
 ちむら家具 FARI100 MORIOKA

岩手県紫波郡矢巾町 広宮沢10-501-22

TEL  019-697-5645

 ちむら家具　アウトレット倉庫

岩手県紫波郡矢巾町 広宮沢10-509-1

TEL  019-637-0640

 ャッシュレスでの
お支払いで 5%還元
 ャッシュレスでの
お支払いで 5%還元

 ラポン抽選会
空くじなし！

 ラポン抽選会
空くじなし！

引き取り処分料 0円
5万円以上の商品ご購入で

引き取り処分料 0円
5万円以上の商品ご購入で

展示現品最大半額展示現品最大半額

3/14( 土 )～3/31( 火 )

 巾町駅東一丁目 12 番 14 号

　町は、岩手医科大学附属病院敷

地内に「メディカルフィットネス..

ウェルベース矢巾」を開設します。

　医療と連携したトレーニング

が、楽しく続けられるジムです。

運動に不安がある方、苦手な方な

ど含め、年代を問わず丁寧にサ

ポートします。

　入会金と手数料が掛かります。

また、会費では各種割引がありま

す。詳細は下表をご覧ください。

▼開所日　3月15日㈰

▼入会受付開始　3月1日㈰

▼入会費用　入会金5,000円、手

数料2,000円

▼場所　岩手医科大学附属病院.

健康プラザ.コスモス館内

▼営業時間　午前9時30分～.午

後10時30分（土日祝日は午後8

時まで）※月曜定休

▼問い合わせ　ウェルベース矢巾

（☎601-3733）

■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）

町の健康発信基地
ウェルベース矢巾がオープン

 2 月 13 日現在 

■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

■やはば産婦人科（医大通：旧藤沢）
①医療事務（正社員）② 64 歳以下
③ 1人④ 150,000 円～ 180,000 円⑤
03010-02248001 ⑥不問
■㈱不動食品加工（岩清水）
①食品加工（正社員）② 64 歳以下
③ 1人④ 150,000 円～ 170,000 円⑤
03010-02300501 ⑥普免
■合同会社社会福祉事業グローバル
サービス（流通センター南）
①職業指導員（正社員）② 59 歳以
下　③ 1 人④ 138,000 円⑤ 03010-
02573901 ⑥普免、介護関係の有資
格者であればなお可
■㈱ケナフ（西徳田）
①看護師（老人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 ④ 211,000 円 ～ 268,500 円 ⑤
03010-02569201 ⑥看護師・准看護
師いずれか、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

介護保険料普通徴収第 12 期
後期高齢者医療保険料
普通徴収第 12 期

1 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 1 件）

■救急出動 99 件（ 99 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 1 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 76 件（76 件）

 ■人身事故 4 件（ 4 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 4 人（ 4 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 0 人）

※紫波警察署提供

 3月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

会 員 種 別 対  象 月額

チャレンジ やはば健康チャレンジ参加者※ 5,000円

ウェルネス 町民 6,000円

フリー 町外の方 8,000円

メディカル
※パーソナルトレーニング（個
別指導）とカウンセリング付
き

やはば健康チャレンジ参加者※ 7,000円

町民 8,000円

町外の方 10,000円

学生 高校～専門学校・短大・大学まで 4,000円

法人
※年間費用になります

町内の事業所 年120,000円

町外の事業所 年150,000円

※やはば健康チャレンジについては、役場健康長寿課健康づくり係（☎ 611-2822）に
お問い合わせください

県道矢巾停車場線 至国道４号

岩手医科大学

附属病院

トクタ

ヴェール

町
道
中
央
１
号
線
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　矢幅駅北側の上杉踏切は、5月

中旬から約2カ月間、全面通行止

めとなります。歩道を新設する拡

幅工事を行います。ご理解とご協

力をお願いします。

▼規制期間　５月16日㈯～7月21

日㈫（終期は変更する場合あり）

▼問い合わせ　役場道路都市課

（☎611-2632）

　盛岡・紫波地区環境施設組合

は、家庭から出た生ごみを発酵

させて作った、たい肥「田園有機」

を販売しています。

　10袋以上を購入の場合は、自

宅などへの配達もできます。畑や

家庭菜園に、ぜひ、ご利用くださ

い。

▼価格　１袋（15kg）350円

▼問い合わせ　盛岡・紫波地区環

境施設組合（☎697-3835）

　町は、令和2年度に町立小中学

校へ通学する遠距離通学児童・生

徒を対象に、通学費を補助します。

対象となる要件など、詳細はお問

い合わせください。

　なお、申請後に補助対象となっ

た場合は、バス料金の領収書が必

要となります。忘れずにご用意く

ださい。

▼対象　学校から半径2㌔以上に

あるバス停から、岩手県交通バス

を利用して通学している児童生徒

▼補助金額　通学小児定期券また

は通学回数乗車券購入費の２分の

１の金額

▼申請方法　学校から配布される

申請書に必要事項を記入し、入学

先や在学している各学校に提出し

てください。

▼問い合わせ　町教育委員会学務

課総務係（☎611-2645）

　流通センター内の上下水道や道

路、緑地の維持管理などを担当し

てきた「盛岡市・矢巾町都市計画

事業等組合」が、3月31日で解散

します。

　このため4月1日から、流通セ

ンターに関する問い合わせ先が役

場の担当課などに変わります。4

月以降は下記をご確認の上、お問

い合わせください。

　解散に関する問い合わせは役場

企画財政課までご連絡ください。

 4月以降の問い合わせ先一覧 

　4月に役場の機構改革を行うた

め、新しい部署名を表記していま

す。道路住宅課は、現在の道路都

市課です。

　問い合わせ先の詳細は、町ホー

ムページ、3月16日発行予定の役場

からのお知らせをご覧ください。

▼道路の維持管理　役場道路住宅

課地域整備係（☎611-2632）

▼鹿妻公園、広宮沢公園、北川公園

①利用申し込み 盛岡卸センター

（☎638-1111）

②公園内の占有関係 役場道路住

宅課まちづくり推進室（☎611-

2623）

▼上下水道　役場上下水道課（☎

611-2561）

▼解散に関する全般　役場企画

財政課企画コミュニティ係（☎

611-2721）

※いずれも、平日午前8時30分～

午後5時15分に受け付けます。

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≫

上杉踏切の通行止めに
ご協力ください

流通センターに関する
問い合わせ先が変わります

※「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。

たい肥「田園有機」を
ご利用ください

小中学生を対象に
遠距離通学費補助を行います
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【訂正】2月 14日発行「役場からのお知らせ」３㌻の住宅マスタープランで、パブリッ
クコメントの募集期間に誤りがありました。正しくは 3月 16日㈪までです。
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