
　日本年金機構は、公的年金制度

と国民との橋渡しを担う、「年金

委員」を募集しています。年金委

員は厚生労働大臣の委嘱により、

会社や地域で公的年金制度の啓

発、相談、助言などを行う民間協

力員です。

　活動内容は地域での公的年金関

連のパンフレットの配布、各種手

続きの助言・相談です。活動費用

は日本年金機構が全額負担し、年

金関係の定期的な情報提供を受け

られる他、研修会に無料で参加で

きます。

　年金委員に関心がある

方は日本年金機構ホーム

ページ（QRコード）で詳細をご

覧の上、ぜひご応募ください。

▼問い合わせ　盛岡年金事務所総

務課（☎623-6211）

　町は、藤沢第2、田中、下花立の

3地区の市街化区域編入に伴う用

途地域の変更素案に係る公聴会の

開催に伴い、変更素案の縦覧およ

び説明会を開催します。

 素案の縦覧 

▼期間　10月14日㈭～10月28日㈭

平日午前8時30分～午後5時

▼場所　役場2階道路住宅課

 説明会.

▼日時　10月19日㈫午後7時から

▼場所　町公民館3階大研修室

.公聴会.

▼日時　11月9日㈫午後7時から

▼場所　町公民館3階大研修室

▼公述の申請　意見の要旨、住所、

氏名を記載した書面を11月4日㈭

までに役場道路住宅課へ。（郵送は

必着）。※申請がない場合は、公聴

会は行いません。

▼問い合わせ　役場道路住宅課ま

ちづくり推進室（☎611-2622）

■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）

各種制度を地域へ周知する
年金委員を募集しています

 10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。

 
 9 月 15 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
■岩手三八五流通㈱（赤林）
①営業事務（正社員）② 64 歳以下③ 1
人④ 180,000 円～220,000 円⑤ 03010-
13627111 ⑥普免
■㈱佐々木組（西徳田）
①土木技術者（正社員）② 59歳以下③ 1
人④ 185,000 円～380,000 円⑤ 03010-
14519511 ⑥普免（AT限定不可）、2級
土木施工管理技士（1級土木施工管理技
士あればなお可）
■社会福祉法人敬愛会特別養護老人ホー
ム志和荘（広宮沢）
①一般事務（正社員）② 59 歳以下③ 1
人④ 174,040 円～209,640 円⑤ 03010-
14950811 ⑥普免
■㈱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-
14963311 ⑥普免
■医療法人潤心会（南矢幅・神の前歯科医院）
①受付（正社員）② 64 歳以下③ 1 人
④ 150,000 円～ 155,000 円 ⑤ 03010-
15043211 ⑥不問
■麺処ふか瀬（又兵エ新田または西徳田）
①ホールおよびキッチン（正社員）②不
問③ 2 人④ 250,000 円～280,000 円⑤
03010-14781111 ⑥普免（通勤用）あれ
ばなお可
■みちのく流通㈱（流通センター南）
①ルート配送（正社員）② 59 歳以下③ 1
人④ 145,000 円～160,000 円⑤ 03040-
03161511 ⑥中型自動車免許（ＡＴ限定
不可）、8㌧限定中型自動車免許、フォーク
リフト技能者あればなお可
■㈱オリテック 21（流通センター南）
①土木作業員（正社員）② 59歳以下③ 2
人④ 176,000 円～220,000 円⑤ 03010-
14663211 ⑥普免
■㈲総合運輸（下矢次）
①運転手（4～6㌧）（正社員）② 64
歳以下③ 2 人④ 166,570 円⑤ 03010-
15067111 ⑥大型自動車免許（玉掛、小
型移動式クレーン免許あればなお可）

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
　内用途地域の変更素案に関する

縦覧・説明会・公聴会を実施

町県民税

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 4 期

第 7 期

第 7 期

8 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 50 件（459 件）

■人身事故 1 件（ 26 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 2 人（ 32 人）

■飲酒運転検挙者数 0 人（ 6 人）

※紫波警察署提供

 火災・救急の件数 

8 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 0 件（ 7 件）

■救急出動 96 件（639 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

【令和 4 年度以降】町税の納期変更

　介護保険料と後期高齢者医療保

険料の納期が変わります。詳細は

広報やはば 11月号、町ホームペー

ジでお知らせします。
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　町内でクマ、イノシシの目撃情

報や農作物被害が増えています。

自分自身や大切な農作物を守る

には、野生動物を寄せ付けない適

切な対策を行うことが大切です。

　入山する際や山に近い農地で

農作業を行う際は、十分注意しま

しょう。

▼主な対策　①入山や農作業の

ときにラジオなど音の出るもの

を携帯し、自身の存在をアピール

する.②餌になるような野菜くず

や生ごみなどを農地に放置しな

い.③餌場や隠れ場になる農地周

辺のやぶを刈り払う　など

▼問い合わせ　役場産業観光課

農林振興係（☎611-2613）

　町は新型コロナウィルス感染

症拡大防止のため、毎年10月に

開催している町秋まつり（産業ま

つり、健康福祉まつり）を中止し

ます。

▼問い合わせ　役場産業観光課

農林振興係（☎611-2613）

　町は地震や武力攻撃などの発生

時に備えるため、全国瞬時警報シ

ステム（Ｊアラート）を用いた情

報伝達訓練を行います。当日は、

町内に複数個所に設置してある屋

外スピーカーと「やはラジオ」、

ラヂオ・もりおかの放送から一斉

に音声が流れます。

　訓練の趣旨をご理解の上、ご協

力をお願い致します。

▼訓練実施日時と放送内容　10

月6日㈬午前11時ごろ

▼放送内容　サイレン音「これは、

Jアラートのテストです。」

※放送内容は変更となる場合があ

ります。

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

　町は、町内の未婚者の婚活支援

のため“いきいき岩手”結婚サポー

トセンター（i-サポ）への入会登

録料を全額補助しています。

　i-サポは理想のパートナー探し

のため、会員登録制で1対1の出

会いの場を提供するものです。

　i-サポ利用方法や、補

助金の申請方法や交付要

件は、町またはi-サポの

ホームページをご確認ください。

▼補助金額　1万円

▼問い合わせ　役場企画財政課企

画コミュニティ係（☎611-2721）

　国土交通省東北地方整備局は、

自動車を利用する一般の方を対象

に「令和3年度全国道路街路交通

情勢調査自動車起終点調査」を実

施します。おおむね5年に一度、

全国一斉に車の利用状況を調査す

るものです。皆さんのご協力をお

願いします。

▼対象者の選び方　無作為抽出で

選び、事前に「ご協力のお願いの

はがき」をお送りした後、調査票

を送付。

▼回答方法　①調査票で指定する

ウェブサイト上で入力し送信.②

紙の調査票に記入し返送

▼問い合わせ　自動車起終点調査.

サポートセンター（☎0120-105-

606）※受け付けは日曜・祝日を除

く月～土曜日の午前9時～午後6時

　10月2日㈯から、県内の最低賃

金が時間額821円となります。

　この基準は、パートタイマー、

アルバイトを含む全ての労働者に

適用されます。この他、産業別最

低賃金にもご留意ください。

　最低賃金の改正に伴い各種助成

金制度の拡充、充実を図っていま

すのでご活用ください。

　詳細は岩手労働局ホー

ムページ（QRコード）へ。

▼問い合わせ　岩手労働局労働基

準部賃金室（☎604-3008）

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≫

クマ・イノシシの目撃多数
寄せ付けない対策が大切です

※「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。

J アラートを使った訓練に
ご協力をお願いします

矢巾町秋まつりを中止します

車の利用状況の調査
対象者へはがきを送付します

婚活支援の一環で
「i- サポ」入会登録料を全額補助 【10/2 から】県内の最低賃金

時間額「821円」
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