
　マイナンバーカードは、顔写真

付きの身分証明書として利用で

き、コンビニで住民票や印鑑登録

証明書などが取得できる大変、便

利なカードです。

　申請から受け取りまで、１～２

カ月かかります。詳細は役場住民

課へお問い合わせください。

◆申請に必要なもの 

①専用の申請書.

※申請書がない方は役場住民課で

再発行できます。

②証明用顔写真（縦4.5㌢×横3.5

㌢）　※スマートフォンやパソコ

ンで申請する場合は、顔写真デー

タが必要です。

◆申請方法 

 郵送 .無料で郵送できる封筒が

「マイナンバーカード総合サイト」

で印刷できる他、役場住民課でも

配布しています。

 インターネット ①スマートフォ

ンで申請書のQRコードを読み取

るか、パソコンで「マイナンバー

カード総合サイト」にアクセス②

必要事項を入力し、顔写真データ

を添付して申請

◆受け取り

　カードができたら、はがきでお

知らせします。はがきに記載され

た書類を準備し、役場1階住民課

でカードを受け取ってください。

※原則、受け取りは本人

▼問い合わせ　役場住民課戸籍住

民係（☎ 611-2502）

■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）

マイナンバーカード
作成をおすすめします！

■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

■㈱金谷（流通センター南）
①出荷事務・営業（正社員）② 59歳
以下③ 1人④ 140,000 円～ 160,000
円⑤ 03010-25925791 ⑥普免
■㈱藤沢製作所（煙山）
①機械加工（正社員）② 64 歳以下　
③ 1 人④ 160,000 円 ～ 200,000 円　
⑤ 03010-25738691 ⑥不問
■吉田建設（赤林）
①建築大工（正社員）②不問③ 1人④
170,000 円～ 250,000 円⑤ 03010-
25933791 ⑥普免
■丸大運輸㈱（広宮沢）
①運転手（正社員）② 59 歳以下③
1 人 ④ 204,000 円 ～ 250,000 円 ⑤
03010-26404891 ⑥中型自動車免許
（８㌧限定可）
■社会福祉法人矢巾親和会（南矢幅）
①保育教諭（ふどうこども園またはや
はばこども園、正社員）② 59歳以下
③ 3人④ 167,700 円～ 180,000 円⑤
03010-25733291 ⑥保育士・幼稚園
教諭
■医療法人潤心会（南矢幅）
①クリーンスタッフ兼医療スタッフ
補助（神の前歯科医院、パート）②
不問③ 3 人④時給 850 円⑤ 03010-
26215391 ⑥不問
■丸大堀内㈱盛岡支店（藤沢）
①ピッキング作業員（パート）②
59 歳以下③ 7 人④時給 838 円⑤
03010-26238591 ⑥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）。

報人求 情 町
　内

町県民税第 4 期
国民健康保険税第 6 期
介護保険料普通徴収第 9 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 9 期

 10 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■火災発生 0 件（ 3 件）

 ■救急出動 91 件（863 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 10 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 69 件（526 件）

 ■人身事故 8 件（ 60 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 11 人（ 72 人）

 ■飲酒運転検挙者数 1 人（ 6 人）

※紫波警察署提供

 12月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

申請書の様式
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　町では、「シニア世代のこころ

の健康教室」を開催します。シニ

ア世代に起こりやすいストレス

への対処方法が学べます。

　心の健康について考える機会

にもなりますので、ぜひ、ご参加

ください。

▼日時　12 月 16 日㈪午後２時

～午後 3時 30 分（受け付けは午

後１時 30分～）

▼会場　さわやかハウス２階　

わくわくルーム

▼対象　町内在住のおおむね 60

歳以上の方

▼講師　智田文徳氏（未来の風せ

いわ病院理事長）

▼申し込み　12月9日㈪までに、

役場福祉・子ども課福祉係（☎

611-2572）へ。

　盛岡・滝沢・雫石・紫波・矢

巾の 5市町で設置し、令和 2年

4月に業務を開始する「盛岡広域

成年後見センター」では、業務受

託者を募集します。成年後見制度

に関する相談、後見人の活動支援

が主な業務です。

　申し込みに必要な書類など、詳

細は盛岡市ホームページをご覧く

ださい。

▼申し込み　必要書類を用意し、

１月 7日㈫午後５時までに盛岡

市役所長寿社会課（〒 020-8530、

住所は記載不要）へ郵送または持

参してください。

▼問い合わせ　盛岡市長寿社会課　

（☎ 613-8144）

　2020 年版の岩手県民手帳（税

込み700円）と岩手県能率手帳（税

込み 800 円）を役場で販売して

います。

　購入を希望する方は代金を持参

の上、役場 1 階総合案内、また

は同 3階企画財政課情報係でお

買い求めください。

▼販売期間　1月 22日㈬まで

▼問い合わせ　役場企画財政課情

報係（☎ 611-2724）

▼募集住宅　三堤住宅４号棟 1戸

(家賃1万4,800円～2万2,000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、現在住宅に

困っている④申請者および同居親

族が暴力団ではない⑤現在、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⑥市町村民

税の滞納がない⑦過去に住宅使用

料を滞納したことがない⑧保証能

力がある連帯保証人がいる

※詳しい資格や連帯保証人の要件

などは、下記問い合わせ先まで、

ご連絡ください。

▼募集期間　12 月２日㈪～ 12

月 10日㈫

▼抽選日　12 月 18 日㈬午後６

時～

▼会場　役場 4階大会議室

▼申し込み・問い合わせ　役場

道路都市課地域整備係（☎ 611-

2635）

　紫波警察署では、交通死亡事故

に遭う危険を減らすため、暗くな

る前に外出を済ませるように呼び

掛ける「おでかけタイム『1016』

（イチゼロイチロク）運動」を実

施しています。

　高齢歩行者の交通死亡事故は、

日没前後の 1 時間（夕暮れ時）

に多発しています。買い物などの

外出は、午前 10時から午後 4時

（16時）までの明るい時間帯に行

いましょう。

　交通死亡事故を防ぐため、ご協

力をお願いします。

▼実施期間　３月末まで

▼問い合わせ　紫波警察署交通課

（☎ 671-0110）

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≫

シニア世代向け
こころの健康教室

県民手帳と能率手帳
2020年版を販売しています

盛岡広域成年後見センター
業務受託者を募集します

夕暮れ時の交通事故防止
「1016運動」ご協力ください

町営三堤住宅
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。
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