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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）

　国は、新型コロナウィルス感染

症の拡大防止対策を行いつつ、販

路回復・開拓や事業継続・転換、

人手不足解消の取り組みなどを総

合的に支援する「経営継続補助金」

の申請を受け付けます。

　申請方法などの詳細は、農協の

組合員向け「秋期営農生活座談会」

資料、町ホームページをご覧くだ

さい。

▼対象者　従業員数20人以下（常

時雇用）の農業を営む個人または

法人

▼対象事業・補助上限　

①農業経営計画に基づく経営維持

の取り組み　100 万円（補助率 4

分の 3）

②①の事業と合わせて、事業継続

に関するガイドラインなどに基づ

く取り組み　50万円（定額）

▼問い合わせ　9月 25 日㈮まで

に、役場産業観光課農林振興係（☎

611-2612）へ。

　秋の全国交通安全運動が始まり

ます。秋は夕暮れ・夜間の事故が

増えるため、反射材の着用、早め

のライト点灯を心掛けましょう。

▼期間　9月 21日㈪～ 30日㈬

▼スローガン　夕暮れの一番星は

反射材

▼運動の重点　①高齢運転者等の

安全運転の励行.②夕暮れ時と夜

間の交通事故防止と飲酒運転等の

危険運転の防止　など

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎ 611-2708）

 

 8 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
■㈱こずかたサービス（医大通・岩手医

科大学附属病院）

①手術室サポートスタッフ（正社員）② 59
歳以下③ 2 人④ 140,400 円～155,500
円⑤ 03010-11732901 ⑥不問
■㈲盛南輸送（流通センター南）

①大型ドライバー（正社員）② 64 歳以
下③ 3 人④ 145,000 円～147,000 円⑤
03010-11931201 ⑥中型自動車免許また
は大型自動車免許（資格支援制度あり）
■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

■あいのの皮フ科クリニック（間野々）

①医療事務兼看護補助（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 145,000 円～200,000
円⑤ 03010-12210401 ⑥医療事務資格
あればなお可
■㈱サンクス・エクスプレス（広宮沢）

①配車業務（正社員）② 64 歳以下③ 1
人④ 170,000 円～220,000 円⑤ 03010-
12101801 ⑥普免（運行管理者（貨物）
あればなお可）
■川村商事㈲（西徳田・回転寿司すノ家

矢巾店）

①調理、接客、仕込み（正社員）② 59
歳以下③ 2 人④ 181,000 円～440,000
円⑤ 03010-12325401 ⑥不問
■東北大栄プラスチック㈱（ほっかほっか

亭矢巾店または津志田店・日詰店）

①弁当製造・販売（正社員）② 59 歳以
下③ 2 人④ 153,200 円～184,700 円⑤
03070-02889901 ⑥普免
■㈱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-
12207001 ⑥普免
■㈲快互（又兵エ新田または津志田中央

＝グループホーム太陽荘）

①介護職（正社員）②不問③ 3 人④
143,500 円 ～ 176,300 円 ⑤ 03010-
12072501 ⑥普免、介護福祉士

　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
　内農業者向け

経営継続補助金のお知らせ

 火災・救急の件数 

7 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 77 件（ 550 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

7 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 41 件（382 件）

■人身事故 5 件（ 24 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 5 人（ 27 人）

■飲酒運転検挙者数 1 人（ 3 人）

※紫波警察署提供

 9月の納期 

固定資産税第 3 期
国民健康保険税第 3 期
介護保険料普通徴収第 6 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 6 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。

【9/21 ～ 30】秋の全国交通安全運動
反射材の着用、早めのライト点灯を！
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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、新型コロナウイルス感

染症の影響で収入の減少などが

あった「ひとり親世帯」に対して、

臨時特別給付金を支給します。

　基本給付の①以外は、申請書の

提出が必要となります。詳細は県

または町のホームページで確認

するか、町教育委員会子ども課子

育て家庭支援係にお問い合わせ

ください。

▼提出期限　令和３年２月28日㈰

▼申し込み・問い合わせ　町教育

委員会子ども課子育て家庭支援係

（さわやかハウス内☎ 611-2772）

 基本給付 

▼対象者　①～③のいずれかに

当てはまる方

①６月分の児童扶養手当が支給

された方

②公的年金などを受給し、６月分

の児童扶養手当の支給が全額停

止された方

③新型コロナウイルス感染症の

影響で収入が、児童扶養手当の受

給者と同じ水準になった方

▼給付額　１世帯５万円　

※第２子以降は１人につき３万円

 追加給付 

▼対象者　新型コロナウイルス感

染症の影響で収入が減少し、①ま

たは②に当てはまる方

①６月分の児童扶養手当が支給さ

れた方

②公的年金などを受給し、６月分

の児童扶養手当の支給が全額停止

された方

▼給付額　１世帯５万円

　町は、新型コロナウイルス感染

症に伴う生活相談窓口を設置して

います。相談員が対応しますので、

お気軽にご相談ください。

※相談無料

　また、収入が減少して生活に困

窮している方に家賃額を支給する

「住居確保給付金制度」がありま

す。上限額など詳しい要件はお問

い合わせください。

▼相談・問い合わせ　役場福祉

課生活相談係（☎ 611-2575、

2576）※受け付けは平日午前 9

時～午後 5 時

　新型コロナウィルス感染症の影

響で国民年金保険料の納付が難し

い方は、免除申請ができます。免

除要件や手続きについての詳細は

お問い合わせください。

▼対象期間　令和 2 年 2 月分～

令和 3年 6月分

▼問い合わせ　日本年金機構ねん

きん加入者ダイヤル（☎ 0570-

003-004）、役場町民環境課戸籍

窓口係（☎ 611-2502）

　町は、国の特別定額給付金の基

準日（４月 27 日）後に生まれた

人へ、「赤ちゃん子育て応援給付

金」を支給します。詳細はお問い

合わせください。

▼対象者　令和 2年４月 28日～

令和 3年 4月 1日生まれの方

▼給付額　一人当たり 10万円

▼申請期限　令和 3年 4月 30日㈮

▼問い合わせ　役場町民環境課

（☎ 611-2501）

　道路の老朽化による「穴ぼこ」

などの損傷は、そこを通過した車

両のタイヤをパンクさせる恐れが

あります。町内の道路で損傷箇所

を見つけた場合は、役場道路住宅

課へご連絡ください。

　町は定期的にパトロールを行

い、補修作業などを行っています

が、早期の発見と事故防止のため、

皆さんのご協力をお願いします。

　なお、道路の損傷について町へ

連絡する場合は、住所や近くの目

標物など、損傷場所が分かるよう

な目印などをお知らせください。

▼問い合わせ　役場道路住宅課地

域整備係（☎ 611-2632）

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。

ひとり親世帯へ
臨時特別給付金を支給します

道路の「穴ぼこ」など
情報提供をお願いします

国民年金保険料
免除申請のお知らせ

コロナ関係の生活相談窓口
住居確保給付金のお知らせ

赤ちゃん子育て応援
給付金を支給します


