
■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、コロナ禍で売上が減少し

た事業者に対し、店舗などの賃借

料（家賃・地代）補助を行っていま

す。お早めにお申し込みください。

　対象者などの詳細は、QRコー

ドから町ホームページを確認する

か、役場産業観光課商工振興係ま

でお問い合わせください。

▼対象　町内の事業者のうち① 4

月～ 9 月のいずれか１月分の売

上が、前年同月に比べて 30％以

上減少した方.②２月～９月の間

の連続する３カ月の売上合計が、

前年同期間と比較して 30％以上

減少した方

▼申し込み・問い合わせ

11 月 30 日㈪までに、

役場産業観光課商工振

興係（☎ 611-2602）へ。

　国税庁は、新型コロナウイルス

感染症対策のため、「年末調整等

説明会」を中止します。

　なお、年末調整に関する各種情

報は、国税庁ホームページに年末

調整特集ページを作成

しています。QR コー

ドからアクセスできま

すので、ご覧ください。

　10 月 1 日付で、町の特別職 2

人が再任となりました。

▼固定資産評価審査委員.高舘精

記　▼教育委員.齊藤学

 

 10 月 16 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
■社会福祉法人土淵朗親会（流通センター
南）
①看護師または准看護師（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 170,835 円～183,540
円　⑤ 03010-14696001 ⑥看護師または
准看護師、普免
■ＵＤトラックス岩手㈱（高田）
①パーツ・アドバイザー（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 175,000 円～255,000
円⑤ 03010-15268501　⑥普免
■㈱ウェルテック（南矢幅）
①機械整備、溶接工（正社員）②不問
③ 3 人 ④ 165,000 円～ 320,000 円 ⑤
03010-15694501 ⑥普免
■㈱プレーゴ（南矢幅）
①介護職兼生活相談員（正社員）② 64
歳以下③ 1 人④ 145,000 円～174,000
円⑤ 03010-15398201 ⑥普免、介護福
祉士、介護職員初任者研修修了者あれば
なお可、無資格も可
■㈲快互（グループホーム太陽荘、都南
太陽荘いずれか）
①介護支援専門員（正社員）②不問③ 2
人 ④ 202,250 円 ⑤ 03010-16021901　
⑥普免、介護支援専門員
■㈱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）② 59 歳以下
③ 1 人 ④ 165,000 円～ 206,000 円 ⑤
03010-16101901 ⑥普免、介護福祉士
■㈱レア・メンタル（西徳田・モスバーガー
矢巾店）
①製造販売（正社員）② 18 歳以上③ 1
人④ 200,000 円～230,000 円⑤ 03010-
16347801 ⑥不問
■社会福祉法人爽生会（土橋・シェーン
ハイムやはば）
①看護師または准看護師（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 172,000 円～249,500
円⑤ 03010-16387401 ⑥普免、准看護師
（看護師あればなお可）

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
　内年末調整の情報は

国税庁ホームページへ

 火災・救急の件数 

9 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（703 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

9 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 50 件（482 件）

■人身事故 2 件（ 29 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 2 人（ 39 人）

■飲酒運転検挙者数 0 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

11月の納期 

コロナ関連の事業者支援
賃借料補助の申し込み【11/30まで】

固定資産税第 4 期
国民健康保険税第 5 期
介護保険料普通徴収第 8 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 8 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。
　詳細は、QRコード
から町ホームページを
ご覧ください。

【10月 1日～】
特別職の再任のお知らせ
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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。

　2021 年版の岩手県民手帳（税

込み700円）と岩手県能率手帳（税

込み 800 円）を役場で販売して

います。

　購入を希望する方は代金を持

参の上、役場 1 階総合案内、ま

たは同 3階企画財政課情報係で

お買い求めください。

▼販売期間　1月 20日㈬まで

▼問い合わせ　役場企画財政課

情報係（☎ 611-2724）

　自衛隊岩手地方協力本部は、自

衛官候補生の募集をしています。

QRコードから詳細をご覧の上、

ぜひ、ご応募ください。

▼応募資格　18 歳以上 33 歳未

満の方

▼試験日　11月 15日㈰

▼申し込み・問い合わせ　自衛隊

岩手地方協力本部盛岡募集案内

所（☎ 641-5191）

　　

　日本年金機構は、年金委員を募

集しています。年金委員は、厚生

労働大臣の委嘱により、会社や地

域で公的年金制度の啓発・相談・

助言などの活動を行う民間の協力

員です。

　公的年金制度の周知活動にぜ

ひ、ご協力ください。

.ねんきんネットをご利用ください.

　1
いい

1月 3
みらい

0 日は「年金の日」で

す。この日に合わせて、年金記録

や将来の年金受給見込額を確認し、

未来の生活設計について考えてみま

しょう。

　日本年金機構のサービス「ねん

きんネット」はインターネット上

で、いつでも自分の年金記録を確

認でき、将来の年金受給見込額に

ついて記録を基に、さ

まざまな試算ができま

す。QRコードから日本

年金機構のホームページを確認す

るか、盛岡年金事務所にお問い合

わせください。

▼問い合わせ　盛岡年金事務所

（☎ 623-6211）

　児童虐待は社会全体で解決すべ

き問題です。あなたの電話で救わ

れる子どもがいます。「児童虐待

かも」と思ったら、すぐにお電話

ください。匿名での連絡が可能で、

内容に関する秘密も守られます。

▼相談先　役場子ども課子どもあん

しん係（町子ども家庭総合支援拠点・

児童家庭相談窓口.☎ 611-2831）

▼時間　平日午前９時～午後５時

土日祝日・夜間は役場代表（☎

697-2111）

.早急な対応が必要な場合.

　緊急の場合は、通話無料の児

童相談所虐待対応ダイヤル（☎

189）、生命に関わると思われる場

合は、至急警察110番へ連絡して

ください。

　所得税・復興特別所得税の納期

限は、11 月 30 日㈪です。振替

納税を利用している方は、納期限

に指定の金融機関の預貯金口座か

ら自動的に引き落とされます。

　振替納税を利用していない方

は、納期限までに金融機関または

盛岡税務署（盛岡市本町通 3-8-

37）の窓口で納付してください。

　また、電子納税もできますので

ぜひ、ご利用ください。

.減額申請についてご確認ください.

　なお、令和２年分の「申告納税

見積額」（10 月 31 日現在）が税

務署から通知されている「予定納

税基準額」よりも少なくなると見

込まれる場合などは、予定納税の

減額申請ができます。

　手続き方法など詳細

は、ＱＲコードから国

税庁ホームページをご

覧ください。

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。

県民手帳と能率手帳
2021年版を販売しています

【11/15】自衛官候補生
試験を行います

日本年金機構より
年金委員募集・ねんきんネット

納期限のお知らせ【11/30】
所得税・復興特別所得税

11月は児童虐待防止
推進月間です
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