
　国民年金保険料の納付が経済的

に困難な場合、本人の申請で保険

料の納付猶予または全額、一部（4

分の 1、半額、4分の 3）が免除

になる制度があります。免除割合

に応じて一定の年金額が保証され

る他、万が一の際の障害年金や遺

族年金の保障が確保できます。手

続きは、役場町民環境課または盛

岡年金事務所へご相談ください。

▼問い合わせ　盛岡年金事務所

（☎623-6211）、役場町民環境課

戸籍窓口係（☎611-2502）

▼募集住宅　森が丘住宅１戸（家

賃21,200円～ 31,600円）、明堂住

宅１戸（家賃16,100円～24,000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　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　7月5日㈪～7月13日㈫

▼抽選日・会場　7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）

　必要書類は役場３階総務課、町

ホームページで取得できます。詳

細はお問い合わせください。

▼対象車両　消防ポンプ車１台

（平成8年式）

▼入札日　7月19日㈪午前10時

▼会場　役場2階2-2会議室

▼申し込み・問い合わせ　7月12

日㈪までの平日午前9時～午後5

時に役場総務課管財係（☎611-

2705）へ。

■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）

【国民年金保険料】
猶予、免除制度のお知らせ

固定資産税第 2 期
国民健康保険税第 1 期
介護保険料普通徴収第 4 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第４期

5 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 2 件（ 5 件）

■救急出動 84 件（373 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 5 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 46 件（315 件）

 ■人身事故 1 件（ 19 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 1 人（ 22 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 3 人）

※紫波警察署提供

 7月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

※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。
また、行事に参加する場合はマスク着用や消毒など、感染症対策へご協力ください。

 
 6 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
■㈱ SOZO（高田・住宅型有料老人ホー
ムにぎ和い）
①看護師（正社員）② 64 歳以下③ 1人
④ 206,000 円～ 240,000 円 ⑤ 03010-
07560411 ⑥看護師、准看護師いずれか
■㈱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-
07793211 ⑥普免
■㈱テクノサービス（流通センター南）
①冷凍・空調設備メンテナンス業務（正社
員）② 59 歳以下③ 2人④ 150,400 円～
250,000 円⑤ 03010-07917911 ⑥普免
■丸幸自動車工業㈱盛岡店（西徳田）
①自動車整備（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 181,000 円～241,000 円⑤ 03010-
07837911 ⑥普免（ＡＴ限定不可）、整備
士資格あればなお可
■㈲きくまる商事（広宮沢）
①大型トレーラー運転手（正社員）②不
問③ 3 人④ 230,000 円～330,000 円⑤
03010-07754011 ⑥大型自動車免許、け
ん引免許（免許ない場合は応相談）
■㈲北翔建設（流通センター南）
①製缶工・仕上工・配管工（正社員）②
61歳以下③1人④170,000円～250,000
円⑤ 03070-02111811 ⑥普免（ＡＴ限定
不可）、（アーク溶接技能者（基本級）、玉
掛技能者あればなお可）
■岩手三八五流通㈱（赤林）
①車両整備（正社員）② 64 歳以下③ 1
人④ 220,000 円～240,000 円⑤ 03010-
08850711 ⑥普免（二級ガソリン自動車整
備士、二級ジーゼル自動車整備士、三級
自動車整備士あればなお可）
■北栄調査設計㈱（広宮沢）
①設計技術者（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 315,000 円～420,000 円⑤ 03010-
08691511 ⑥普免、技術士（建設部門）（技
術士（建設部門・道路）、RCCM（道路）
いずれか）
■㈲ヤマゼン物流（流通センター南）
①運転手（10㌧ウィング）（正社員）②59
歳以下③1人④ 207,000円～287,500円
⑤ 03010-08786711⑥大型自動車免許

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）。

報人求 情 町
　内

町営住宅の入居者募集
【森が丘、明堂】

町所有消防ポンプ車売却のため
一般競争入札を行います

14令和 3年 7月 1日　No.809



　町は、「使用済紙おむつのリサ

イクルを考えるシンポジウム in

矢巾」を開催します。高齢化によ

り今後、さらなる増加が見込ま

れる紙おむつのリサイクルの重

要性などについて、国や大学な

どの有識者が講演します。ぜひ、

参加してごみの減量化・資源化に

ついて理解を深めましょう。※入

場無料

▼日時　９月 23 日（木・祝）午

後１時～午後 5時（開場は正午）

▼場所　.田園ホール

▼講演者　環境省、大学教授、一

般社団法人NIPPON紙おむつリ

サイクル推進協会　など

▼申し込み・問い合わせ　申込

書に記入の上、役場 1 階町民

環境課環境係（☎ 611-2507、

FAX611-2519）へ。

※申込書は広報

や は ば 7 月 号

と併せて配布し

たチラシにある

他、 町 ホ ー ム

ページからも取

得できます。

　森林を伐採、開発する際は、事

前に届け出や許可申請の各種手続

きが必要となります。

　森林の伐採、開発の計画があれ

ばお問い合わせください。

.役場が管理するもの.

立木の伐採や保安林の間伐

▼問い合わせ　役場産業観光課農

林振興係（☎ 611-2615）

.盛岡広域振興局が管理するもの 

保安林の立木の伐採（間伐以外）、

土地の形質の変更、１㌶を超える

森林の開発行為

▼問い合わせ　盛岡広域振興局林

務部森林保全課（☎ 629-6615、

6616）

　町は、結婚を機に町内で新生活

を始めた新婚世帯を対象に、補助

金を支給します。詳細は町ホーム

ページ（QRコード）をご

覧になるか、お問い合わ

せください。

▼支給額　住居・引越費　最大

30万円

▼対象　①～③全てに該当する方

①婚姻届受理日から１年以内

②婚姻届受理日時点で夫婦ともに

39歳以下

③昨年または今年の世帯合計所得

（見込み）が400万円未満

▼問い合わせ　企画財政課　企画

コミュニティ係（☎ 611-2721）

　町は、間野々地区の地区計画案

の縦覧と説明会を実施します。地

区計画は、地区ごとの課題や特性

などに応じて建築物の形態や敷地

などに関するルールを定めるもの

です。

　縦覧や説明会を通して、皆さん

の意見をお寄せください。

.縦覧.

▼期間　7月 15日㈭～29日㈭の

平日午前8時 30分～午後5時

▼場所　役場2階道路住宅課

▼意見書の提出　7 月 30日㈮～

8月 5日㈭に役場2階道路住宅課

まちづくり推進室へ。

.説明会.

▼日時　7月 20日㈫午後7時から

▼会場　町公民館3階大研修室

▼問い合わせ　役場道路住宅課ま

ちづくり推進室（☎ 611-2622）

　自衛隊岩手地方協力本部は、各

種自衛官の採用試験を行います。

詳細は自衛隊ホームページをご覧

になるか、お問い合わせください。

▼募集種目　自衛官候補生・一般

曹候補生・航空学生

▼資格　18歳～ 33歳未満の男女

※採用予定月の1日現在の年齢

▼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）

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≫

紙おむつのリサイクル
シンポジウムにご参加ください

※「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。

【間野々】地区計画案の
縦覧、説明会を開催します

 前整理・遺品整理・空家整理・不用品整理・

ハウスクリーニング・ハウスリフォーム

〒020-0125岩手県盛岡市上堂1丁目16-48（受付時間9：00～18：00）

 気軽に
ご相談ください

 話番号（フリーダイヤル）

【森林の伐採・開発】
事前に届け出、申請が必要です

 用済み紙おむつ処理の環境負荷とコストの問題は、自治体や事業者にとっても、

また多くの生活者にとっても捨て置けない大きな問題。

この問題について常々考えて来ておりました。

この度は多くのみなさまのご協力を得て、紙おむつごみ問題の深刻さについて

改めて考えると共に、その再資源化（燃料化）を実現した最新の仕組みについて、

詳しく知る機会を設けさせていただくこととなりました。

地域のみなさま、介護関連、子育て関連の事業に関わるみなさまの、

お役に立てれば幸いと存じますので、どうぞお誘い合わせの上ご参加ください。

 おむつは
リサイクルの時代へ！

〈 用済み紙おむつのリサイクルを考えるシンポジウム in 矢巾〉

～使用済み おむつごみ問題と再資源化のシステム～

 主催：矢巾町　　 共催：一般社団法人 NIPPON 紙おむつリサイクル推進協会

 後援：環境省東北地方環境事務所・岩手県

とき

ところ 矢巾町文化会館［田園ホール］
 手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地

TEL 019-697-5585

入場料

無 料

2021年9月23日（木・祝）12:00 受付／13:00 開会／17:00 閉会

新婚世帯対象の補助金
対象が広がりました

自衛隊岩手地方協力本部
自衛官の採用試験実施
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