
　町では、「町公有財産利活用等

検討委員会」の委員を募集します。

町が所有している公有財産の利活

用、処分方針について、意見をい

ただきます。

　なお、委員は町民の他、有識者

を含め約10人で構成します。

▼資格・募集人数　町内に住所が

ある18歳以上.1人.※応募多数の

場合は抽選

▼申し込み・問い合わせ　任意の

用紙に住所・氏名・連絡先を記入

し、２月19日㈬までに役場総務

課管財係（☎611-2705）に郵送

または持参してください。

　地震や武力攻撃などの発生時に

備え全国瞬時警報システム（Ｊア

ラート）による情報伝達訓練を行

います。当日は、町内に複数個所

ある屋外スピーカーと「やはラジ

オ」、ラヂオ・もりおかの放送か

ら一斉に音声が流れます。ご理解、

ご協力をお願い致します。

▼日時・放送内容　2月19日㈬..

午前11時ごろ～.サイレン音「こ

れはJアラートのテストです」

※放送内容は変更となる場合あり。

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

　町では、大規模災害に対応する

まちづくりに向け、「矢巾町国土

強靭化地域計画（案）」を作成し

ました。この計画に対するパブ

リックコメントを実施します。

▼計画書閲覧場所　役場3階総務

課または町ホームページ

▼意見提出・問い合わせ　意見書

（様式は任意）に住所、氏名を記

載のうえ、3月2日㈪までに役場

総務課防災安全室（☎611-2708.

FAX697-3700）へ持参するか、

FAXでお送りください。

■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）

公有財産の利活用へ
検討委員を募集します

■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

■㈱矢巾タクシー（又兵エ新田）

①タクシー乗務員（正社員）②不

問 ③ 3 人 ④ 173,450 円 ⑤ 03010-

29069191　⑥普免二種

■㈱ムサシ物流盛岡営業所（流通セン

ター南）

①運転手（正社員）② 59 歳以下③

1 人 ④ 184,750 円 ～ 189,200 円 ⑤

03010-29446091 ⑥中型自動車免許

（8㌧限定可）、大型免許あればなお可

■㈱ケナフ（南矢幅）

①生活相談員（デイサービスセン

ター百万石矢巾口、正社員）②不問

③ 1人④ 170,000 円～ 234,000 円⑤

03010-29083591 ⑥介護職員初任者

研修修了者および社会福祉主事（任用）

もしくは介護支援専門員

■社会福祉法人岩手県社会福祉事業団

岩手県立療育センター（医大通：旧藤沢）

①正看護師（正社員）② 59 歳以下

③ 2人④ 209,200 円～ 381,100 円⑤

03010-29241891 ⑥正看護師

■岩手急行貨物自動車㈱（流通セン

ター南）

①事務員（正社員）② 59歳以下③ 1人

④ 220,000 円 ⑤ 03010-29897291

⑥普免（AT限定不可）

　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

国民健康保険税第 8 期

介護保険料普通徴収第 11 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 11 期

12 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 4 件）

■救急出動 90 件（1042 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 12 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 77 件（670 件）

 ■人身事故 3 件（ 69 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 5 人（ 83 人）

 ■飲酒運転検挙者数 1 人（ 6 人）

※紫波警察署提供

 2月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

J アラートによる
情報伝達訓練を行います

国土強靭化地域計画へ
ご意見をお寄せください
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▼募集住宅　三堤住宅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.など

※資格や連帯保証人の要件など、

詳細はお問い合わせください。

▼募集期間　２月３日㈪～２月

12日㈬

▼抽選日・会場　２月19日㈬午

後６時～、役場２階２-２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）

　町では、令和2年度の児童館の

利用申し込みを受け付けます。

　児童館は、遊びを通じた児童の

健全育成を図る施設で、各児童館

に登録した児童が利用できます。

また、登録児童以外でも、自由来

館児童として利用できます。

▼対象　小学生

▼ 児 童 館　徳田児童館（☎697-

4668）、煙山児童館（☎697-6305）、

不動児童館（☎697-6981）、矢巾

東児童館（☎611-1010）

▼申し込み　各児童館で配布して

いる申請書に記入し、就労証明書

などを添付のうえ、2月20日㈭ま

でに各児童館へ提出してください。

※申請書の受け付けは、平日午前

10時～午後6時

▼問い合わせ　町教育委員会学務

課総務係（☎611-2645）

　町プレミアム付商品券の販売・

使用期間がまもなく終了します。

購入引換券、商品券は忘れず、計

画的にご利用ください。

※未使用の商品券の払い戻しはで

きません。

▼販売期間・会場　2月14日㈮ま

で.役場1階福祉・子ども課

▼使用期間　2月29日㈯まで

▼問い合わせ　役場福祉・子ども

課福祉係（☎611-2572）

　厚生労働省の「求職者支援制度」

を利用して、医療クラーク関係の

資格取得を目指しませんか？

 医療事務（医科）、医師事務作業補

助者の資格取得に向けた学習内容 

▼訓練期間　3月24日～ 6月23日

の午前9時30分～午後4時10分

▼訓練場所. ニチイ学館盛岡支

店（マリオス5階）

▼その他　受講料は無料。ただし、

テキスト代16,500円は自己負担。

▼問い合わせ. ニチイ学館盛岡支

店（☎621-5253）

 選考会 

▼日時　3月11日㈬... 午前10時

～ニチイ学館盛岡支店

▼募集人数　13人.※応募者が半

数に満たない場合は中止になるこ

とがあります。

▼選考方法　筆記試験と面接　

※筆記用具持参（選考結果は3月

13日に通知。）

▼申し込み　3月4日㈬までに、

ハローワーク盛岡３番窓口（☎

624-8903）へ。

　日本赤十字社などでは、「はた

ちの献血」キャンペーンを展開し

ています。冬は献血者が減少傾向。

新成人をはじめ、皆さんのご協力

をお願いします。

▼献血会場　もりおか献血ルー

ム「メルシー」（盛岡市大通2-3-

7.CT33ビル４階）

▼受付時間　.全血献血.午前10時

～午後0時45分、午後2時～午後

5時45分..成分献血.　午前10時

～正午、午後2時～午後5時

※土日・祝日は、昼時間も中断せ

ず献血を実施しています。

▼問い合わせ　もりおか献血ルー

ム「メルシー」（☎653-6511）

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≫

町営住宅の入居者を
募集します（三堤住宅）

はたちの献血キャンペーンに
ご協力を

※「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。

町内児童館の利用申請を
受け付けています

町プレミアム付商品券
販売、使用期間が終わります

医療クラーク科
受講生を募集しています
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