
加無料

▼ 日 時　6 月 29 日㈯午後 1 時

30 分～午後 4時

▼場所　オガールプラザ大スタジ

オ（紫波町紫波中央駅前 2-3-3）

▼演題　「重症心身障がい児者の

地域における生活設計」

▼講師　日本福祉大学福祉経営学

部長　綿　祐二氏

▼対象・定員　紫波郡に在住の方

先着 150 人

▼申し込み　6月25日㈫までに、

紫波地域障がい者基幹相談支援セ

ンター（しんせい内☎ 601-2805）

　盛岡市中央卸売市場では、「卸

売市場開放デー」を開催します。

地域の皆さんに、市場をより身近

に感じてもらうため、普段見るこ

とができない市場の一部を開放し

ます。青果・水産物の仲卸業者に

よる新鮮な食材の販売、青果せり

見学ツアーが楽しめます。ツアー

参加は事前予約が必要です。

▼日時　6月 15 日㈯午前 9時～

午前 11時（入場無料、雨天決行）

▼場所　盛岡市中央卸売市場（盛

岡市羽場 10-100）

▼問い合わせ　盛岡市中央卸売市

場業務課（☎ 614-1000）

 青果せり見学ツアー 

　市場開放前に、市場施設や市場

を通した生鮮品などの流通の仕組

みを紹介します。市場内にある食

堂の朝食も楽しめます。

▼定員　35人

▼参加費　550 円（朝食代）

▼時間　午前6時 30分～午前 9時

▼申し込み　参加者氏名、連絡

先を記入し、はがきか FAXで盛

岡市中央卸売市場業務課（〒 020-

8567 盛岡市羽場 10-100、FAX

614-1020）へ。6月 7日㈮必着。

※応募多数の場合は抽選。

　矢巾町選挙管理委員会では、参

議院議員通常選挙 (7 月予定 ) の

投票立会人を募集します。詳細は

町ホームページ、「役場からのお

知らせ」などでお知らせします。

▼申し込み　申し込み用紙に記入

し、６月20日㈭までに同委員会事

務局（〒028-3692.矢巾町大字南

矢幅 13-123、☎ 611-2711）へ

持参または郵送。※申し込み用紙

は役場 3階の同委員会事務局か、

町ホームページから取得できます。

なお、郵送請求はできません。

■マイナンバーカードを利用して、コンビニで各種証明書の取得が可能。詳しくは住民課☎ 611-2502 まで。

　利用できる時間　午前 6時 30分～午後 11時（12/29 ～ 1/3 およびシステムメンテナンス時を除く）

報人求 情 町
　内

■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

■㈱サンシーアイ（南矢幅）

①営業（盛岡南店）（正社員）②59歳

以下③ 2 人④ 150,000 円～230,000

円⑤ 05010-09546091⑥普免

■㈱イージス（南矢幅）

①交通誘導警備員（正社員）② 18～

64歳③ 5人④ 154,000 円～242,000

円⑤ 03010-10686591 ⑥普免あれば

なお可

■㈱ケナフ（南矢幅）

①介護支援専門員（介護支援サービ

スセンター）（正社員）② 64 歳以下

③ 1人④ 186,000 円～250,500 円⑤

03010-10843791⑥介護支援専門員、

普免

　就業希望の方は「盛岡公共職業安定

所紹介第一部門（☎ 624-8902）」へ求

人番号を告げてお問い合わせください

（事業所へは同安定所の紹介状が必要

です）。

町県民税第１期

介護保険料普通徴収第３期

後期高齢者医療保険料普通徴収第３期

４月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■火災発生 １件（ 2 件）

 ■救急出動 73 件（319 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 

4 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 52 件（215 件）

 ■人身事故 5 件（ 33 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 7 人（ 39 人）

 ■飲酒運転検挙者数 2 人（ 2 人）

※紫波警察署提供

　6月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

盛岡市中央卸売市場
6月 15日は開放デー

参議院議員通常選挙の
投票立会人を募集します
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　事業主は年度当初に概算で労

働保険料を納付し、翌年度に精算

することになっています。

　アスベストによる健康被害に

対する「一般拠出金」も同様に申

告・納付が必要です。

　必要な書類は５月中に労働局

から送付していますので、期日ま

でに最寄りの銀行、または郵便

局で手続きを済ませてください。

※労働保険は電子申請可能です。

▼申告・納付期限　6月 3日㈪～

7月 10日㈬

▼問い合わせ　岩手労働局総務部

労働保険徴収室（☎604-3003）

　陸上自衛隊岩手駐屯地は、創

立 62周年に合わせ、記念行事を

開きます。式典や自衛隊員の訓練

展示の他、戦車の体験搭乗、装備

品の展示などが行われます。

▼日時　6 月 16 日㈰午前 8 時

30分～午後 3時（雨天決行）

※午前 7時 40分から午後 3時ま

で、ＩＧＲ滝沢駅～岩手駐屯地間

でシャトルバスを運行します（20

分間隔）。

▼場所　岩手駐屯地（滝沢市後

268-433）

　6月 1日の「人権擁護委員の日」

に合わせて、特設人権相談所を開

設します。

　町内の人権擁護委員が対応し、

秘密は堅く守られます。人権に関

する困りごとや心配ごとがあれ

ば、気軽にご相談ください。

▼日時　6 月 7 日㈮午前 9 時～

午後 3時

※相談は予約者を優先します。

▼会場　さわやかハウス

▼対象　町内に在住、勤務または

就学している方

▼問い合わせ　役場福祉・子ども

課福祉係（☎ 611-2572）

　町青少年健全育成町民会議は、

青少年を対象とした論文・作文の

コンクールを行います。

▼対象　町内在住で町内外の学校

に通学している方

▼テーマ　「心に残る話」「家族を

想う」「友人に感動」「福祉を考え

る」「環境を考える」「地域を考え

る」※この他、自由テーマ可。

▼文字量の目安　400 字詰め原

稿用紙で小学生２～３枚程度、中

学生３～４枚程度、高校生以上３

～５枚程度

▼応募先　令和 2年 1月 21 日㈫

までに、同会議事務局（矢巾町大

字南矢幅 13-123、町教育委員会

社会教育課内☎ 611-3852）へ郵

送または持参

▼募集住宅　三堤住宅 2戸

（12,400 円～ 18,600 円 )

▼入居者資格　①同居する親族が

いる、または満 60 歳以上の単身

者②所定の収入基準を満たすこと

③申請者または現在の同居親族に

持ち家などがなく、住宅に困って

いる④矢巾町に住民登録してい

る、または矢巾町内に勤務してい

るなど　※詳細や連帯保証人の要

件などは、お問い合せください。

▼募集期間　6月 3日㈪～ 11 日

㈫

▼抽選日・会場　6月 19 日㈬午

後 6 時 20 分～、役場 2 階 2-3

会議室

▼申し込み・問い合わせ　役場

道路都市課地域整備係（☎ 611-

2635）

　紫波地域障がい者基幹相談支援

センターでは、障がいや障がいが

ある方への理解を深める講演会を

開きます。矢巾町と紫波町との共

催です。ぜひ、この機会に福祉の

一端に触れてみてください。※参

お知らせ

募集やイベント、お知らせなど皆

さんの暮らしに役立つ情報をお届

けします。

■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7時まで延長…取り扱い業務は次の 7種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

労働保険の申告と納付を
忘れずに！

青少年の論文・
作文を募集します

岩手駐屯地創立 62周年
記念行事を開催

「人権擁護委員の日」
特設人権相談所を開設

町営住宅の入居者を
募集します

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。

障がいへの理解を深める
講演会を開催します
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