
■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。詳しくは町民環境課（☎ 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）

　世帯員一人当たり10万円を給

付する「特別定額給付金」につい

て、総務省や市区町村の職員をか

たり、個人情報や口座・暗証番号

などを聞き出そうとする詐欺事件

が発生しています。

　市区町村や総務省などが給付金

について、次のような連絡をする

ことは絶対にありません。

●現金自動預払機（ATM）の操

作を依頼すること

●「特別定額給付金」の給付のた

め、手数料の振り込みを求めるこ

と

●メールを送り、URLをクリック

して申請手続きを求めること

　このような連絡が来た場合は、

下記問い合わせ先へ速やかにご連

絡ください。

▼問い合わせ　紫波警察署矢巾交

番（☎697-2120）、警察相談専

用電話（☎9110）、消費者ホット

ライン（☎188）

　盛岡医療生活協同組合は、「健

康チャレンジ・こどもチャレンジ

2020」を実施します。

　7月～ 10月の間の30日間で、運

動や食生活、禁煙・節酒などコー

スを選択して、目標を設定して取

り組みます。その後、取り組み成

果の記録を提出します。

　夏休みなどに合わせた生活の見

直し、習慣の改善などに、ぜひご

活用ください。※参加無料

▼対象　一般、小中学生、幼児

▼申し込み・問い合わせ　盛岡医

療生活協同組合（☎635-6253）

●やはば白ゆり　20,000円

●わかば会　　　20,000円

 

 5 月 18 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
■㈱佐々木組（西徳田）
①土木技術者（正社員）② 59歳以下
③ 1人④ 220,000 円～350,000 円⑤
03010-07630601⑥普免、2級土木施
工管理技士（1級土木施工管理技士あ
ればなお可）
■㈱ラクウン（流通センター南）
①大型タンクローリー車運転手（正社員）
② 59 歳以下③ 3 人④ 152,500 円～
169,500 円⑤ 03010-07932801 ⑥大
型自動車免許（危険物取扱者（丙種）、
牽引免許あればなお可）
■㈱ケナフ（西徳田）
①介護支援専門員（正社員）② 64歳
以下③ 2 人④ 186,000 円～250,500
円⑤ 03010-07788401 ⑥普免、介護
支援専門員
■㈱ケナフ（西徳田）
①看護師（正社員）② 64 歳以下③
1 人 ④ 211,000 円 ～ 268,500 円 ⑤
03010-08047901⑥普免、看護師また
は准看護師
■学校法人岩手医科大学（医大通）
①治験コーディネーター（正社員）②59
歳以下③4人④182,300円～299,000
円⑤ 03010-07577901 ⑥薬剤師・看
護師・臨床検査技師・認定CRCいず
れかあればなお可
■㈱ニチイ学館盛岡支店（駅東）
①保育士（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 172,000 円⑤ 03010-08116001
⑥保育士
■㈲きくまる商事（広宮沢）
①大型トレーラー運転手（正社員）②不
問③ 2人④ 200,000 円～400,000 円
⑤ 03010-08419201 ⑥大型自動車免
許、牽引免許
■合同会社なでしこ（南矢幅）
①介護職員（正社員）②不問③ 1人④
143,000 円 ～ 166,000 円 ⑤ 03010-
08460201⑥普免、ホームヘルパー2級

報人求 情 町
　内

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 0 件（ 2 件）

■救急出動 69 件（ 316 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 53 件（245 件）

 ■人身事故 3 件（ 14 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 4 人（ 16 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 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 

町社会福祉協議会へ寄付
ありがとうございます

健康チャレンジ
子どもチャレンジ 2020開催

給付金を装った詐欺に
ご注意ください

14令和 2年 6月 1日　No.796



■毎週水曜日は町民環境課、税務課、福祉課、子ども課、健康長寿課の窓口が午後 7 時まで延長します。

≪取り扱い業務…各種証明書の交付、戸籍の届け出、転入転出、国民健康保険、国民年金、児童手当、納税相談 など≫

※「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。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、広報紙に掲載済みの行事が延期・中止となる場合があります。
詳細は各記事に記載がある問い合わせ先へ。

　県精神保健福祉センターは、ト

ラウマ関連相談室を開設します。

自然災害や事件、事故などをきっ

かけとした精神的なお悩みに応

じます。※要予約

▼開設期間　令和3年3月末まで

の平日午前9時～午後4時（予約

受け付けは午後4時30分まで）

▼問い合わせ　県精神保健福祉

センター（☎629-9617）

　労働保険の年度更新について、

事業主は年度当初に概算保険料

を納付し、翌年度に精算する必

要があります。最寄りの労働局、

労働基準監督署、金融機関でお手

続きください。

　なお、この手続きは「電子申請」

が利用できます。詳細はお問い合

わせください。

▼申告・納付期限　６月１日㈪～

8月31日㈪

▼問い合わせ　厚生労働省労働

基準局保険徴収課（☎03-5253-

1111）

　町は、廃食用油のリサイクル回

収を行います。使用済み、未使用

どちらも回収します。

　なお、水が混ざっているなど、

油の状態によっては回収できませ

ん。不明な点などはお問い合わせ

ください。

　回収した廃食用油は、㈱大曲油

脂を通じて、飼料用油脂や石けん、

インク、タイヤの原料などの工業

製品に再生利用されます。

▼回収日時　6月1日㈪から.平日

午前8時30分～午後5時15分

▼対象　サラダ油やごま油、オ

リーブオイルなどの植物油脂

※ラードなどの動物系・加工系の

油は除く。

▼出し方　ペットボトル、一斗缶、

ペール缶のいずれかに入れ、役場

1階町民環境課環境係へ。

※一斗缶など一度に大量に出す場

合は、事前にご連絡ください。

▼問い合わせ　役場町民環境課環

境係（☎611-2506）

※（）内は異動前の部署など。

▷学校教育課長補佐.高橋俊英（総

務課付）▷子ども課主任主査.佐藤

通子（総務課機構改革事務担当係

長）▷道路住宅課技師.中村はる奈

（新採用）▷上下水道課技師.福島

敏也（新採用）

　町は、新型コロナウイルス感染

症傷病手当金を支給します。詳細

と申請方法は、町ホームページを

ご覧ください。

▼対象者　①～③の全てに該当す

る方　①矢巾町国民健康保険に加

入している被用者（勤務先から給

与の支払いを受けている方）②新

型コロナウイルス感染症に感染ま

たは発熱などの症状があり感染が

疑われ、その療養のため労務に服

することができない期間がある方.

③労務に服することができない期

間について、給与の全部または一

部の支払いを受けられない方

▼支給対象となる期間　1月1日

～ 9月30日の間で、労務に服す

ることができなくなった日から起

算して３日を経過した日から、労

務に服することができない期間

▼問い合わせ　役場健康長寿課医

療給付係（☎611-2823）

　町と関係団体は、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、9月末

までの各種行事を中止しました。

皆さんのご理解をお願いします。

▼中止事業　町消防演習、南昌山

山開き、南部盛岡チャグチャグ馬

コ前祝祭、町夏まつり、煙山ひま

わりパークのヒマワリ栽培、友好

都市締結25周年記念ツアー、矢

巾の恵みを味わう夕べ

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。

トラウマ関連相談室を
ご利用ください

廃食用油のリサイクル回収
を行います

労働保険の年度更新を
お忘れなく！

【５月１日付け】
町の人事異動のお知らせ

新型コロナウイルス感染症
傷病手当金を支給します

各種事業中止の
お知らせ（9月末まで）
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