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　平成 30 年１月 16 日発行   〈まちの広報紙〉

役場からのお知らせ
　発行／矢巾町　　編集／矢巾町役場企画財政課

　　〒 028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第 13 地割 123 番地　

　　　（☎ 697-2111 ／ FAX 697-3700）

　　矢巾町ホームページ    http : //www . town . yahaba . iwate . jp

　　※町へのお問い合わせは、ホームページ内の「メールでのお問い合わせ」からお寄せください。

浄化槽保守点検の

補助金申請を忘れずに

悩まずすぐに相談

シルバー 110 番

ビーズでブローチを

作りませんか？

　浄化槽の使用者は、機能を維

持するために保守点検や清掃、

法定検査を実施する必要があり

ます。

　町では、浄化槽を設置してか

ら 10 年までの方を対象に、浄

化槽の保守点検にかかった費用

の一部を補助金として交付して

います。平成 29 年度分の申請

は 3 月 15 日㈭までです。対象

となる方は忘れずに申請してく

ださい。

▲

問い合わせ　役場上下水道課

下水道係（☎ 611-2566）

　岩手県高齢者総合支援セン

ターでは、高齢者なんでも相談

「シルバー 110 番」を設置して

います。生活で抱えている悩み

ごとや、法律・人生・認知症な

ど専門分野も相談可能です。

　相談無料で秘密厳守ですの

で、一人で悩まずお気軽にご相

談ください。

▼相談電話　☎ 0120-84-8584

▼相談時間　月曜日～金曜日の

午前９時～午後５時

※専門分野の相談は要予約、土

日・祝日・年末年始は休みです。

　やはぱーくの図書センターで

は、安全ピンとビーズだけでか

わいいブローチを作るイベント

を開催します。

▼日時　２月４日㈰

▼募集人数　10 人（小学 3 年

生以上）

▼参加料　100 円

▼持ち物　特に必要ありません。

▼申し込み　１月 18 日㈭から

図書センターの窓口、または電

話で申込受付をします。

▼問い合わせ　図書センター

( やはぱーく内☎ 656-6620)

◆休日救急当番医　（紫波・矢巾の医療機関を利用する際は、事前に電話連絡をお願いします）

月日 矢巾・紫波 盛岡（内科） 盛岡（外科・整形外科） 盛岡（小児科） 歯科

1/21

（日）

八木クリニック

流通センター南 ☎639-8722

ちだ内科・外科クリニック

東安庭 ☎ 604-3755

たにむらクリニック

本宮 ☎ 601-2990

前多小児科クリニック

盛岡駅前通 ☎ 601-7478
－

1/28

（日）

紫波皮フ科医院

日詰 ☎ 672-5134

本宮 C クリニック

向中野 ☎ 631-2381

けやき整形外科クリニック

上田 ☎ 656-1677

寺井小児科医院

山王町 ☎ 623-8249

むらやま歯科医院

藤沢 ☎ 601-9242

2/4

（日）

紫波中央小児科

紫波中央駅前 ☎672-1110

あべ菜園内科クリニック

菜園 ☎ 623-7000

見前ファミリークリニック

三本柳 ☎ 632-6300

菅野小児科医院

山岸 ☎ 622-4448
－

※休日救急当番医の診療時間は午前９時から午後５時までです。なお歯科休日救急当番医については午前９時から正午までです。

◇夜間急患診療所（午後７時～午後 11 時）盛岡市神明町 ☎ 654-1080　◇高度救命救急センター 盛岡市内丸 ☎ 651-5111

■休日救急当番医・救急病院が確認できるホームページ　http ://www . med － info . pref . iwate . jp/

■休日当番薬局が確認できるホームページ  http://www. iwayaku . or . jp/to_citizens/holiday/shiya . html
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保育士の再就職に向けて

皆さんで語りませんか

お気軽交流はいかが？

「女性のつどい」開催

２月 14 日まで駅前の

字界変更案を縦覧

　岩手県保育士・保育所支援セ

ンターでは、カフェ形式で保育

士同士が情報交換をする「ほい

くしカフェ」を設けています。

再就職に向けて不安なことや知

りたいことを皆さんで語り合っ

てみませんか。

▼日時　2 月 5 日㈪

▼場所　ふれあいランド岩手

▼対象　保育士資格を持ち、現

在保育士として働いていない方

▼参加料　無料

▼申し込み　２月１日㈭正午ま

でに、岩手県社会福祉協議会　

保育士・保育所支援センター（☎

637-4544）へ電話でお申し込

みください。

　町女性教育連絡協議会では、

地域課題を女性ならではの視点

で見つめ直す「女性のつどい」

を開催します。今回のテーマは

「子ども食堂」で、内容は講演会

と交流会です。

　どなたでも参加できますので

皆さんお気軽にご来場くださ

い。※入場無料・事前申込不要

▼日時　2 月 10 日㈯午後 1 時

30 分～午後 3 時 30 分（受付午

後 1 時）

▼場所　町公民館３階 大研修室

▼内容　子ども食堂について

▼講師　ＮＰＯ法人インクルいわて

▼問い合わせ　同協議会事務局

（社会教育課内☎ 611-2852）

　矢幅駅前地区土地区画整理事

業の換地計画作成のため「字界

の変更案」を縦覧します。

▼縦覧期間　１月 17 日㈬～２

月 14 日㈬の午前８時 30 分～午

後５時 15 分

※土日・祝日は除く

▼縦覧場所　役場 2 階　道路都

市課、町ホームページ

▼意見書の提出　ご意見がある

方は２月 14 日㈬の午後５時 15

分までに、役場道路都市課に書

面で意見書の提出をお願いしま

す。※様式などはありません。

▼問い合わせ　役場道路都市

課区画整理係（☎ 611-2623、

2624）

「耳の日」にちなんでい

専門医による無料相談

家畜所有者は忘れずに

飼養状況報告書を提出しましょう

　（一社）日本耳鼻咽喉科学会岩

手県地方部会では、毎年 3 月 3

日の「耳の日」にちなんで、専門

医による無料相談会を開催しま

す。今年で25回目の開催を迎え、

毎年 100 人以上の方が来場して

います。事前予約は不要ですの

で、お気軽にご来場ください。

▲

日 時　2 月 25 日㈰午 前 10

時～午後 1 時

▲

場所　「大通会館リリオ」（盛

岡市大通 1 丁目 11-8）

▲

内容　専門医による難聴や耳

鳴り、補聴器に関する医療相談

▲

問い合わせ　同部会事務局

（岩手医科大学耳鼻咽喉科内、

☎ 651-5111 内線 6804）

　家畜を所有している方は、法律に基づき毎年飼養状況を報告す

る必要があります。「平成 30 年分の報告書」を忘れずに提出しま

しょう。※報告様式は家畜保健衛生所や役場産業振興課で配布

▼報告期限と家畜の種類

４月 15 日までに報告する家畜 6 月 15 日までに報告する家畜
牛、鹿、めん羊、ヤギ、豚、イ
ノシシ、馬

鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョ
ウ、ほろほろ鳥、七面鳥

※愛玩用（ペット）として所有している方も報告が必要です。

▼報告内容　平成 30 年 2 月 1 日時点の飼養状況報告と畜舎の平

面図の提出※平面図の提出は、畜舎の状況が前回の報告から変更

がない場合省略可能です。

▼提出方法　次の３つの方法があります。

①家畜保健衛生所へ郵送、持参またはファックスで提出する。

②役場産業振興課または農協家畜担当窓口に持参し提出する。

③家きん飼養者は家畜保健衛生所から送付された往復はがきを返

送する。

▼問い合わせ　中央家畜保健衛生所（☎ 688-4111、FAX688-

4012）



入居者と大家さんが

幸せになる勉強会

森林づくりにご意見を

国有林モニターを募集

県政へのご意見を

モニター募集中！

　矢巾町商工会では、大家業を

営む方の情報や知識の不足から

起こる課題や問題を事前に防止

し、健全な経営を実現していく

ための勉強会を開催していま

す。第３回目は町内で大家業を

営む方を講師に迎え、入居者と

ともに“幸せ”になれる賃貸住

宅のあり方を学びます。

▼開催日　１月 25 日㈭勉強会午

後６時～、懇親会午後８時 30 分～

▼場所　やはぱーく

▼定員　40 人※懇親会参加費

３千円 ( 商工会員２千円 )

▼申し込み・問い合わせ　1 月

22 日㈪までに矢巾町商工会（☎

697-5111) へ。

　東北森林管理局では、皆さん

の声を国有林の管理・経営に役

立てていくため、国有林モニ

ターを募集します。

▼募集人数　48 人程度

▼応募締切日　２月９日㈮

▼任期　平成 30 年４月から平

成 32 年３月までの２年間

▼内容　アンケートへの回答、

現地見学会や国有林モニター会

議への出席など

▼申し込み・問い合わせ　応募

方法など詳しくは、東北森林管

理 局 企 画 調 整 課（☎ 018-836-

2228）、または同局ホームペー

ジ（http://www.rinya .maff .

go.jp/tohoku/）をご覧ください。

　県では、県政に関するアン

ケート（年 10 回程度）に回答

するモニターを募集していま

す。任期は平成 30 年４月から

２年間でアンケート回答者には

謝礼品（年１回）を進呈します。

　応募資格は県内在住の 20 歳

以上（公務員など除く）の方で、

募集人数は 200 人です。

　申し込みは、はがき、ファッ

クス、電子メールに必要事項を

記入し、２月 28 日㈬までに県

庁広聴広報課へお申し込みくだ

さい。

▼問い合わせ　詳しくは、県庁

広聴広報課（☎ 629-5281）、ま

たは県ホームページへ。

東北税理士会盛岡支部主催の無料相談会

お気軽にご利用ください

２月は相続登記手続きの

確認をしましょう！

　東北税理士会盛岡支部では、下記の無料相談会を開催します。

お気軽にご利用ください。

 ①年金及び給与所得者の還付申告相談会（予約不要） 

▲

対象　年金・給与所得者で医療費控除などの還付申告をする方

▲

日時　２月３日㈯、４日㈰　午前 10 時～午後４時（受け付け

は午後３時まで）

▲

場所　Nanak（ななっく）7 階ホール（盛岡市中ノ橋通１丁目）

▲

持参書類　給与や年金の源泉徴収票、社会保険料納付額が分か

るもの、医療費の領収書、還付税金の振込先金融機関と口座番号

が分かるもの（申告者本人名義）、印鑑など

 ②確定申告期の税務相談会（要予約） 

▲

日時　1 月 29 日㈪～３月９日㈮ （土日・祝日を除く）の 午後

1 時 30 分～午後４時 30 分（１人 30 分以内）　

▲

場所　岩手県税理士会館（盛岡市大沢川原３丁目 7-3）

▲

注意　電話での税務相談は行いません。税理士による書類の作

成は行いません。

 ②の予約・問い合わせ 　東北税理士会盛岡支部（☎ 622-5160）

　岩手県司法書士会では、毎年２

月を「相続登記はお済みですか月

間」とし、司法書士が無料相談

を行います。詳しくは同会（☎

622-3372）へご連絡ください。

 特設無料相談所（予約不要） 

▼日時　２月中の毎週金曜日、

午前 10 時～正午

▼場所　岩手県司法書士会館

（盛岡市本町通２丁目 12-18）

 司法書士事務所の無料相談（要予約） 

▼日時　２月１日～ 28 日※土

日・祝日は除く

▼場所　県内の各司法書士事務所

※予約は各事務所で受け付けます。

 無料の電話相談 

▼相談電話　☎ 0120-823-815

3
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町内の求人情報

（12 ／28までの登録分）

不法投棄は犯罪です！

地域の自然を守りましょう

■企業名（就業場所）①職種②年齢③求人

数④賃金⑤求人番号⑥必要資格など

■丸大運輸㈱（広宮沢）

①２㌧・３㌧車運転手（正社員）② 59 歳

以下③５人④ 204,000 円～ 250,000 円⑤

03010-29374271 ⑥中型免許（８㌧限定可）

■㈱ＧＬＳ（下矢次）

①介護タクシー乗務員（正社員）②不問③

１人④ 132,480 円～ 170,000 円⑤ 03010-

29248671 ⑥普通自動車２種免許、ホーム

ヘルパー２級以上

■合同会社なでしこ（南矢幅）

①介護職員（正社員）② 59 歳以下③１

人 ④ 143,000 円 ～ 165,000 円 ⑤ 03010-

29186471 ⑥ヘルパー２級以上・介護福祉

士・介護職員基礎研修修了者のいずれかあ

れば可

■㈱ＪＡシンセラ（又兵エ新田）

①ホールスタッフ（正社員以外、盛岡・

紫波に転勤の可能性あり）②不問③１人

④ 129,000 円 ～ 145,000 円 ⑤ 03010-

29719971 ⑥普免（ＡＴ限定不可）

■新潟運輸㈱ 盛岡支店（広宮沢）

①セールスドライバー（正社員）② 59 歳

以下③１人④ 180,000 円～ 205,000 円⑤

03010-29731771 ⑥中型免許、フォーク

リフト免許あればなお可

■㈲中谷地写真館（又兵エ新田）

①写真撮影・スタジオ撮影補助（正社

員）② 59 歳以下③２人④ 130,000 円～

150,000 円⑤ 03010-29695271 ⑥普免

■やはば産婦人科（藤沢）

①看護助手（正社員）② 64 歳以下③１

人 ④ 160,000 円 ～ 170,000 円 ⑤ 03010-

29699371

■盛岡日産モーター㈱（高田）

①自動車整備士（正社員）② 59 歳以下③

１人④ 144,000 円～ 230,000 円⑤ 03010-

29978771 ⑥普免（ＡＴ限定不可）

■㈱サクラダ盛岡営業所（流通センター南）

①配送員（正社員）② 59 歳以下③２人

④ 140,000 円 ～ 170,000 円 ⑤ 03010-

29887471 ⑥中型免許（ＡＴ限定不可）

　11 月 14 日に盛岡森林管理署、盛岡広域振興局、青森林業土木

協会、町の４者で地域の美しい森林や自然を守るため、県道矢巾

西安庭線南昌第２トンネル付近で「不法投棄防止クリーン活動」

を実施しごみの回収をしました。

　 こ の 日 回 収 し た 量 は、 燃 や せ る ご み

340kg、大形・不燃ごみ 150kg でした。

主に家電製品や家庭ごみ、自動車部品、タ

イヤが多く捨てられていました。

　町では 4 月から 11 月までの間に不法投棄防止パトロールを実

施し、期間内に回収した総量は 575kg でした（昨年は 1,385kg）。

 不法投棄は犯罪です！ 

　不法投棄をした者は、懲役５年以下もしくは 1,000 万円以下の

罰金（法人は３億円以下）、またはその両方が科されます。法人の

場合は、その法人と従業員などに対しても罰金刑が科されます。

　町では犯人が分かり次第、関係各署と連携して厳しく対応しま

す。自然保護と不法投棄撲滅に皆さんご協力ください。

　不法投棄を発見したら役場住民課環境係（☎ 611-2506）へ。

小児救急入院の i

受入病院（２月） 

目指せ！ナンバーワン

雪だるまコンテスト開催

【受付時間】土曜午後１時（祝日の土
曜は午前９時）～午後 5 時

病　院　名 担当日

もりおかこども病院
（上田字松屋敷）☎ 662-5656

 3, 10, 17, 24

【受付時間】午後５時～翌日午前９時

岩手県立中央病院
（上田）☎ 653-1151

 4, 8, 14, 16, 18

 19, 21, 23, 25, 27

岩手医科大学附属病院
（内丸）☎ 651-5111

 1, 3, 5, 7, 9, 10

 11, 15, 17, 22

 24, 26, 28

盛岡赤十字病院
（三本柳）☎ 637-3111

 2, 12

川久保病院
（津志田）☎ 635-1305

 6,　13,　20

※夜間（午後７時～午後 11 時）

で入院不要と思われる場合は、

盛岡市夜間急患診療所（盛岡市

神明町3-29、☎654-1080）まで。

　矢巾温泉振興会では、矢巾温

泉郷スノーフェスティバル「雪

だるまコンテスト」を開催しま

す。一番素敵な雪だるまを作っ

たグループには、賞品を進呈し

ます。

▼日時　２月 11 日㈰午前 10 時～

▼場所　矢巾温泉郷公園内（矢

巾町国民保養センター付近）

▼参加料　無料※参加者に粗品

進呈、甘酒の振る舞いあり

▼持ち物　雪だるまに飾り付け

る小物類

▼申し込み・問い合わせ　２月

４日㈰までに同会事務局（矢巾

観光開発㈱内☎ 697-2310）へ

電話でお申し込みください。

※お詫びと訂正※　広報やはば１月号に以下の誤りがありました。謹んでお詫びし訂正させていただきます。

●９ページ　南昌コミュニティーセンターの開館月　誤）12 月　正）３月

　就業希望者は「盛岡公共職業安定所（☎

624-8902）」に求人番号を告げてお問い

合わせください。

11 月 14 日に回収したごみ

1/26 文化財防火デー
　1 月 26 日 は、 昭 和 24 年 に

国宝法隆寺金堂の壁画が焼損し

た日です。消防庁と文化庁は、

この日を「文化財防火デー」と

定め、毎年文化財防火活動を実

施していますのでご協力くださ

い。防災については盛岡南消防

署矢巾分署（☎ 697-0119）へ。


