
　日本年金機構は、公的年金制度

の理解促進に向けた啓発活動とし

て、「わたしと年金」をテーマと

したエッセイを募集しています。

　公的年金の大切さ、社会保障と

しての意義など、公的年金に関す

るエピソードについて、ぜひご応

募ください。

　詳細は専用ホームペー

ジ（QRコード）をご覧

ください。

▼応募・問い合わせ　9月10日㈮

までに、日本年金機構わたしと年

金担当（☎03-5344-1100）へ。

▼募集住宅　三堤住宅１戸（家賃

14,600円～ 21,800円）、

▼入居者資格　①同居する親族が

いる又は満60歳以上の単身者.

②所定の収入基準を満たすこと.

③申請者または現在の同居親族に

持ち家などがなく、現在住宅に

困っている.④申請者および同居

親族が暴力団ではない

※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　8月5日㈭～ 8月16

日㈪

▼抽選日・会場　8月25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）

■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）

国民年金機構
「わたしと年金」エッセイ募集

町県民税第 2 期
国民健康保険税第 2 期
介護保険料普通徴収第 5 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 5 期

6 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 6 件）

■救急出動 82 件（455 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 6 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 41 件（356 件）

 ■人身事故 2 件（ 21 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 3 人（ 25 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 3 人）

※紫波警察署提供

 8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。

 
 7 月 14 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
■㈲盛南輸送（流通センター南）
①ドライバー（正社員）② 64 歳以下③ 2
人④ 145,000 円～154,000 円⑤ 03010-
09329511 ⑥中型自動車免許、大型自動
車免許いずれか
■あいのの皮フ科クリニック（間野々）
①看護師・准看護師（正社員）② 59 歳
以下③ 1 人④ 230,000 円～320,000 円
⑤ 03010-10537711 ⑥看護師、准看護
師いずれか
■㈱シンエンス（高田）
①営業（正社員）② 59 歳以下③ 1 人
④ 208,353 円～ 349,288 円 ⑤ 27070-
09747211 ⑥普免
■㈱いわて食品（土橋）
①食品製造（正社員）② 59 歳以下③ 1
人④ 160,000 円⑤ 03010-10904911 ⑥
不問
■勅使川原産業㈱盛岡営業所（広宮沢）
①中型乗務員（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 246,600 円～261,600 円⑤ 03010-
10795711 ⑥中型自動車免許以上
■㈱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-
11263911 ⑥不問
■㈱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
05010-10845311 ⑥普免
■一般社団法人ドリームファーム（広宮沢）
①生活支援員及び調理人（正社員）②不
問③ 1 人④ 160,000 円～200,000 円⑤
03010-11147511 ⑥普免
■あいのの皮フ科クリニック（間野々）
①医療事務兼看護補助（正社員）② 59
歳以下③ 1 人④ 145,000 円～200,000
円⑤ 03010-11778611 ⑥医療事務資格
あればなお可
■㈱瀬川勝雄商店盛岡支店（流通センター南）
①ルート配送及び倉庫作業員（正社員）
② 59 歳 以 下 ③ 3 人 ④ 170,000 円～
200,000 円 ⑤ 03010-11973611 ⑥ 8ｔ
限定中型自動車免許、中型自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

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

町営住宅の入居者募集
【三堤・1戸】

町社会福祉協議会へ寄付
ありがとうございます

フィットネスクラブ役場女性職員の会
. 12,157 円

㈱オリテック 21. 161,580 円

やはば白ゆり. 20,000 円

匿名（盛岡市の方）. 30,000 円
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　県は、県内の希少な野生生物の

保護対策の基礎資料「いわてレッ

ドデータブック」改定のため、調

査員による生息調査を実施しま

す。調査員は「岩手県学術調査員」

の腕章を付け調査します。土地の

立ち入りなどにご協力ください。

▼調査期間　令和3～ 5年度

▼問い合わせ　県環境生活部自

然保護課（☎629-5371）

　防衛省は、一般曹候補生および

自衛官候補生を募集しています。

詳細はお問い合わせください。

.一般曹候補生.

▼受付期間　7月1日㈭～ 9月6日㈪

▼試験　10月9日㈯～ 24日㈰

▼入隊　令和4年3月下旬～ 4月上旬

.自衛官候補生.

▼受付期間　随時

▼資料請求・問い合わせ　自衛隊

岩手地方協力本部盛岡募集案内

所（〒020-0123盛岡市西青山３

-43-30.☎641-5191.iwate.pco-

morioka＠rct.gsdf.mod.go.jp）

　町婚活推進ネットワーク会議は

カップリングイベント「第18回

矢ぁコン」を開催します。今回は、

県立美術館巡りやテーブルトーク

などで交流します。芸術の秋に素

敵なご縁を探しませんか。

　申し込み方法など詳細

は町ホームページ（QR

コード）をご覧ください。

▼参加資格・定員　 男性 35歳以

上の独身の方（町内在住・在勤の

方）8人 女性.25歳以上の独身の

方（地域制限なし）8人　※申し

込み多数の場合は抽選

▼参加費　1,000円（イベント当

日に受付にて、お支払いください）

▼日時・場所　9月19日㈰午後1

時30分～午後6時　県立美術館

▼問い合わせ　役場企画財政課企

画コミュニティ係（☎611-2721）

 申し込み方法  申し込み方法 .町ホームページの

リンク先からお申込みください。

▼締め切り　9月10日㈮午後3時

　原爆の犠牲者に哀悼の意を表

し、世界の恒久平和を祈るために

広島・長崎に原爆が投下された8

月6日午前8時15分と8月9日午前

11時2分に、町内の屋外放送設備

で鐘の音を鳴らします。鐘の音に

合わせ、黙祷をお願いします。

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

　県母子寡婦福祉連合会は、ひと

り親家庭などのため、弁護士によ

る無料法律相談を開催します。

　離婚や養育費など、日常生活に

おいて困っていること、悩んでい

ることについて、ぜひ、ご相談く

ださい。※相談無料

▼日時　8月25日㈬午前10時～

午後3時

▼会場　役場2階.町社会福祉協議

会相談室

▼対象　ひとり親家庭の方（母子

家庭の母、父子家庭の父、寡婦）

など

▼申し込み・問い合わせ　一般社

団法人岩手県母子寡婦福祉連合会

（☎623-8539）

　総務省統計局は、社会生活基本

調査を実施します（基準日10月

20日）。国民の生活時間の使い方

を調査し、各種施策の基礎資料と

するものです。

　9月から調査員証を持つ調査員

が対象世帯へお伺いしますので、

回答についてご協力をお願いしま

す。また、パソコンやスマートフォ

ンなどからの回答も可能です。

　詳細は同調査特設サイ

ト（QRコード）をご覧

ください。

▼問い合わせ　県調査統計課（☎

629-5305）

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≫

希少生物の保護対策
生息調査にご協力ください

※「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。

ひとり親家庭など対象
無料法律相談を開催

第 18回「矢ぁコン」
芸術の秋に素敵な縁探し

原爆投下日時に
鐘の音を鳴らします

【自衛隊】一般曹候補生と
自衛官候補生を募集します

【10月 20日基準】
社会生活基本調査を行います
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