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令和５年度採用の町職員を募集

■試験内容

　○１次試験　７月１０日(日)　１０:００～１６:００

　　　　　　　筆記試験（教養・専門・作文）　

　○２次試験　面接試験（９月中旬予定）

■申込方法

　役場２階総務課にて交付

　町ホームページ内のリンクからWebフォームにて申請

　※ホームページへは右のQRコードからアクセスできます

　※WEBフォームでの請求は６月１０日（金）まで

　

■申込期限　６月１６日(木)  １７：１５必着

【問い合わせ先】　役場総務課・総務担当　(☎４６ー４７３８)

採用職種 採用人員 受験資格

保育士 若干名

昭和６３年４月２日以降に生まれた方で、保育

士の資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する方

または令和４年度中に実施される試験において

取得見込みの方

■採用職種・採用人員

※一般事務は９月に実施する採用試験で募集します。

かるまい交流駅（仮称）の
名称、愛称を募集します

　令和５年７月末に完成予定の「かるまい交流駅（仮称）」の

正式名称、愛称を募集します。

　かるまい交流駅（仮称）は中央公民館、図書館の建替えに併

せて、子育て支援機能等を備えた多世代が多目的に交流できる

施設として建設しています。

　詳しくはホームページまたは産業振興課商工観光担当へお問

い合わせください。

■応募締切：令和４年６月２４日（金）

【問い合わせ先】

　産業振興課・商工観光担当（☎４６－４７４６）

折爪岳山開き登山及び
森林ウォーキングについて

　折爪岳振興協議会の事業の一環として行っていた山開き登山

及び森林ウォーキングは、ヒメボタルの保存と活用の観点か

ら、町内の児童生徒を対象とした学習体験型イベントに移行す

ることとなりましたので、今年度のイベントとしての登山は行

わないことといたしました。

　個人での登山は可能ですので、安全に登山をお楽しみくださ

い。

【問い合わせ先】

　産業振興課・商工観光担当　(☎４６－４７４６)

かるまいテレビの放送時間が
６月１日から変わります

■通常の放送

・偶数時台　かるまいニュースジャーナル（イベント番組含）

・奇数時台　健康体操など

・１０：００、１５：００、２０：００の時間帯は、軽米町議

　会本会議を放送する場合があります。

※番組編成は町ホームページ、テレビの番組表からもご覧にな

　れます。

【問い合わせ先】　総務課・企画担当　(☎４６－２１１１)

いわて木づかい住宅
促進事業のご案内

■事業の内容　　

　県産木材の利用を促進するため、県産木材を使用した住宅の

新築やリフォームを実施した場合に補助金を交付いたします。

■新築住宅

　県内に自ら居住するため、金融機関から住宅ローンの貸付を

受けて住宅を新築する方

　最大　１００万円補助

■リフォーム

　県内に自ら居住するため、住宅をリフォームする方

　最大　４５万円補助　

※予算の範囲内で補助を行います。予算がなくなり次第、受付

　を終了いたします。

【問い合わせ先】

　岩手県林業振興課　　　　　(☎０１９－６２９－５７７２)

　岩手県木材産業協同組合　　(☎０１９－６２４－２１４１)



お知らせ版415号①裏面

耐震診断を受けませんか

■対象となる木造住宅

　次のすべての要件を満たす住宅が対象になります。

①昭和５６年５月３１日以前に着工され建てられた住宅である

　こと。(昭和５６年６月１日以降に増築を行った住宅は対象

　外となります。)

②平屋建て又は２階建ての一戸建て住宅であること。

③木造軸組工法（在来工法）で建てられた住宅であること。

（枠組壁工法、丸太組工法等は対象外となります。）

■募集期間及び募集戸数

　募集戸数：５戸（随時募集中）

■耐震診断の料金

　１棟あたりの自己負担額　３，０００円

　(料金３０，８５０円の内２７，８５０円を町が負担)

　耐震診断は、県が認定した「岩手県木造住宅耐震診断士」が

診断します。

　耐震診断を実施し、判定地が１．０未満と診断された住宅

は、判定地を１．０以上にする耐震改修工事について、対象経

費の２分の１以内で６０万円を限度とする助成制度もありま

す。お気軽にご相談下さい。

【問い合わせ先】

　地域整備課・環境整備担当(☎４６－４７４１)

二戸地方ワンストップ
就農相談会のお知らせ

　二戸地方で就農等を希望するみなさんを対象に、栽培品目の

特徴、就農等に必要となる研修や農地・資金などに係る支援策

について、個別相談を行います。

　また、就農されている方の新たな栽培品目の導入に係る相談

も行います。相談には、二戸地方農林水産振興協議会担当者が

対応します。みなさん、ぜひ御参加ください。

■対象者

　二戸地方で就農を希望する方

　新たな栽培品目の導入を考えている二戸地方の農業者など

■日　時

　令和４年５月～令和５年２月　毎月第３水曜日

　１３：００～１６：００

■場　所

　二戸地区合同庁舎　会議室（二戸市石切所字荷渡６-３）

※会議室は受付次第ご連絡いたします。

■申込方法

　予約制（開催日の２日前までに、お申し込みください）

【問い合わせ先】

　二戸地方農林水産振興協議会事務局

　(☎０１９５ー２３ー９２３１)

　詳しい情報は、軽米町ホームページで確認できます

　　　

町営住宅の入居者を募集

■入居資格

① 現在同居、または同居しようとする親族がいて、住宅に困窮し

ていること。

※６０歳以上の方、障害をお持ちの方は単身入居ができる場合  

　があります。

② 入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定められた基準

内であること。

③町税などを滞納していないこと。

④ 申込及び同居しようとする人が暴力団員でないこと。

■入居時期　令和４年７月上旬頃

■申込方法

　地域整備課で申請書類をお受け取りください。申し込みには、

個人番号（マイナンバー）の提供が必要です。提供いただけない

場合、所得課税扶養証明書、住民票などが必要になります。

■募集期間　

　５月２６日（木）～６月９日（木）　９:００～１７:００

※複数の申し込みはできません。

※入居希望者が多い場合には抽選となります。

※ 入居の際には敷金の納付（家賃３カ月分）、連帯保証人（２人）

の所得証明書、印鑑登録証明書が必要です。

【問い合わせ先】

　地域整備課・環境整備担当　(☎４６ー４７４１)

町営住宅名 規格 床面積等 家賃（月額） 形式

町営新萩田住宅１６号

（軽米町大字軽米２ー２５ー１）
２ＬＤＫ

７４.４１㎡

（平成１２年度建築）
１６,９００円～２５,２００円（４段階） １戸建

町営新萩田住宅１９号

（軽米町大字軽米２ー２５ー１）
２ＬＤＫ

７４.８４㎡

（平成１２年度建築）
１７,０００円～２５,３００円（４段階） １戸建

町営下向川原住宅２号

（軽米町大字上舘１９ー１６）
２ＬＤＫ

７４.７２㎡

（平成１９年度建築）
２１,６００円～３２,２００円（４段階） １戸建

■募集住宅
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新型コロナワクチン
接種のご案内

　接種する機会が少なくなってきておりますので、是非今回の

接種をご検討ください。

■接種日：６月２４日（金）、７月１５日（金）

　下記に該当する方が接種を受けられます。

・１２歳以上の方で接種を希望する方（１回目、２回目、３回

　目いずれも可）

・１２歳になった方で接種をまだ１度も受けたことが無い方

　予約の際は接種間隔、接種記録をご確認ください。

※接種間隔について

　２回目接種：１回目接種から３週間後

　３回目接種：２回目接種から６ヵ月経過後

■接種場所：軽米町健康ふれあいセンター

■予約方法

①インターネット予約（２４時間対応）

　１回目、３回目の接種の方は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回目の接種をご希望の方は、電話予約のみとなります。

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

（仮称）脱炭素地域創造協議会
委員を募集します

　地球温暖化対策実行計画(区域施策編)や脱炭素先行地域計画

の策定を目指して町の活性化に取り組んでいます。

　協議会は計画に関する事項などを協議していただきます。

■参加資格：地球温暖化対策実行計画や脱炭素先行地域計画に 

　　　　　　関心があり、１８歳以上の町民（４月１日時点）

■任　　期：委嘱の日から２年（予定）

■活動内容：年３～４回程度会議を開催し、ご意見、ご提言を

　　　　　　いただきます。

■応募方法：応募用紙に必要事項を記入し提出(用紙は、町の

　　　　　　ホームページか、再生可能エネルギー推進室へ)

■募集締切：６月８日(水)１７：００

■募集人員：２名（応募多数の場合は、抽選）

【問い合わせ先】

　再生可能エネルギー推進室　(☎４６－２１１５)

地域福祉相談会開催の
お知らせ

■日時：令和４年６月１６日（木）１０：００～１２：００

■場所：軽米町農村環境改善センター　２階会議室 

■担当：二戸地域委託相談支援センターの相談員

　　　　つくし相談支援事業所の相談員

【問い合わせ先】

　二戸地域委託相談支援センター

（☎０１９５ー２３ー６６０８）

　つくし相談支援事業所　　（☎０１９５ー４３ー３２０１）

　健康福祉課・福祉担当　　（☎４６ー４７３６）

ひとり親家庭無料法律
相談会開催のお知らせ

■日時：６月２９日（水）１０：００～１５：００

■場所：県北広域振興局　二戸地区合同庁舎

　　　　二戸保健福祉環境センター　２階　相談室

■対象：ひとり親家庭の母子、父子の方等

■費用：無料

【問い合わせ先】

　二戸保健福祉環境センター　(☎０１９５ー２３ー９２１７)

　岩手県母子寡婦福祉連合会　(☎０１９ー６２３ー８５３９)

新型コロナワクチン
４回目接種について

　国の方針により、４回目接種の対象者は６０歳以上の方、基

礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める

方となりました。接種間隔は３回目接種後、５ヵ月となりま

す。接種日程、接種券の発送等については、決まり次第ホーム

ページ、広報お知らせ版等でご案内します。

【問い合わせ先】

　健康福祉課・健康づくり担当　(☎４６ー４１１１)



お知らせ版415号②裏面

土砂災害に注意しましょう

　これから大雨の季節を迎えますが、土砂災害から身を守るた

め、あらかじめ自宅周辺の土砂災害の危険性や避難経路、避難

情報の入手方法などを確認し、いざというときに備えましょ

う。また、避難にあたっては、周りの人と声を掛け合い、明る

いうちに避難しましょう。

■岩手県の土砂災害に関するサイト 

（それぞれ右のQRコードからも確認できます。）

○ 岩手県の土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況 

　http://www2.pref.iwate.jp/~hp0607/

○ 岩手県土砂災害警戒情報システム 

（土砂災害の危険度情報） 

　http://sabo.pref.iwate.jp/

【問い合わせ先】

　二戸土木センター　 　　(☎０１９５ー２３ー９２０９)

　岩手県県土整備部・砂防災害課

(☎０１９ー６２９ー５９２２)

　総務課・総務担当　　　　　　　　　　(☎４６ー４７３８)

高齢者及び障がい者にやさしい
住まいづくり事業について

　要援護高齢者や重度身体障がい者の自立支援と介護の負担軽

減などを図るため、住宅改修をする場合に必要な経費に対し、

補助金を交付します。

■対象者

①介護保険法に規定する要介護・要支援の認定を受けている方

がいる世帯

②下肢・体幹機能障害による身体障害者手帳１～３級を所持し

ている方がいる世帯

■事業の内容

　対象者が居住する住宅のトイレ、浴室などの改善、床面の段

差解消、手すりの設置など、日常動作及び介護動作の向上が認

められる場合に、その経費の一部を補助します。

■補助額　　　上限額４０万円以内で規定により決定

■申込期間　　６月１日（水）～６月３０日（木）

■その他

・令和５年１月末までに完了する改修が対象となります。

・受付期間内であっても、予算額を超える申込があった時点で

　受付を締め切らせていただきますので、ご了承ください。

・世帯の合計所得金額が基準を越えている場合や新築・増築の

　場合、既に改修済の住宅など、内容によっては対象外となる

　場合があります。詳しくは下記までお問合せください。

【問い合わせ先】健康福祉課・福祉担当　(☎４６ー４７３６)

町民文化祭「さつき・盆栽展」
「町民作品展」を開催

　町内のさつき・盆栽の愛好家でつくる「緑樹会」のみなさん

が、丹精こめて育てたさつきなどの展示と、文化協会会員や町

民講座受講生の書道や写真等の作品展を開催します。

　入場無料です。お誘い合わせのうえ、お気軽にご来場くださ

い。

■日時：６月１１日（土）　９：００～１６：００

　　　　６月１２日（日）　９：００～１６：００

■会場：中央公民館

【問い合わせ先】教育委員会事務局・生涯学習担当

(☎４６－４７４４)


