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■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）

　町は7月1日から、歯ブラシと

キッチンスポンジのリサイクル回

収を行います。いずれも使用済み、

未使用は問いません。回収後、ラ

イオン㈱とテラサイクルジャパン

合同会社を通して、植木鉢やプラ

ンターなどのプラスチック製品に

再生されます。

▼回収方法　水で洗って乾かした

後、必ず透明または半透明の袋に

入れ、回収場所へご持参下さい。

▼回収場所　役場1階町民環境課

環境係窓口。

※歯ブラシは回収に協力している

歯科医院もあります。歯科医院に

持参する場合、受診している病院

へ事前連絡をお願いします。

▼回収できないもの　使い捨て歯

ブラシ、電動歯ブラシ、デンタル

フロス、たわし、ステンレス製ス

ポンジ、食べかすや油の付着が著

しいスポンジ.など

▼問い合わせ　役場町民環境課環

境係（☎611-2506）

　例年９月に開催している町敬老

会は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止します。

　なお、今年度に米寿（88歳）

となる方には、9月中に町から記

念品をお届けします。

▼問い合わせ　役場健康長寿課長

寿支援係（さわやかハウス内☎

611-2821）

 

 6 月 17 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
■㈱藤沢製作所（煙山）
①機械加工（正社員）② 64 歳以下
③ 1人④ 150,000 円～190,000 円⑤
03010-09187401⑥不問
■社会福祉法人矢巾親和会（ふどうこど
も園、やはばこども園いずれかに配属）
①保育教諭（正社員）②59歳以下③3
人④167,700円～180,000円⑤03010-
09613701⑥保育士、幼稚園教諭免許
■㈱こずかたサービス（医大通・岩手
医科大学附属病院中央手術部）
①受付事務（正社員）② 59 歳以下
③ 1人④ 139,400 円～154,500 円⑤
03010-10161901⑥不問
■㈲サンオート（間野々）
①一般事務（正社員）②不問③ 1人
④ 150,000円～200,000円⑤ 03010-
10136901⑥普免
■㈲振興自動車（高田）
①鈑金・塗装及び架装・解体作業（正
社員）② 59歳以下③ 1人④ 170,000
円～230,000 円⑤ 03010-10488801
⑥普免
■㈱サンクス・エクスプレス（広宮沢）
①大型ドライバー（正社員）②64歳以
下③1人④183,000円～255,000円⑤
03010-10255501⑥普免、大型自動車
免許（大型特殊自動車免許、牽引免許、
車輛系建設機械運転、玉掛あればなお可）
■㈱いわて愛隣会（又兵エ新田・ケア
ビレッジとくたんの郷）
①介護スタッフ（正社員）②59歳以下
③ 1人④ 165,000 円～206,000 円⑤
03010-10296501⑥普免、介護福祉士
■住宅型有料老人ホーム鶴亀（高田・
医療法人社団 愛和会）
①介護職員（正社員）②67歳以下③2
人④191,200円～221,200円⑤03010-
10175501⑥介護職員初任者研修、ホー
ムヘルパー2級、介護福祉士いずれか

　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【7/1～】リサイクル回収開始

歯ブラシとキッチンスポンジ

感染症対策のため
町敬老会を中止します

 火災・救急の件数 

5 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 79 件（ 395 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

5 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 39 件（284 件）

■人身事故 2 件（ 16 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 2 人（ 18 人）

■飲酒運転検挙者数 0 人（ 2 人）

※紫波警察署提供

 7月の納期 

固定資産税第 2 期
国民健康保険税第 1 期
介護保険料普通徴収第 4 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 4 期

税金の徴収猶予・減免のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影
響により、収入が減少した方への
徴収猶予、減免の制度があります。
　詳しくは、この広報紙と合わせ
て配布しているチラシをご覧くだ
さい。

町社会福祉協議会へ寄付
ありがとうございます

食ボラ工房菜々彩. 30,000 円
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■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。

　県母子寡婦福祉連合会は、ひと

り親家庭などのため、弁護士によ

る無料法律相談を開催します。

　離婚や養育費など、日常生活に

おいて困っていること、悩んでい

ることについて、ぜひ、ご相談く

ださい。※相談無料

▼日時　7月22日㈬午前10時～

午後3時

▼会場　役場2階.町社会福祉協議

会相談室

▼対象　ひとり親家庭の方（母

子家庭の母、父子家庭の父、寡婦）

など

▼申し込み・問い合わせ　一般社

団法人岩手県母子寡婦福祉連合

会（☎623-8539）

　森林を伐採、開発する際は、事

前に届け出や許可申請の各種手

続きが必要となります。

　森林の伐採、開発の計画があれ

ばお問い合わせください。

.役場が管理するもの.

　立木の伐採や保安林の間伐

▼問い合わせ　役場産業観光課農

林振興係（☎611-2614）

 盛岡広域振興局が管理するもの 

　保安林の立木の伐採（間伐以

外）、土地の形質の変更、１㌶を

超える森林の開発行為

▼問い合わせ　盛岡広域振興局林

務部森林保全課（☎629-6615、

6616）

　県精神保健福祉連合会は、統合

失調症などの精神障がい者の家族

のため、個別相談会を開催してい

ます。１回１時間で、同じ立場の

家族が相談員です。※要予約

▼場所　ふれあいランド岩手（盛

岡市三本柳8-1-3）、盛岡市総合

福祉センター（盛岡市若園町2-2）

▼申し込み・問い合わせ　電話ま

たは任意の用紙に「家族相談申込」、

氏名、連絡先電話番号、希望日時を

記入し、岩手県精神保健福祉連合

会事務局（☎637-7600.FAX637-

7626）にFAXをお送りください。

※受け付けは火、木、金曜午前9

時～午後4時

 ふれあいランド岩手会場 

▼時間　午前10時～午後1時

▼相談日　7月10日㈮、8月7日㈮、

9月11日㈮

 盛岡市総合福祉センター会場 

▼時間　午後1時～午後5時

▼相談日　7月28日㈫、8月25日

㈫、9月29日㈫

　町農業委員会は、農地に関する

相談会を開催します。農地の貸借

や売買、宅地への転用、農業者年

金について、農業委員が相談に応

じます。お気軽にご相談ください。

　なお、当日は相談のみで、各種

手続きなどはできません。

※予約不要

▼日時　8月2日㈰午前10時～午

後３時

▼場所　やはぱーく1階活動スペース

▼問い合わせ　町農業委員会事務

局（☎611-2542）

　県は、7月17日㈮～ 7月26日㈰

の10日間、夏の交通事故防止県

民運動を実施します。

　夏は、暑さや長距離運転による

疲れをきっかけとした交通事故、

夏休み中の子どもが関係する交通

事故が起こりやすくなります。交

通ルールを守り、交通マナーを実

践して、交通事故を防ぎましょう。

▼スローガン　「ベルトした？.う

しろの席も.もうしたよ」

▼運動の重点　①暑さなどによる

過労運転の防止.②高齢者と夏休

み中の子どもの交通事故防止

③全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の

徹底.④飲酒運転の根絶

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

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。

ひとり親家庭などのため
無料法律相談を開催します

森林の伐採・開発は
事前に届け出と申請手続きを

【7/17～26】
夏の交通事故防止県民運動

精神障がい者の家族向け
個別相談会を開催します

農地に関する相談会を
開催します


