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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）

　世帯員一人当たり 10万円を給

付する「特別定額給付金」の申請

締切は 8 月 11 日㈫です。まだ申

請されていない方は、早めにお手

続きください。

　申請用紙を失くした場合は、再

発行できます。詳細はお問い合わ

せください。

▼申し込み・問い合わせ　役場町

民環境課特別定額給付金室（☎

611-2501）

　町は今年度から実施予定のファ

ミリー・サポート・センター事業

で、子どもの一時預かりなどに取

り組む提供会員（援助を行いたい

方）を募集します。

　説明会を行いますので、子育て

経験を生かしたい方など、ぜひご

参加ください。※要申し込み

▼日 時　8 月 22 日㈯、27 日㈭

午前 10 時～午前 11 時.※いずれ

か都合の良い日にご参加ください。

▼場所　さわやかハウス 2階

▼申し込み・問い合わせ　役場子

ども課（☎ 611-2777）※受け付

けは平日午前 9 時～午後 5 時

 ファミリー・サポート・センター 

　依頼会員（子育ての援助を受け

たい方）と提供会員により、地域

で子育ての相互援助活動を有償で

行う会員制の仕組みです。

▼利用対象　町内在住者

▼事業内容　①保護者の外出時な

どの一時預かり.②保育園や学校

などへの送迎や迎え後の預かり.

③保育園や学校などが休みの日の

預かり.など

 

 7 月 15 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
■社会福祉法人敬愛会（広宮沢・地域
密着型老人ホーム悠和荘）
①看護師（正社員）② 59 歳以下③
1 人 ④ 188,200 円～ 217,800 円 ⑤
03010-10557101 ⑥普免、看護師
■煙山歯科医院（上矢次）
①歯科助手（正社員）②不問③ 1人④
145,000 円～170,000 円 ⑤ 03010-
11088501 ⑥不問
■㈱カナモト（広宮沢）
①技術職 /整備職（正社員）② 59 歳
以下③ 1 人④ 210,620 円～309,760
円⑤ 13040-55335701 ⑥普免、中型
自動車免許いずれか
■南貨物自動車㈱盛岡営業所（流通センター南）
①ドライバー（正社員）② 59 歳以
下 ③ 1 人 ④ 235,906 円 ⑤ 03010-
10758101 ⑥中型自動車免許
■㈲岩商機工（広宮沢）
①作業員（正社員）② 59 歳以下③
2 人 ④ 150,000 円～ 250,000 円 ⑤
03010-11413201 ⑥普免
■㈲朝日運送（流通センター南）
①運転手（正社員）② 59歳以下③ 2人
④ 163,000 円～208,000 円⑤ 03010-
11410401 ⑥中型自動車免許（フォーク
リフト運転技能者あればなお可）
■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）
①正看護師（正社員）② 59 歳以下
③ 2人④ 209,200 円～381,100 円⑤
03010-11407001 ⑥正看護師
■エグゼキュート東北㈱（又兵エ新田）
①ハウスクリーニング（正社員）②不問　
③ 1 人 ④ 150,000 円～ 220,000 円　
⑤ 03010-11800201 ⑥普免
■北信テレック㈱（南矢幅・ソフトバンク矢巾）
①携帯電話販売スタッフ（正社員）② 59
歳以下③ 2人④ 177,200 円～240,400
円⑤ 01020-06450201 ⑥不問

　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【8/11 まで】特別定額給付金の

申請をお忘れなく！

ファミリー・サポート・センター
提供会員を募集します

 火災・救急の件数 

6 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 78 件（ 473 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

6 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 58 件（339 件）

■人身事故 3 件（ 19 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 4 人（ 22 人）

■飲酒運転検挙者数 0 人（ 2 人）

※紫波警察署提供

 8月の納期 

町県民税第 2 期
国民健康保険税第 2 期
介護保険料普通徴収第 5 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 5 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、広報やはば 7 月号
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

渡邉　要.氏. 100,000 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。

※各種行事は、感染症対策を講じた上で開催予定です。なお、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。

　国は戦後75周年にあたり、戦

没者遺族の方へ「戦没者等の遺族

に対する特別弔慰金」（第十一回

特別弔慰金）を支給します。

　請求者ごとに必要書類が異な

るため、電話や窓口でお早めにご

確認ください。

▼支給対象　4月1日時点で、戦

没者などにかかる公務扶助料・遺

族年金等を受給している方がい

ない場合に、次の順位で遺族1人

に支給します。

①4月1日までに戦傷病者戦没者

遺族等援護法による弔慰金の受

給権を取得した方.②戦没者など

の子.③戦没者などの（優先順に）

父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※生計関係などにより、優先順が

変わる場合があります。

④上記以外の三親等内親族（甥、姪

など）で、戦没者などの死亡時ま

でに1年以上の生計関係がある方。

▼支給内容　5年償還の記名国債

※1年5万円で計25万円を支給

▼申し込み・問い合わせ　令和5

年3月31日までに、役場1階福祉課

福祉係（☎611-2572・2574）へ。

　町教育委員会は、未就学児の保

護者を対象に相談会を開催しま

す。秘密は厳守します。子育ての

悩みなど、安心してご相談くださ

い。※相談無料・要申し込み

▼ 開 催 日　.8月.19日 ㈬、20日

㈭、27日㈭、28日㈮. .9月.1日㈫、

2日㈬、9日㈬、10日㈭、16日㈬、

18日㈮、23日㈬、24日㈭、29日㈫..

10月.2日㈮、9日㈮、14日㈬、20

日㈫、28日㈬～ 30日㈮. .11月.4

日㈬、5日㈭、10日㈫、11日㈬

▼時間　午前9時～午後3時

※相談には原則、子どもと一緒に

お越しください。

▼場所　町公民館2階研修室など

▼申し込み・問い合わせ　町教育

委員会学校教育課学校支援係(☎

611-2643)

　ＪＲ東日本は、新幹線試験電車

を使用しての走行試験を実施しま

す。深夜～翌朝の騒音などへ、ご

理解とご協力をお願いします。

▼試験日　各日の午後11時～翌日

午前５時ごろまで

 9月.11日㈮、15日㈫、24日㈭、29

日㈫ .10月.3日㈯、6日㈫、10日㈯、

13日㈫、17日㈯、20日㈫、27日㈫、

31日㈯ .11月.3日㈫、8日㈰、10日

㈫、14日㈯、17日㈫、24日㈫、28日

㈯ 12月 .１日㈫　※都合により日

程を変更することがあります。

▼問い合わせ　JR東日本盛岡支

社企画室（☎625-4019）

　やはぱーくは、キッチン教室「世

界の食と文化～ブルガリア共和国

編～」を開催します。

▼日時　8月23日㈰午前10時～

午後1時

▼場所　やはぱーく3階キッチン

スタジオ

▼定員　10人

▼参加料　900円

▼メニュー　ムカサ（じゃがいも

とひき肉のオーブン焼き）など

▼持ち物　マスク、エプロン、三

角巾、飲み物、手拭き

▼問い合わせ　やはぱーく（☎

656-6610）

　町は、町有地を売却するための

一般競争入札を行います。

　入札参加に必要な書類は、役場

総務課管財係で配布している他、

町ホームページなどで取得できま

す。詳細はお問い合わせください。

▼入札日　8 月 18 日㈫午前 10

時（受け付けは午前 9時 30分～）

▼会場　役場 2階２-２会議室

▼申し込み・問い合わせ　8 月

11 日㈫までに、役場総務課管財

係（☎ 611-2705）へ。

※受け付けは平日午前 9 時～午

後 5 時

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。

戦没者などの遺族の方は
特別弔慰金の手続きを

町有財産の売却に係る
一般競争入札を行います

子育てのお悩み解消へ
教育相談会を開催します

ブルガリアの家庭料理を
作ってみましょう

新幹線試験電車の走行試験に
ご協力ください


