
■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、「矢巾町成年後見制度利

用促進基本計画」( 令和３年度～

令和５年度 )の策定のため、パブ

リックコメントを実施中です。よ

り良い計画策定のため、皆さんの

意見をお寄せください。

▼閲覧場所　町ホームページまた

は役場健康長寿課（さわやかハウス内）

▼意見提出・問い合わせ　意見書

に住所と氏名を記載の上、３月

19 日㈮までに役場健康長寿課長

寿支援係（〒 028-3692 矢巾町

大字南矢幅 13-123☎ 611-2821.

FAX698-1214) へ持参か郵送、

FAXでお送りください。※締切

日は変更になる場合があります。

　町図書センターは、保存期限の

切れた雑誌（平成 28年～平成 29

年 3 月）を無償提供する「雑誌リ

サイクルフェア」を開催します。

※予約不要

▼日時　① 3 月 11 日㈭午前 11

時～午後 3時② 3月 14日㈰正午

～午後 3時

▼場所　①やはぱーく 2 階エレ

ベーターホール.②やはぱーく１

階活動スペースA・B・C

▼対象　町図書センターの利用者

カード登録者

▼提供雑誌　平成28年～平成29

年（2016年～ 2017年）発行分

▼提供冊数　1人 10冊まで

▼問い合わせ　町図書センター

（☎ 656-6620）

 

 2 月 12 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
■㈱日本アクア（広宮沢）
①営業（正社員）② 64 歳以下③ 2 人
④ 250,000 円～ 300,000 円 ⑤ 13040-
09895302 ⑥普免
■㈱藤沢製作所（煙山）
①機械加工（正社員）② 64 歳以下③ 2
人④ 150,000 円～250,000 円⑤ 03010-
22747801 ⑥不問
■㈱サンクス・エクスプレス（広宮沢）
①総務・経理（正社員）② 64歳以下③ 1
人④ 160,000 円～210,120 円⑤ 03010-
22906701 ⑥普免（AT限定不可）
■㈱こずかたサービス（医大通）
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 03010-22857901 ⑥不問
■㈱もりでん（流通センター南）
①施工管理（正社員）② 59 歳以下③ 1
人④ 195,000 円～400,000 円⑤ 03010-
23172001 ⑥普免（1級電気工事施工管
理技士、2級電気工事施工管理技士いず
れかの資格）
■勅使川原産業㈱盛岡営業所（広宮沢）
①大型乗務員（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 264,200 円～453,000 円⑤ 03010-
22974501 ⑥大型自動車免許
■和以美㈱（広宮沢）
①営業職（正社員）②不問③ 1 人④
191,000 円 ～ 220,000 円 ⑤ 13110-
21350001 ⑥普免（AT限定不可）
■㈱こずかたサービス（医大通・岩手医
科大学付属病院）
①中央材料室スタッフ（正社員）② 59 歳
以下③ 1 人④ 139,400 円～153,800 円
⑤ 03010-23557501 ⑥不問
■㈲竹林工業（広宮沢）
①現場作業員（正社員）② 64歳以下③ 1
人④ 143,000 円～220,000 円⑤ 03010-
23420301 ⑥普免（AT 限定不可）（建
築士・溶接免許・鉄鋼管理技術者のいず
れかあればなお可）

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
　内雑誌リサイクルフェア

無償で提供します

 火災・救急の件数 

1 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 0 件（ 0 件）

■救急出動 82 件（ 82 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 町内の交通事故件数 

1 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 113 件（113 件）

■人身事故 6 件（ 6 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 7 人（ 7 人）

■飲酒運転検挙者数 1 人（ 1 人）

※紫波警察署提供

3月の納期

成年後見に関する計画
パブコメにご協力ください

介護保険料普通徴収第 12 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 12 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。

町社会福祉協議会へ寄付
ありがとうございます

北日本採石興業㈱. 500,000 円
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　20歳以上 60歳未満の方は、国

民年金への加入が法律で義務付け

られています。退職（失業）時、

厚生年金保険から国民年金への変

更の届け出が必要です。

　お住まいの市役所または町村役

場の窓口かお近くの年金事務所で

速やかに手続きをお願いします。

　保険料の納付期限は翌月末です

が、失業特例など、納付が困難な

方向けの免除制度がありますの

で、ぜひご相談ください。

▼問い合わせ　ねんきん加入者

ダイヤル（☎ 0570-003-004）、

盛岡年金事務所国民年金課（☎

623-6211）、役場町民環境課戸

籍窓口係（☎ 611-2502）

　3月20 日㈯から、春の緑の募

金活動が始まります。緑の募金は、

森林整備や緑化推進など、緑を守

り育てるために活用されます。

　県緑化推進委員会矢巾支部は、

各行政区を通じて募金を呼び掛け

ています。皆さんのご協力をお願

いします。

※領収書が必要な場合は、下記へ

ご連絡ください。

▼実施期間　3月 20 日㈯～ 5月

31日㈪

▼問い合わせ　同支部事務局（役

場産業観光課農林振興係内☎

611-2612）

■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。

　盛岡広域都市計画区域（矢巾町、

盛岡市、滝沢市）は、区域内を市

街化区域と市街化調整区域に区分

しています。

　このうち市街化調整区域は、計

画的な都市づくりや自然環境保全

のため、一定の建築行為など（建

築物の新築・改築・用途変更など）

やそれらに伴う土地の造成につい

て都市計画法で制限されています。

一部の行為を除いて、県の許可が

必要ですので、事前に役場へご相

談ください。

　なお、市街化調整区域に区分さ

れる前（昭和45年10月1日より前、

場所によっては昭和59年11月16

日より前）から存在する建築物や、

適正な手続きを経て建築したもの

を建て替える場合は、許可が不要

な場合がありますので、併せてお

問い合わせください。

▼申し込み・問い合わせ　役場道

路住宅課まちづくり推進室（☎.

611-2623）

※ 1 優先的に市街地として整備す

べき区域

※ 2 市街化を抑制すべき区域

　町は、今年１回目の「町をみん

なできれいにする運動」を実施し

ます。各行政区でごみ拾いなどの

清掃活動を行い、気持ちよく暮ら

せる美しい町を実現させましょ

う。たくさんのご参加をお待ちし

ています。

▼日時　4月 11 日㈰午前 6時～

午前 7時（小雨決行）

▼ごみ処理方法　集めたごみは町

指定のごみ袋に入れ、決められた

日に各自治会のごみ集積所に搬入

してください。

▼問い合わせ　役場企画財政課

企画コミュニティ係（☎ 611-

2721）

※清掃センターでは当日、ごみ搬

入を受け付けません。後日、清掃

センターに直接ごみを持ち込む場

合は、事前に役場企画財政課企画

コミュニティ係にご連絡くださ

い。

　4月１日から、盛岡・紫波地区

環境施設組合清掃センターへ廃棄

物を直接搬入する場合の受け入れ

手数料の区分が変わります。

▼変更するごみの種類と料金

①生ごみ以外の一般廃棄物105円

②生ごみ 30 円.※①②とも 10㌔

までごとに加算

▼問い合わせ　盛岡・紫波地区環

境施設組合（☎ 697-3835）

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。

市街化調整区域内は建築や
用途変更の制限があります

町をみんなできれいにする運動
ぜひご参加ください

【3/20 ～ 5/31】緑の募金
ご協力をお願いします

国民年金の加入
忘れずにお手続きください

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、行事などが延期・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。

※1 ※2

ごみの清掃センター搬入時
手数料が変わります
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