
　国民年金保険料の納付期限は翌

月末（例・9月分は10月末）まで

です。日本年金機構からの納付書

を使い、金融機関や郵便局、コン

ビニで納付できます。また、口座

振替やクレジットカードでの納付

もできます。※期限から2年経過

後は、時効により納付できません。

　経済的に納付が困難な方向けの

保険料の免除・猶予制度がありま

す。詳細は日本年金機構

のホームページ（QRコー

ド）をご覧ください。

.納付、申請が遅れると….

　保険料の納付、免除または猶予

の申請が遅れると、老齢基礎年金

や障害基礎年金などの保障が受け

られない場合があります。必ず納

付または申請をお願いします。

▼問い合わせ　年金加入者ダイヤ

ル（☎0570-033-044）、盛岡年金

事務所国民年金課（☎623-6211）

　町は、藤沢第2地区、田中地区、

下花立地区、西部工業団地の地区

計画案の縦覧と説明会を実施しま

す。地区計画は、地区ごとの特性

などに応じて建築物の形態などに

関するルールを定めるものです。

 縦覧  縦覧 

▼期間　9月16日㈭～30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　10月1日㈮～

10月7日㈭に役場2階道路住宅課

まちづくり推進室へ。

 説明会  説明会 

▼日時　9月28日㈫午後7時～

▼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）

.間野々地区の計画案縦覧も実施.

▼縦覧・意見書の提出　9月16日

㈭～30日㈭の平日午前8時30分～

午後5時に、役場2階道路住宅課へ。

■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）

【翌月末まで】国民年金保険料
忘れずに納付しましょう

 9月の納期  町内の交通事故件数 

※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。

 
 8 月 18 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
■㈱Ｌｕｎｏｎ（駅東）
①美容師 /アシスタント（正社員）② 64
歳以下③ 1 人④ 180,000 円～200,000
円⑤ 03010-13212911 ⑥美容師
■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⑤03010-13083311⑥看護師
■㈱ムサシ物流盛岡営業所（流通センター南）
①運転手（正社員）② 59 歳以下③ 2人
④ 184,750 円～ 189,200 円 ⑤ 03010-
12235411 ⑥大型自動車免許
■㈲快互（又兵エ新田、津志田中央いずれか）
①介護支援専門員（正社員）②不問③ 2
人④ 202,250 円⑤ 03010-11945411 ⑥
普免、介護支援専門員（ケアマネージャー）
■社会福祉法人岩手県社会福祉事業団岩
手県立療育センター（医大通）
①看護師（正社員）② 59 歳以下③ 1人
④ 209,200 円～ 381,100 円 ⑤ 03010-
12086011 ⑥看護師
■㈱東北シジシー（流通センター南）
①事務（正社員）② 59 歳以下③ 2 人
④ 300,000 円～ 350,000 円 ⑤ 03010-
12495411 ⑥普免
■㈱グリーンデリカ盛岡工場（広宮沢）
①企画管理係（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 165,000 円～239,500 円⑤ 03010-
12284211 ⑥普免
■㈲朝日運送（流通センター南）
①運転手（正社員）② 59 歳以下③ 2人
④ 163,000 円～ 208,000 円 ⑤ 03010-
12476811 ⑥中型自動車免許、（フォーク
リフト運転技能者あればなお可）
■フジ・リテール㈱（ファミリーマート上矢次店・
津志田南店・メトロポリタン盛岡店いずれか）
①コンビニエンスストア店員（正社員）
② 18～ 59 歳 ③ 2 人 ④ 180,000 円 ⑤
03010-12721311 ⑥不問
■西尾レントオール㈱東北営業部（広宮沢）
①営業職（正社員）② 59 歳以下③ 1人
④ 194,818 円～ 228,273 円 ⑤ 04010-
32985311 ⑥普免（ＡＴ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【町内 4地区】地区計画案の

縦覧・説明会を行います

固定資産税

国民健康保険税

介護保険料普通徴収

後期高齢者医療保険料普通徴収

第 3 期

第 3 期

第 6 期

第 6 期

7 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 53 件（409 件）

■人身事故 4 件（ 25 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 5 人（ 30 人）

■飲酒運転検挙者数 3 人（ 6 人）

※紫波警察署提供
 火災・救急の件数 

7 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 7 件）

■救急出動 88 件（543 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供
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　県は、災害発生時における住

民の皆さんの避難を補助する「岩

手県避難所マップ」の運用を開始

しました。電子地図上に避難所を

表示し、避難所開設の有無や混雑

状況などを確認できます。

　「いわて防災情報ポータル」内

に公開され、QRコード

からもアクセスできま

す。ぜひご活用ください。

▼問い合わせ　役場総務課防災

安全室（☎611-2708）

　（公財）いわてリハビリテーショ

ンセンターは、高齢者・障がい者

の自動車運転、自動運転の最新動

向や運転支援などに関する講演、

トークセッションを行います。

※参加無料・申し込み不要

▼日時・場所　10月2日㈯午後1

時～午後4時　アイーナ７階小田

島組☆ほ～る（盛岡駅西通一）

▼定員　300人

▼問い合わせ　いわてリハビリ

テーションセンター（☎692-5800）

　町農業委員会は、農地に関する

相談会を開催します。農地の貸借

や売買、宅地への転用、農業者年

金について、農業委員が対応しま

す。ぜひ、ご相談ください。

　なお、当日は相談のみとなり、

具体的な手続きなどが必要な場合

は後日の対応となります。

※予約不要

▼日時　９月12日㈰午前10時～

午後３時

▼場所　やはぱーく１階活動ス

ペース

▼問い合わせ　町農業委員会（☎

611-2542）

　町は、各行政区で道路のごみ拾

いなどの清掃活動を行う「町をみ

んなできれいにする運動」（まち

きれ）を実施します。皆さんが気

持ちよく暮らせる美しい町の実現

を目指し、多数の参加をお願いし

ます。

▼日時　10月3日㈰午前6時～午

前7時（小雨決行）

▼ごみ処理方法　町指定のごみ袋

に入れ、収集日に各自治会のごみ

集積所に搬入してください。

※清掃センターではごみの搬入を

受け付けません。

▼問い合わせ　役場企画財政課企

画コミュニティ係（☎611-2721）

　本町など4市町による「地域人

材育成ネットワーク」は、起業家

塾＠もりおかを開催します。事業

立ち上げ・運営などを学べる、起

業入門者向けの講座です。

▼会場　盛岡市産学官連携研究セ

ンター（盛岡市上田4-3-5.岩手大

学理工学部内）

▼対象　矢巾町、盛岡市、滝沢市、

紫波町に在住か在勤で新規創業に

興味のある方、創業間もない方

▼講師　田中紳也氏（盛岡信用金

庫地域応援部企業支援課）

▼開催日・受講料　10月7日・14

日・21日・28日、11月4日・11日

の各木曜日で全6回　3,000円

▼定員　16人（申込多数の場合

は抽選あり）

▼申し込み　9月14日㈫までに、

盛岡市ホームページ内の申し込

みフォーム（QRコード）

からお申込みください。

※この他の申し込み方法

はお問い合わせください。

▼問い合わせ　役場産業観光課商

工振興係（☎611-2602）

　東北財務局盛岡財務事務所は、

多重債務相談窓口を設置中。借金

の返済、家族の借金についての対

応など、秘密は厳守されますので

ぜひご相談ください。※相談無料

▼専用電話　☎622-1637

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≫

岩手県避難所マップを
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。

農地の困りごとに
町農業委員会が対応します

高齢者などの自動車事情
講演、トークセッション開催

起業に関心のある方向け
起業家塾を開催します

地域をきれいにする「まちきれ」
ご参加をお願いします

借金に関する困りごと
ぜひご相談ください
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