳句クラブ「北光吟社」の俳句教

室に参加しませんか。北光吟社で

は毎月の広報かるまいに投句する

などの活動を行っています。

①５月２８日（土）

②６月２５日（土）

③７月２３日（土）

④８月２７日（土）

⑤９月２４日（土）

９：３０～１２：３０

中央公民館研修室

参加費　無料

筆記用具

書道教室

(書道クラブ)

書道の基本から、宛名書きなど実

用的なものまで自分の希望にあわ

せて教わることができます。

①５月２１日（土）

②６月４日（土）

③６月１８日（土）

④７月２日（土）

⑤７月１６日（土）

１３：００～１５：００

中央公民館研修室

参加費　無料

書道用具
（筆、下敷き、墨汁など)

絵画教室

(絵画クラブ

「遊画会」)

主に水彩画を学習します。デッサ

ンから水彩まで一年を通じて作品

作りに取り組みます。

①５月１０日（火）

②６月１４日（火）

③７月１２日（火）

④８月２３日（火）

⑤９月１３日（火）

９：００～１５：００

中央公民館研修室

参加費　無料

水彩道具

大正琴教室

(大正琴クラブ)

日本独自の楽器「大正琴」に触れ

て、簡単な曲から弾けるようになっ

てみませんか。

①５月１２日（木）

②５月２６日（木）

③６月９日（木）

④６月２３日（木）

⑤７月７日（木）

９：００～１３：００

中央公民館研修室
参加費　無料

絵手紙教室

(絵手紙愛好会)

素朴で暖かな味わいが魅力の絵手

紙。絵があまり得意でない方も気

軽に楽しめます。

①５月２０日（金）

②６月１７日（金）

③７月１５日（金）

④８月１９日（金）

⑤９月１６日（金）

１３：００～１５：００

中央公民館研修室
参加費　無料

相撲甚句教室

(相撲甚句愛好会)

相撲甚句を歌って楽しむことを基

本に、作詞にもチャレンジしてま

いります。

①５月８日（日）

②６月５日（日）

③７月３日（日）

④８月７日（日）

⑤９月４日（日）

１３：３０～１５：３０

中央公民館ホール
参加費　無料

※受講の際は、手指の消毒、マスクの着用、体調が悪い場合は参加しないなどの基本的な感染対策をお願いします。

※新型コロナウィルスの感染状況によって、日程を変更する場合があります。

【問い合わせ先】

　　教育委員会・生涯学習担当　(☎４６ー４７４４)　(FAX ４６ー３０５０)



お知らせ版413号①裏面

森林の伐採、開発には
手続きが必要です

　森林を伐採、開発する際は、事前に届出や許可申請の各種手

続きが必要となります。

　各種手続きは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

・保安林以外の森林での立木の伐採

　産業振興課・農林振興担当　（☎４６ー４７４０）

・保安林での立木の伐採や土地の形質の変更

・保安林以外の森林での１haを超える開発行為

　県北広域振興局農政部

　二戸農林振興センター林務室　(☎２６ー８０２３)

フォトコンテスト開催中！

　インスタグラムで森と水とチューリップフェスティバル

２０２２のフォトコンテストを開催しております。たくさんの

ご応募お待ちしております。

■募集期間　４月１８日(月)～５月１５日（日)

■応募方法　

・軽米町観光協会公式アカウントをフォローする

・ハッシュタグ「#軽米チューリップ２０２２」を付けて投稿

■結果発表　６月中旬

　詳しくは軽米町観光協会ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】

　軽米町観光協会事務局　(☎４６－４７４６)

４月１５日～６月１５日まで
春の農作業安全月間です！

　令和４年度　岩手県農作業安全スローガン

『 農作業　ゆとりと声かけ　二刀流 』

　春は農業機械による作業の頻度が高まり、事故が発生しやす

い時期です。一人一人が注意を払い、事故を防ぎましょう。

緑の募金を実施

　町では、環境緑化、森林保全のため、緑の募金活動を行い、

区長文書を通じて募金の取りまとめを依頼しています。

　また、小軽米・晴山各出張所、役場産業振興課（県緑化推進

委員会軽米支部の事務局）で募金をお預かりしています。

　積極的なご協力をお願いいたします。

　皆さんから寄せられた「緑の募金」を活用し、緑化推進活動

を実施する団体の取組みを支援します。

　地域での植栽・植林の際には、予算の範囲内で苗木購入費用

などの助成を行いますので、ご希望の団体は下記までお問合せ

下さい。

■活動期間　緑の募金期間　５月３１日（火）まで

■募金目標　１世帯当たり　１００円

※各行政区の募金額は広報かるまいお知らせ版で公表します。

【問い合わせ先】

　産業振興課・農林振興担当　(☎４６－４７４０)

浄化槽設置費用の
補助金について

　町では、生活排水処理の水洗化による生活環境の向上と河川

環境の保全を目指しています。

　公共下水道事業認可区域内にお住いの方は、「公共下水道へ

の接続」をお願いします。

　「認可区域外の地域の方」は、「合併処理浄化槽の設置」に

よる水洗化をご検討ください。合併浄化槽を設置する際は、設

置に要する費用の一部補助を行っています。

　合併処理浄化槽設置工事の際は、県知事の登録を受けた浄化

槽工事業者までご相談ください。

■補助内容

用途 一般住宅

補助の対象と
なる方

・公共下水道の事業認可区域外の方で、町内
の専用住宅などへ合併処理浄化槽の設置を行
う方

補助を受けら
れない方

・補助申請の前に浄化槽を設置または工事に
着手した方
・建築確認または浄化槽法に基づいた届出審
査を受けずに浄化槽を設置した方
・申請した年度内に工事が完了しない方
・借家の方で、家主の承諾が無い方
・販売目的の住宅を建築する方

補助限度額
（人槽区分）

５人槽 ３５２,０００円
７人槽 ４４１,０００円

１０人槽
(２世帯住宅)

５８８,０００円

受付予定期間 令和４年１０月頃まで

【問い合わせ先】

　地域整備課・上下水道担当　(☎４６ー４７４２)

ごみの出し方について

　生ごみは、よく水を切って透明又は半透明な袋に入れて、分

別し「生ごみ」として収集日の８：３０までに出して下さい。

　布団類（布団、絨毯、シート等）を指定袋に入れて出す場合

は、粗大ごみの日に出してください。

　指定袋に入らない布団類は、７月と１月の布団類の日に出し

てください。みなさんのご協力をお願いします。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当（☎４６―４７３４）
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計画段階環境配慮書の
縦覧について

　インベナジー・ウインド合同会社が計画している「（仮称）

西久慈風力発電事業」について、計画段階環境配慮書を縦覧及

び意見書箱の設置をします。

■縦覧書類：(仮称)西久慈風力発電事業　計画段階環境配慮書

■縦覧場所：役場町民ホール、小軽米出張所

■縦覧期間：５月１０日（火）～６月８日（水）

【問い合わせ先】

　インベナジー・ウインド合同会社

(☎０３ー６２６１ー１３４５)

　再生可能エネルギー推進室　(☎４６ー２１１５)

薪ストーブ等の購入に補助金

　２万円以上の薪ストーブ、ペレットストーブ等を購入し設置

する際に、補助金を交付します。

　※ストーブ等を購入する前に申請を行ってください

　補助金は、申請書を審査し決定します。

■補 助 率　費用の２分の１以内（限度額１０万円）

■対象期間　令和５年３月３１日まで

【問い合わせ先】　産業振興課・農林振興担当

　(☎４６ー４７４０)

コロナワクチン
３回目接種について

　健康ふれあいセンターでの３回目接種は５月で終了見込みと

なっています。３回目接種を希望する方は、早めに予約をお願

いします。空き状況については予約時にご確認ください。

■実施日程

３回目接種　５月１１日(水) ５月１３日(金) ５月１７日(火)

　　　　　　５月２２日(日) ５月２７日(金)

※３回目接種は、２回目から６ヵ月経過後に接種できます。

■場所

　健康ふれあいセンター（県立軽米病院となり）

■予約方法

①インターネット予約（２４時間対応）

ＱＲコードまたは軽米町ホームページ内のこちらのイラストか

ら予約可能です。

②電話予約・相談

軽米町コロナワクチン予約相談センター

☎０１２０ー０２４ー０５８（平日 ９：００～１７：００）

③来所して予約

上記①②での予約が困難な方は、健康ふれあいセンターで受付

します。

受付時間　平日９：００～１１：００

【問い合わせ先】

　健康福祉課・健康づくり担当　(☎４６ー４１１１)

５月は軽自動車税の納期です

■課税される車両

　軽自動車税は、毎年４月１日現在、軽米町に「主たる定置

場」がある軽自動車（原付、小型特殊自動車、軽自動車、二輪

の小型自動車）の所有者などに課税されます。

　納税通知書は５月２日に発送します。

■登録・廃車手続き

　軽米町ナンバーの付いている車両（原付、小型特殊自動車）

は税務会計課で、岩手ナンバーの車両（軽自動車、二輪の小型

自動車）は軽自動車協会などで手続きできます。異動があった

場合は忘れずに手続きをしてください。

■軽自動車税の減免

　障がい者の方が所有する軽自動車などは、軽自動車税が減免

になる場合があります。該当すると思われる方は、５月３１日

（火）までに税務会計課へ申請をしてください。

　自動車税種別割（県税）と重複して減免申請することはでき

ません。

▶申請に必要なもの

①納税通知書　　②障がい者手帳　③運転者の運転免許証　

④納税者の身分証明書（マイナンバーカード等）

【問い合わせ先】

　税務会計課・課税担当　(☎４６ー４７３７)
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令和４年度  やまなみ号の運行日程

巡回場所 巡回時間 巡回日

晴山出張所 ９:３０～９:５０
５月１１日(水)

６月８日(水)

７月６日(水)

９月７日(水)

１０月５日(水)

１１月９日(水)

１２月１４日(水)

１月２５日(水)

３月１日(水)

晴山保育園 １０:００～１０:４０

太陽の里 １２:２０～１２:４０

晴山小学校 １３:１０～１３:４０

太陽荘 １３:５０～１４:１５

くつろぎの家 １４:２５～１４:５０

読書グループ平様宅 １５:００～１５:３０

晴山地区消防屯所
※奇数月のみ巡回

１５:４０～１６:００

巡回場所 巡回時間 巡回日

地域活動支援センターふれあい ９:３０～９:５０

５月１２日(木)

６月９日(木)

７月７日(木)

９月８日(木)

１０月６日(木)

１１月１０日(木)

１２月１５日(木)

１月２６日(木)

３月２日(木)

読書グループ湯川様宅 １０:０５～１０:２５

デイサービスせせらぎ
※奇数月のみ巡回

１０:４０～１１:００

健康ふれあいセンター
※奇数月のみ巡回

１１:２０～１１:３０

山内地区交流センター １３：３０～１３：５０

グループホーム花の里かるまい
※奇数月のみ巡回

１４:１０～１４:３０

いちい荘
※奇数月のみ巡回

１４:４０～１５:００

〇晴山方面　

〇小軽米方面

〇笹渡方面　

利用案内

■貸出冊数　個人=１人１０冊まで　団体=１団体５０冊

■貸出期間　次の巡回まで

※利用したい図書がある場合は、前日までにご連絡ください。

【問い合わせ先】　

　町立図書館　(☎４６ー４３３３)

巡回場所 巡回時間 巡回日

小軽米小学校 １０:１５～１０:４５ ５月１３日(金)

６月１０日(金)

７月８日(金)

９月９日(金)

１０月７日(金)

１１月１１日(金)

１２月１６日(金)

１月２７日(金)

３月３日(金)

小軽米保育園 １０:５５～１１:１５

花の里かるまい １１:３０～１１:５０

就労継続支援Ｂ型事業所こぶし １３:３０～１４:００

ピヨピヨ広場(青少年ホーム) １４:１０～１４:３０

花のまち軽米こども園 １４:５０～１５:２０

漏水調査・消火栓点検について

　水道事業所では、道路に埋設されている水道管から宅地内水

道メーターまでの漏水調査と各地区に設置されている消火栓の

点検を行います。調査期間は随時となりますので、みなさまの

ご理解とご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　

※町で調査を委託している調査員は、「身分証明書」(名札)を

必ず携行しています。

※調査員は、所有者の承諾無しに建物の中に入ることはありま

せん。

　不審と思われた場合などは、名札の提示を求めていただく

か、軽米町水道事業所までご連絡ください。

【問い合わせ先】　水道事業所（☎４６ー４７４２）

ご家庭のチューリップ花壇の
写真を募集します

　町では、花のあふれるまちを目指し、花いっぱい運動を推進

しています。

　今年は、ご家庭のチューリップ花壇の写真展示を行います。

　どなたでも応募できますので、お気軽にご応募ください。

■応募方法

①役場に持参

　持参する場合Ｌ版程度の大きさに印刷しご持参ください。

②データ送信

　メールに写真を添付し、本文に住所、氏名、電話番号を記入

し、下記メールアドレスあてに送信してください。　　　　　

　　　　

■応募締切　　５月１８日（水）

※写真は返却しません。

　応募いただいた方へは記念品を差し上げます。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当　(☎４６ー４７３４)

　cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp
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令和４年度　婦人検診のご案内

　「子宮頸がん検診」「乳がん検診」「骨粗鬆症予防健診」を行います。

　対象となる方には直接通知していますが、対象以外の方で受診

を希望する方は健康ふれあいセンターまでお問い合わせください。

①集団検診

日程 受付時間 会場

５月１２日(木)
９：３０～１１：００ 晴山公民館

１３：３０～１５：００ 山内地区交流センター

５月１３日(金)
９：３０～１１：００ 小軽米生活改善センター

１３：３０～１５：００ 笹渡農業構造センター

５月１４日(土)
９：３０～１１：００

農村環境改善センター
１３：３０～１５：００

５月１５日(日)
９：３０～１１：００

１３：３０～１５：００

②個別検診　

■実施期間：７月１日から１２月２８日まで

　　　　　　(６月１日から予約できます。)

■検診機関

〇八戸西健診プラザ　〔対象：乳がん・子宮頸がん検診〕

(☎０１７８ー２１ー１７１７)

　受付日時：月～金８：００～１６：３０

　　　　　　土曜　８：００～１１：３０（祝祭日を除く）

〇青森労災病院　〔対象：乳がん検診〕

(☎０１７８ー３３ー１５５１)

　受付日時：月～金１０：００～ 1７：００（祝祭日を除く）

【問い合わせ先】健康ふれあいセンター　(☎４６ー４１１１)


