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　平成 30 年 2 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。

ＪＡ有線放送

2 月 28 日で廃止

畑や家庭菜園に田園有機を

たい肥１袋 350 円で販売中

　ＪＡの有線放送事業は、平成

30 年 2 月 28 日㈬をもって廃止

します。３月１日㈭からは、放

送や通話ができなくなりますの

でご注意ください。

　今後は撤去作業などでご迷惑

をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

　64 年間、地域の皆さんに取

材など多大なご協力をいただき、

深く感謝申し上げます。

▼問い合わせ　ＪＡいわて中央有

線放送センター（☎ 697-2160、

有線 3101）※３月末まで電話対応

　矢巾町、紫波町、盛岡市都南地域のごみ処理を共同で実施して

いる盛岡・紫波地区環境施設組合では、たい肥「田園有機」を販

売しています。これは家庭から出た生ごみを発酵させて作ってい

ます。皆さんの畑や家庭菜園にぜひご利用ください。

▼販売場所　盛岡・紫波地区環境施設組合（矢巾町大字西徳田

12-168-2）

▼販売価格　１袋（40㍑ 15kg）350 円

※ 10 袋以上購入の場合は、配達を承ります。

▼問い合わせ　盛岡・紫波地区環境施設組合（☎ 697-3835）

◆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

2/18

（日）

加藤胃腸科内科医院

高水寺 ☎ 672-3699

かつら内科クリニック

本宮 ☎ 658-1223

みやた整形外科医院

上堂 ☎ 656-6350

もりおかこども病院

上田字松屋敷 ☎ 662-5656
－

2/25

（日）

やはば眼科

南矢幅 ☎ 698-3003

工藤内科ハートクリニック

中ノ橋通 ☎ 653-6811

むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック

菜園 ☎ 613-2760

村田小児科医院

紺屋町 ☎ 622-7132

佐藤歯科医院

高田 ☎ 697-7250

3/4

（日）

せき内科胃腸クリニック

西徳田 ☎ 698-4441

鈴木内科医院

八幡町 ☎ 623-3038

向中野クリニック

向中野 ☎ 613-2227

寺井小児科医院

山王町 ☎ 623-8249
－

※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

ごみ焼却の余熱を活用！入浴施設「ふれあい館」利用のご案内

▼利用時間　午前 10 時～午後８時 30 分（最終入館午後 8 時）

▼休館日　毎週月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始、

施設点検・天候・災害の場合

▼利用料金　大人（小学生以上）200 円、小人（小学生未満）無料
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浄化槽の設置補助金お

来年度の予約を受付中

飼い主の皆さんへ

ペットのマナー守ろう

国民年金保険料は

一括前納がお得です

　町では、平成 30 年度の浄化

槽設置整備事業補助金の予約を

受け付けています（公共下水道、

農業集落排水事業区域にお住ま

いの方は対象外です）。

▲

補助金額（国・県・町補助金）

 建築面積 130 平方㍍以下 　

　5 人槽（補助額 42 万 5 千円）

 建築面積 131 平方㍍以上 　

　7 人槽（補助額 55 万円）

 浴槽・台所が２カ所以上 　

 10 人槽（補助額 70 万円）

　このほか、資金の融資利子補

給制度もありますので、お気軽

にご相談ください。

▲

問い合わせ　役場上下水道課

下水道係（☎ 611-2566）

　最近、ペットを飼っている方

のマナーが悪く困っているとい

う相談が寄せられています。

　飼い主は、マナーやルールを

守り、ペットを家族の一員とし

て責任を持って飼いましょう。

 次の 4 つを守りましょう！ 

①散歩中はビニール袋を持ち、

ふんは必ず持ち帰りましょう。

②犬の放し飼いは禁止。散歩中

でもリードにつなぎましょう。

③猫は室内で飼い、他人の敷地

を汚させない。

④野良猫への餌付けは住み着く

原因になるのでやめましょう。

▼問い合わせ　役場住民課環境

係（☎ 611-2507）

　国民年金保険料を口座振替で

まとめて納める一括前納の申込

締切日は、２月 28 日㈬です。

　一定期間（２年、１年または

６カ月）の保険料をまとめて納

めることで、毎月納付するより

保険料が割引されます。

　一括前納を希望する方は、口

座振替をする金融機関、年金事

務所、または役場住民課医療年

金係へお申し込みください。

▼申し込みに必要なもの　

年金手帳、口座振替をする預金

通帳、通帳の届出印

▼問い合わせ　盛岡年金事務所

（☎ 623-6211）、役場住民課医

療年金係（☎ 611-2509）

手づくり絵本巡回展！

町図書センターで展示

フードドライブに

ご協力ください！

男女共同参画推進懇話会

委員を公募します

　岩手県読書推進運動協議会

は、「第 71 回読書週間」行事の

一環として県内から手づくり絵

本を募集し、県内の図書館など

で巡回展示をします。町内で巡

回展示されるのは「やはぱーく

内の図書センター」です。

　展示作品の中には町内在住の

方が作った絵本がありますの

で、皆さんぜひご覧ください。

▼町内展示場所　やはぱーく 2

階　図書センター内

▼展示期間　3 月 1 日㈭から 4

日㈰までの、図書センター開館

時間内

▼問い合わせ　同図書センター

（☎ 656-6620）

　町では、NPO 法人フードバ

ンク岩手と連携して、皆さんの

ご家庭で眠っている食料品を、

生活に困っている方や児童施設

などに届けるフードドライブを

行っています。皆さんのご協力

をお願いします。

▼受付期間　２月 19 日㈪から

３月９日㈮までの、平日午前８

時３０分から午後５時まで

※衛生管理の都合上、職員が不

在の閉庁日や時間外の受け入れ

はできません。

▼設置場所　役場１階町民ホー

ル、さわやかハウス玄関ホール

▼問い合わせ　役場福祉・子ど

も課福祉係（☎ 611-2571）

　町では、男女共同参画の施策

と推進の在り方を話し合う「男

女共同参画推進懇話会」の委員

を募集します。

▲

応募資格　町内にお住まいで

20 歳以上の方

▲

定員　若干名（応募多数の場

合は選考があります）

▲

任期　４月 1 日～平成 32 年

３月 31 日（会議は平日の日中

に 1 ～ 2 回程度開催予定）

※会議１回出席につき謝礼をお

支払いします。

▲

申し込み・問い合わせ　２月

28 日㈬までに、役場総務課法規

庶務係（☎ 611-2702）へお申

し込みください。



笑顔あふれる心の輪

「いきいき福祉交流会」

「ふれあい看護体験」

一般参加者を募集中

万全ですか？防災対策

「建築物防災週間」実施

　矢巾町社会福祉協議会では、

地域に住む障がいのある方、福

祉施設の方、ボランティア、地

域の方々との交流を目的に交流

会を開催します。

※

参加無料

▲

日時　２月 23 日㈮午前 10 時

30 分～午後 1 時 15 分

▲

場所　さわやかハウス

▲

内容　チーム対抗わいわい

ゲーム大会（賞品付き）

▲

その他　昼食や飲み物などは

各自で用意してください。動き

やすい服装でご参加ください。

▲

申し込み　2 月 21 日㈬まで

に、電話またはファクシミリで

矢巾町社会福祉協議会（☎ 611-

2840、FAX697-8967）へ。

　（公社）岩手県看護協会では、

「ふれあい看護体験」の看護職を

目指す一般参加者を募集してい

ます。※中高生は学校を通じて

募集中です。

▲

実施期間・場所　５月６日㈰

～ 12 日㈯　県内の病院、訪問

看護ステーション、保健所、介

護福祉施設など

※施設の一覧と実施日、受入可

能人数などは同協会ホームペー

ジで確認できます。

※参加者多数の場合は相談の

上、調整することがあります。

▲

申し込み　3 月 16 日㈮まで

に、同協会ナースセンター事業

部（☎ 663-5206）へ。

　建築物の防災対策の推進と防

災知識の普及を図るため「建築

物防災週間」が 3 月 1 日から 7

日まで実施されます。

　期間中、県では防災相談所を

設置し、建築に関する地震対策

のほか、火災やがけなどの建築

物の防災に関する相談を受け付

けます。

 ◎防災相談所の設置 

▼日時　３月１日㈭から３月７

日㈬までの、午前９時から午後

５時まで　※土・日を除く

▼設置場所・問い合わせ先

岩手県県土整備部建築住宅課

（☎ 629-5936）、盛岡広域振興

局土木部（☎ 629-6650）

自動車事故により重度の後遺障がいなどで

お困りの方を救済する制度を紹介します

高圧電気受電企業などの

電気料金を割引します

　独立行政法人自動車事故対策機構では、自動車事故で重度の後

遺障がいを負われた方や、亡くなられた方（加害者、被害者を問

わず）のご家族を救済する制度を用意しています。

 ◎交通遺児等生活資金貸付制度（無利子貸付） 

▼貸付金額　一時金 15 万５千円、月々１万円または２万円、入

学支度金４万４千円

▼貸付要件　市町村民税が非課税、または均等割など

▼対象者　０歳～中学３年生

▼返済方法　原則として 20 年以内の均等払い（進学・病気など

による猶予制度あり）

 ◎介護料支給制度 

▼受給資格　自動車事故により、重度の後遺障がいを負ったため、

常時または随時の介護を必要とする方

▼支給額　月額 29,290 円～ 136,880 円（障がいの程度、介護に

要する費用に応じて支給）※介護保険を利用していると支給され

ない場合があります。

 ◎申し込み・問い合わせ 　同機構岩手支所（☎ 652-5101）

　岩手県企業局と東北電力㈱は

「いわて復興パワー」による電気

料金割引の募集を行っています。

▼募集・受付期間　平成 31 年

１月 31 日㈭まで

▼対象者　震災復興・ふるさと

振興（平成 28 年台風第 10 号

災害復旧復興を含む）に関係す

る国・県からの補助金交付を受

けた企業などで、東北電力から

高圧（6,000 ボルト）で受電す

る企業など

▼問い合わせ　岩手県企業局 

「いわて復興パワー事務局」（☎

629-6389）※電気料金割引の

決定は先着順です。申請手続き

はお早めに。
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町内の求人情報

（ 2／2までの登録分）

夏好き、楽器好き集合

ブラバンメンバー募集中

認知症と上手に付き合う

市民公開講座を開催！

■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

■㈱都南貨物（流通センター南）
①事務職（正社員）② 59 歳以下③ 1 人
④ 165,000 円 ～ 195,000 円 ⑤ 03010-
2264181 ⑥普免、中型・大型免許・運行管
理者免許あればなお可

■㈱サンクス・エクスプレス（広宮沢）
①配車業務（正社員）② 59 歳以下③ 1
人 ④ 170,000 円 ～ 220,000 円 ⑤ 03010-
2078181 ⑥運行管理者の資格あればなお可

■東北大栄プラスチック㈱（又兵エ新田）
①店舗管理・弁当製造・販売（正社員）②
59 歳以下③ 1 人④ 173,000 円～ 222,000
円⑤ 03070-439281 ⑥普免

■㈱水本アクアクララ岩手（南矢幅）
①アクアクララ事業の管理（正社員）② 64
歳以下③ 1 人④ 170,000 円～ 210,000 円⑤
03010-2581681 ⑥普免（ＡＴ限定不可）

■南貨物自動車㈱ 盛岡営業所（流通セン
ター南）
①仕分け作業員（パートタイム）②不問③
2 人④時給 740 円⑤ 03010-1619681

■国分東北㈱ 岩手支店（流通センター南）
①倉庫内ピッキングおよび小分け作業（パー
トタイム）②不問③ 1 人④時給 750 円～
800 円⑤ 03010-1523581

■㈱アイドママーケティングコミュニケー
ション（広宮沢）
①チラシ制作補助（パートタイム）② 59
歳 以 下 ③ 1 人④時 給 900 円～ 920 円⑤
16010-1588081

■㈱ＡＫＣ（高田）
①車両回送ドライバー（パートタイム）
② 不 問 ③ 1 人 ④ 時 給 850 円 ⑤ 03010-
1415381 ⑥普免（ＡＴ限定不可）

■㈱昆松（南矢幅）
①食材の配達業務（パートタイム）②不問
③ 1 人 ④ 時 給 740 円～ 800 円⑤ 03010-
1118981 ⑥普免（ＡＴ限定不可）

■㈱東北デイリーサービス 盛岡営業所（流
通センター南）
①倉庫内作業（パートタイム）②不問③ 3
人④時給 900 円⑤ 03010-2223381

■丸大堀内㈱ 盛岡支店（藤沢）
①ピッキング作業員（パートタイム）②
59 歳以下③ 2 人④時給 770 円⑤ 03010-
1726781 ⑥普免

■㈱トレーダー愛（広宮沢）
①仕出しパート（パートタイム）② 59 歳以
下③ 2 人④時給 810 円～ 930 円⑤ 35020-
1406181 ⑥普免

■医療法人社団帰厚堂 南昌病院（広宮沢）
①薬剤師助手（パートタイム）②不問③ 1
人④時給 740 円⑤ 03010-2475381 ⑥普免

（通勤用）

■兼松サステック㈱（広宮沢）
①一般事務職（パートタイム）②不問
③ 1 人 ④ 時 給 800 円～ 900 円⑤ 13010-
10822981

　町内サークル「ブラバン同奏

会」では、「夏生まれ！夏が大好

き！！」で楽器演奏に興味があ

るメンバーを募集しています。

　同会は、今年の夏（８月ごろ）

に演奏会を予定しています。

※楽器や譜面台、その他備品は持参

▼曲目　夏祭り、真夏の果実、

夏色、などポップス曲を予定

▼活動場所　主に矢巾町公民館

▼会費　3000 円

▼募集先　2 月 28 日㈬までに

①名前（ふりがな）②住所③楽

器パートを記載し、「ブラバン同

奏会　村井」宛てに電子メール

（yahaba.ongakudan@gmail.

com）を送信してください。

　岩手県訪問看護ステーション

協議会では、市民公開講座を開

催します。

　今回は、認知症と上手に付き

合うためのヒントを学びます。

　皆さんお誘い合わせの上、ぜ

ひご参加ください。

▼日時　３月 18 日㈰午後２時～

▼会場　いわて県民情報交流セ

ンター　アイーナ

▼テーマ　「認知症の人ととも

に暮らすヒント」※参加無料

▼申し込み　氏名 ( ふりがな）、

職 業、 電 話 番 号 を 記 載 の 上、

FAX でお申し込みください。

▼問い合わせ　同協議会　山口

（☎ 681-6973、FAX681-6974）

小児救急入院の i

受入病院（３月） 

【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, 31

【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

 1, 4, 7, 9, 14, 15

 17, 19, 22, 25

 27, 29, 30

岩手医科大学附属病院
（内丸）☎ 651-5111

 2, 3, 5, 8, 10

 12, 16, 18, 21

 24, 26, 28, 31

盛岡赤十字病院
（三本柳）☎ 637-3111

 11, 23

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。

社会福祉協議会に寄付
ありがとうございます

○矢巾町陶芸サークル様 １万円

○城内コミュニティ様 ２万５千円

○矢巾ライオンズクラブ様 ４万円

○矢巾町ゲートボール協会様 １万円

○矢巾町更生保護

　女性の会様　　　　　 １万円

○ JA 岩手中央

　矢巾地域女性部様　　  １万円

※寄付受け付け順で掲載してい

ます。

新副町長が就任
　１月 15 日から

元㈱復建技術コン

サルタント顧問の

水本良則氏が矢巾

町副町長に就任し

ました。 水
みずもと

本 良
よしのり

則 副町長
（65 歳・北郡山）

　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（事業所へは盛岡公共職

業安定所の紹介状が必要となります）。

　すでに募集が終了している場合もあり

ますので、あらかじめご了承ください。


