
■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、「町水洗化普及資金融資

制度」について、ここ 10 年間で

本制度の活用事例がほとんどない

ことから廃止を検討しています。

　本制度を活用した水洗化工事を

検討している方、制度の詳細を知

りたい方は、役場上下水道課へお

問い合わせください。

▼制度概要　水洗化工事費用に掛

かる利息のうち、１％を超える利

息を町が負担（借入上限額は一般

住宅 100 万円、集合住宅で大便

器 1個につき 25万円）

▼融資期間　5年以内

▼償還方法　元金均等払い（資金

貸付日の翌月から毎月）

▼問い合わせ　令和 3年 1月 29

日㈮までに、役場上下水道課下水

道係（☎ 611-2566）へ。

　町精神保健ボランティアやまゆ

りは、ドキュメンタリー映画「夜

明け前」の上映会を開催します。

この作品は今から 100 年前、精

神病に有効な治療がなかった時

代、座敷牢に幽閉された精神病者

を救おうと奔走とした精神科医・

呉秀三の活動記録などを基に制作

されました。

　映画鑑賞を通して、精神疾患へ

の正しい知識を学びましょう。

※入場無料、予約不要

▼上映日時　12 月 11 日㈮午後

2時～午後 3時 20 分（午後 1時

30分開場）

▼場所・定員　町公民館３階大研

修室　80人

▼問い合わせ　役場福祉課福祉係

（☎ 611-2574）

 

 11 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
■岩手三菱ふそう自動車販売㈱（矢巾町
ほか県内支店・営業所のいずれか）
①営業（正社員）② 59 歳以下③ 2 人
④ 177,000 円～ 222,000 円 ⑤ 03010-
17045001 ⑥普免
■㈱水清建設（西徳田）
①施工管理（正社員）② 64歳以下③ 2
人 ④ 230,000 円 ～400,000 円 ⑤ 03010-
16899801⑥普免、1級管工事施工管理技士
■㈲ホソカワ防災通信（流通センター南）
①防災通信業スタッフ（正社員）② 64 歳
以下③ 1 人④ 160,000 円～180,000 円
⑤ 03010-17170701 ⑥普免
■㈲きくまる商事（広宮沢）
①運転手（正社員）②不問③ 1 人④
200,000 円 ～ 350,000 円 ⑤ 03010-
16847701 ⑥大型自動車免許、牽引免許
■社会福祉法人新生会（煙山・みちのく
療育園）
①正看護師（正社員）② 59 歳以下③ 1
人④ 178,000 円～323,500 円⑤ 03010-
16902801 ⑥普免、看護師
■流通商事㈱（流通センター南）
①ガソリンスタンド販売員（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 158,000 円～194,000
円⑤ 03010-17913801 ⑥普免（AT 限
定不可）、危険物取扱者（乙種）
■㈱かんきょう（流通センター南）
①営業サポート（正社員）② 59 歳以下
③ 1 人 ④ 166,533 円～ 258,483 円 ⑤
05010-15918901 ⑥普免
■㈱薬王堂（広宮沢）
①建築施工管理者（正社員）② 59 歳以
下③ 1 人④ 234,000 円～300,000 円⑤
03010-17423301 ⑥一級建築施工管理
技士、二級建築士、一級建築士いずれか
■タカヨ建設㈱（下矢次）
①建築技術者（正社員）②59歳以下③ 1
人④ 190,000 円～325,000 円⑤ 03010-
17464301 ⑥普免（一級建築施工管理技
士、二級建築施工管理技士あればなお可）
■㈱ＳＯＺＯ（高田・住宅型有料老人ホー
ムにぎ和い）
①介護職員（正社員）②64歳以下③1人
④163,000円⑤ 03010-17509801⑥介護
職員初任者研修修了者、ホームヘルパー２級

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
　内映画「夜明け前」を

上映します

 火災・救急の件数 

10 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 72 件（775 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

10 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 61 件（543 件）

■人身事故 4 件（ 33 件）

■交通事故死亡者 1 人（ 1 人）

■交通事故負傷者 2 人（ 41 人）

■飲酒運転検挙者数 0 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

12月の納期 

町水洗化普及資金融資制度
廃止を検討しています

町県民税第 4 期
国民健康保険税第 6 期
介護保険料普通徴収第 9 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 9 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。
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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。

※かっこ内は異動前の部署です。

▼上下水道課長補佐..袖野巌（盛

岡・紫波地区環境施設組合）▼道

路住宅課主任技師..佐藤文彦（上

下水道課）

　町山岳協会は、元旦に恒例の南

昌山登山を行います。一年の健康

と幸せを願い、登りましょう。

▼日時　1 月 1 日㈮午前 4 時受

け付け　※受け付け時に名前、住

所、連絡先の記入が必要です。

▼集合場所　町国民保養セン

ター前

▼登山日程　午前 4時 30 分出発

～午前 6時 50 分頂上着（日の出

は午前 6時 57 分ごろ）～山頂で

解散し各自下山　※時間は前後

する場合があります。

▼持ち物　防寒具、雪山歩きがで

きる靴、懐中電灯、おやつなど

▼その他　小学生以下は保護者同

伴。保険は各自で加入願います。

▼問い合わせ　町山岳協会（☎

638-3780）

　（公財）交通事故紛争処理セ

ンターは、自動車事故の被害に

遭い、示談をめぐる損害賠償の

問題でお困りの方へ、弁護士が

「中立・公正」な立場で、当事者

間の紛争解決を支援しています。

ぜひ、ご利用ください。※無料・

要予約

▼予約・問い合わせ　平日午前 9

時～午後 5時に、（公財）交通事

故紛争処理センター仙台支部（☎

022-263-7231）へ。

　町農業委員会は、来春から農地

利用の最適化などに取り組む町農

業委員の募集を行います。応募

資格の詳細などは、QRコードか

ら町ホームページを確認するか、

町農業委員会事務局へお問い合わ

せください。

▼募集人数　16人

▼任期　令和 3年 4月

24日から３年間

▼応募資格　農業に関

する識見を有する方

▼申し込み・問い合わせ　応募用

紙に記入し、令和 3年 1月 29日

㈮までに、役場 2階町農業委員会

事務局（☎ 611-2542）へ。

※窓口の受け付けは平日午前8時

30分～午後5時15分

※応募用紙は事務局窓口か町ホー

ムページで取得できます。

　令和３年産「銀河の

しずく」の作付けには

登録が必要です。詳細

はQRコードから県のホームペー

ジをご覧ください。（申請様式の

ダウンロードもできます）

　JA出荷分は、JAが取りまとめ

て申請しますので、農家ごとの

申請手続きは不要です。

▼申請方法　12月 25日㈮午後 5

時までに、役場 2階産業観光課農

林振興係（☎ 611-2612）へ。

▼問い合わせ　盛岡広域振興局農

政部農業振興室（☎ 629-6599）

　町は、食べ残しを減らすため、

「3
さんまるいちまる

0・10 運動」を推進中です。

会食などの開始30分間と終了10

分前は席に着いて料理を楽しんで

できるだけ食べ切り、食品ロス

を減らそうという趣旨で実施して

います。

　現在、国内では年間約 612 万

㌧もの食品ロスが発生していま

す。食べ残し（食品廃棄物）を防

止し、処分量を削減することは、

ごみの減量などにつながります。

　年末年始にかけて会食が多くな

る時期です。「もったいない」の

意識で、3
さんまるいちまる

0・10 運動を心掛け、

食品ロスを減らしましょう。

▼問い合わせ　役場町民環境課環

境係（☎ 611-2507）

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。

町職員人事異動の
お知らせ【11/1 付】

南昌山の元朝登山
ぜひご参加ください

交通事故紛争処理センターを
ご利用ください

「銀河のしずく」作付けには
登録が必要です

町農業委員会の委員を
募集します

食品ロス削減を目指して
30・10運動に取り組みましょう
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