
■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）

.納付期限までに納めましょう.

　毎月の国民年金保険料の納付期

限は、翌月末までです。日本年金

機構から送付される納付書で、金

融機関・郵便局・コンビニで納付

できます。また、口座振替やクレ

ジットカードによる納付もできま

す。なお、納付期限から 2 年を

経過すると納付できなくなるた

め、ご注意ください。

　保険料の納付が経済的に困難な

場合は、申請により免除または猶

予できる場合があります。納付、

申請が遅れると、各種保障が受け

られない場合があるため、必ず必

要な手続きをしてください。

.離婚時の年金分割制度.

　離婚した場合、双方の婚姻期間

中の厚生年金を分割して、それぞ

れ自分の年金とすることができま

す。離婚後２年以内に手続きを

行っていただく必要があるので、

お早めにご相談ください。

▼問い合わせ　ねんきん加入者ダ

イヤル（☎ 0570-003-004）、盛

岡年金事務所（☎ 623-6211）、

役場町民環境課戸籍窓口係（☎

611-2502）

　10 月 3 日㈯から、県内の最低

賃金が時間額 793 円となります。

　この基準は、パートタイマー、

アルバイトを含む全ての労働者に

適用されます。この他、産業別最

低賃金にもご留意ください。

▼問い合わせ　岩手労働局労働基

準部賃金室（☎ 604-3008）

 

 9 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
■青森定期自動車㈱盛岡支店（広宮沢）
①運行管理者兼仕分け作業員（正社員）
② 18 歳 以 上 ③ 3 人 ④ 200,000 円～
250,000 円⑤ 03010-12721701 ⑥普免
（運行管理者（貨物）あればなお可）
■㈱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-
13539501 ⑥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）
■㈲ヤマゼン物流（流通センター南）
①事務員（正社員）② 59 歳以下③ 1人
④ 180,000 円～ 210,000 円 ⑤ 03010-
14251301 ⑥中型自動車免許
■北信テレック㈱（南矢幅・ソフトバンク
矢巾）
①販売スタッフ（正社員）② 59 歳以下
③ 2 人 ④ 177,200 円～ 220,400 円 ⑤
01020-07813501 ⑥不問
■㈱サクラダ盛岡営業所（流通センター南）
①営業（正社員）② 59 歳以下③ 1 人
④ 165,000 円～ 190,000 円 ⑤ 03010-
14295901 ⑥普免
■岩手ヨコウン㈱（流通センター南）
①トラック運転手（正社員）② 59 歳以下
③ 1 人 ④ 158,000 円 ～ 190,000 円 ⑤
03010-14367901⑥普免、中型自動車免許
■㈱ケナフ（西徳田・老人デイサービス
センター百万石矢巾口）
①機能訓練指導員（正社員）② 64 歳以
下③ 1 人④ 170,000 円～228,000 円⑤
03010-14390901 ⑥柔道整復師・作業
療法士・理学療法士のいずれか、普免
■合同会社なでしこ（南矢幅・有料老人
ホームなでしこ）
①介護職員（正社員）②不問③ 3 人
④ 143,000 円～ 166,000 円 ⑤ 03010-
14152301 ⑥ホームヘルパー2級（普免
あればなお可）
■特定非営利活動法人ことぶきの会つり
がねの郷（煙山）
①看護スタッフ（正社員）② 64歳以下③ 1
人④ 160,000 円～200,000 円⑤ 03010-
14352701 ⑥普免、准看護師または看護師

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
　内国民年金のお知らせ

納付期限・年金分割制度

 火災・救急の件数 

8 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 84 件（ 634 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

8 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 50 件（432 件）

■人身事故 3 件（ 27 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 10 人（ 37 人）

■飲酒運転検挙者数 1 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

10月の納期 

岩手県内の最低賃金が
793円となります

町県民税第 3 期
国民健康保険税第 4 期
介護保険料普通徴収第 7 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 7 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。
　制度の詳細は、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。

.徴収猶予となる対象町税の変更.
　対象となる町税は、令和 2年 2
月 1 日㈯～令和 3年 2 月 1 日㈪
が納期限のものに変更となりまし
た。
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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。

　町教育委員会は、来年 4月に

小学校に入学する子どもを対象

に、「就学時健康診断」を実施し

ます。対象者には案内を送付して

います。健康診断日程を確認の

上、受診してください。

　なお、指定された日時で受診で

きない、案内が届いていないなど

の場合は、ご連絡ください。

▼対象　平成 26年 4月 2日～平

成 27年 4月 1日生まれの方

▼受診会場・内容　

.町内小学校.内科・各種検査など

.町公民館.耳鼻科・眼科・歯科

※両方の会場での受診が必要です。

▼問い合わせ　町教育委員会学

校教育課学校支援係（☎ 611-

2643）

　5年に一度の国勢調査が、実施

されています。9月中に各地域を

担当する調査員が調査書類を配

布していますが、調査員に調査票

の提出を希望する方、調査書類が

お手元に見当たらない方、回答後

に内容の誤りに気付いた方は、町

国勢調査実施本部までお問い合わ

せください。

　なお、調査票の提出が確認でき

ない世帯に対しては、10 月中旬

以降、調査員などによる訪問を予

定しています。調査の回答にご協

力をお願いします。

▼調査基準日　10月 1日㈭

▼問い合わせ　町国勢調査実施

本部（役場企画財政課情報係☎

611-2724）

　総務省は、10月 7日㈬～ 13㈫

を「行政相談週間」と定め、全国

一斉に各種行事を実施します。

　町内でも、行政相談員が行政相

談所を開設します。役所や独立行

政法人に関してお困りのことがあ

れば、お気軽にご利用ください。

※相談無料・要事前連絡

▼日時　10 月９日㈮午前 9時～

正午まで

▼会場　役場 2 階町社会福祉協

議会相談室

▼問い合わせ　総務省行政相談

センターきくみみ（☎ 0570-

090110）

▼募集住宅　三堤住宅 1 戸（家

賃 13,600 円～ 20,300 円）、森

が丘住宅 1戸 ( 家賃 21,300 円～

31,700 円 )

▼入居者資格　①同居する親族が

いるまたは満 60歳以上の単身者

②所定の収入基準を満たすこと　

③申請者または現在の同居親族に

持ち家などがなく、現在住宅に

困っている　など

※詳しい資格や連帯保証人の要件

などは、お問い合わせください。

▼募集期間　10月５日㈪～ 13日㈫

▼抽選日・会場　10月21日㈬午

後６時から　役場 2階 2-2 会議室

▼申し込み・問い合わせ　役場

道路住宅課住宅政策係（☎ 611-

2635）

　町歴史民俗資料館は、「東北文

化の日」として、入館無料日を設

けます。ぜひ、お越しください。

▼期間　10 月 31 日㈯、11 月 1

日㈰、３日（火・祝）

▼入館時間　午前９時～午後４時

30分

▼問い合わせ　町歴史民俗資料館

（☎ 697-3704）

　県内には、理由があり自分の家

庭で生活できない子どもが約400

人います。県福祉総合相談セン

ターでは、愛情と理解を持って育

てられる里親を募集していますの

で、お問い合わせください。

▼問い合わせ　県福祉総合相談セ

ンター児童女性部（☎ 629-9608）

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。

小学生になる子どもの
健康診断を実施します

町営住宅の入居者を
募集します（三堤・森が丘）

国勢調査への回答に
ご協力をお願いします

行政相談所を設置
お気軽にご利用ください

町歴史民俗資料館
入館無料日を設けます

10月は里親月間です
里親を募集しています
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