
　新生活が始まることを機に、改

めて交通安全や防犯を意識しま

しょう。

▼期間　4月６日㈫～ 15日㈭

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

 春の全国交通安全運動 

　歩行者は、道路を渡る前に、「止

まる、見る、飛び出さない」をしっ

かりと守りましょう。ドライバー

は、横断歩道では歩行者が優先で

あることを自覚し、一時停止など

の交通ルールを守り、交通事故防

止に努めましょう。

▼スローガン　「手をあげて.じぶ

んでまもろう.いのちのあいず」

▼運動の重点　①歩行者の安全の

確保.②自転車の安全利用の推進.

③歩行者などの保護をはじめとす

る安全運転意識の向上.④飲酒運

転の根絶

 春の地域安全運動 

　新入学期は、児童や生徒を標的

とした不審者からの「声掛け」事

案が発生しやすい傾向がありま

す。「地域の安全は地域で守る」

を合言葉に、各種犯罪被害防止に

ご協力をお願いします。

▼スローガン　「なくそう犯罪..ふ

やそう笑顔..みんな大好き岩手県」

▼運動の重点　①子どもと女性の

安全確保.②特殊詐欺の被害防止

③鍵かけの励行

　やはぱーくは、「やはぱーくキッ

チン教室」を開催します。ロシア

とベルギーの定番の朝食を作りま

す。※要申し込み

▼日時　各午前10時～午後1時

.ロシア.4月10日㈯..ベルギー.4月

19日㈪　各定員10人

▼場所・参加料　やはぱーく3階

キッチンスタジオ　各900円

▼持ち物　手拭き、三角巾、エプロン

▼問い合わせ　やはぱーく（☎

656-6610）

■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）

春の全国交通安全運動・
地域安全運動が始まります

固定資産税第 1 期
介護保険料普通徴収第 1 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 1 期

2 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 1 件）

■救急出動 65 件（ 147 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 2 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 66 件（179 件）

 ■人身事故 1 件（7 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（0 人）

 ■交通事故負傷者 1 人（8 人）

 ■飲酒運転検挙者数 1 人（2 人）

※紫波警察署提供

 4月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

やはぱーくキッチン教室
「世界の朝食」ロシア＆ベルギー

 
 3 月 17 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
■㈱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-
01226111 ⑥普免
■㈱プレーゴ（和味・老人デイサービス
センター百万石）
①機能訓練指導員（正社員）② 64 歳以
下③ 1 人④ 178,000 円～212,000 円⑤
03010-01402611⑥柔道整復師・看護師・
准看護師いずれか（普免あればなお可）
■テクノクラフト・シー・アンド・ヴィ㈱岩
手工場（藤沢）
①鈑金塗装職（正社員）② 59歳以下③ 2
人④ 160,000 円～170,000 円⑤ 03010-
01936911 ⑥普免（AT限定不可）
■㈱プレーゴ（和味・老人デイサービス
センター百万石）
①生活相談員（正社員）② 64歳以下③ 1
人④ 175,000 円～224,000 円⑤ 03010-
01756511 ⑥介護職初任者研修修了者そ
の他の福祉・介護関係資格（普免、介護
福祉士あればなお可）
■けんたろうこどもクリニック（西徳田）
①看護職（正社員）②59歳以下③2人④
220,000円⑤ 03010-01722511⑥看護師
■川村商事㈲（西徳田・回転寿司すノ家
矢巾店）
①調理、接客、魚の仕込（正社員）② 59
歳以下③ 2 人④ 220,000 円～440,000
円⑤ 03010-02239111 ⑥不問
■㈱シグマット盛岡支店（流通センター南）
①施工管理・配送業務（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 145,000 円～203,900
円⑤ 03010-03124311 ⑥普免（ＡＴ限定
不可）、準中型自動車免許
■㈱いわて食品（土橋）
①食品製造（正社員）②59歳以下③1人
④160,000円⑤03010-03700411⑥不問
■㈱白沢土木（広宮沢）
①土木作業員（正社員）②不問③ 1 人
④ 184,000 円～ 207,000 円 ⑤ 03010-
03553111 ⑥普免（AT限定不可）
■ヤマト運輸㈱矢巾支店（広宮沢）
①セールスドライバー（正社員）②64歳以
下③ 1 人④ 146,000 円～206,000 円⑤
03010-03838511⑥準中型自動車免許

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）。
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　盛岡・紫波地区環

境施設組合は、家庭

から出た生ごみを発

酵させて作った、た

い肥「田園有機」を

販売しています。

　10袋以上購入すると、自宅な

どへの配達もできます。畑や家庭

菜園にぜひ、ご利用ください。

▼価格　１袋（15㌔）350円

▼問い合わせ　盛岡・紫波地区環

境施設組合（☎697-3835）

　空気が乾燥する季節に合わせ

て、山火事予防運動が全国で行わ

れています。山火事の原因のほ

とんどは人の不注意が原因です。

▷強風・乾燥時にたき火や野焼き

をしない.▷たばこの吸い殻の火は

必ず消す.などを守りましょう。

▼統一標語　あなたです..森を火

事から..守るのは

▼実施期間　3月1日㈪～ 5月31日㈪

▼問い合わせ　盛岡南消防署矢

巾分署（☎697-0119）

　町は、奨学金事業に充てる「町

奨学金基金」への寄付を受け付け

ています。学びの意欲がある学生

が経済的理由で修学を諦めること

のないよう、企業や個人など皆さ

んのご協力をお願いします。

　なお、趣旨に賛同できる方は、

お問い合わせいただいた上で、事

業の説明や必要な手続きについて

説明しますので、ご連絡ください。

▼問い合わせ　町教育委員会学校

教育課総務係（☎611-2645）

　国民年金は、学生で所得が一定

以下の場合に国民年金保険料の納

付が猶予される「学生納付特例制

度」があります。

　猶予期間は、「老齢基礎年金」「障

害基礎年金」などの受給に必要な

保険料の納付済み期間に含まれま

す。対象となる所得基準など、詳

細はお問い合わせください。

▼申し込み　役場1階町民環境

課、盛岡年金事務所（盛岡市松尾

町17-13）

▼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（☎

611-2502）

※国民年金は20歳以上であれば

学生も加入・保険料納付の必要が

あります。

　町は、町立小中学校に通学して

いる遠距離通学の児童生徒に通学

費を補助します。対象要件など、

詳細はお問い合わせください。

　なお、申請後に補助対象となっ

た場合は、バス料金の領収書が必

要です。忘れずにご用意ください。

▼対象者　学校から半径２㌔以上

離れているバス停から、岩手県交

通バスで通学している児童生徒

▼補助金　通学小児定期券または

通学回数乗車券購入費の2分の1

▼申請方法　学校から配布される

申請書に必要事項を記入し、入学

先や在学している学校に提出

▼問い合わせ　町教育委員会学校

教育課総務係（☎611-2645）

　矢巾中学校東側の白沢踏切は、

踏切内に歩道を設置する工事を行

うため、全面通行止めになります。

　ご不便をおかけしますが、ご理

解とご協力をお願いします。

▼期間　５月 11 日㈫午後 10 時

～ 7月 16日㈮

▼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。

■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≫

田園有機を販売中
ぜひご利用ください

※「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。

町の奨学金基金へ
ご寄付をお願いします

国民年金保険料
学生納付特例制度のお知らせ

遠距離通学の児童生徒が対象
通学費を補助します

【5月～ 7月】白沢踏切
全面通行止めとなります

※新型コロナウイルス感染症対策のため、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。
詳細は各行事記事に記載がある問い合わせ先へ。

【5/31 まで】山火事予防運動
火の取り扱いにご注意を

白
沢
踏
切

県立産業技術

短期大学校

矢巾中学校

※
終
期
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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