
■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）

 

報人求 情 町
　内

 12月の納期 

町県民税

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

第 4 期

第 6 期

第 9 期

第 9 期

 火災・救急の件数 

10 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 97 件（796 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

　国民年金保険料を納付すること

が経済的に難しい場合、本人の申

請により、保険料の納付

猶予、免除になる制度が

あります。免除の割合に

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

族年金の保障を確保できます。

　詳細や制度の利用については、

国民年金機構ホームページ（QR）

をご覧になるか、お住まいの市役

所または市町村役場、お近くの年

金事務所へご相談ください。

▼免除などの区分　全額・4分の

1・半額・4分の3・納付猶予...

※申請者の経済状況などによる。

▼問い合わせ　日本年金機構ね

んきん加入者ダイヤル（☎0570-

003-004）、盛岡年金事務所（☎

623-6211）

　防衛省は、各種採用や

入学に関する試験を行い

ます。詳細は専用ホーム

ページ（QR）をご覧になるか、

お問い合わせください。

 一般曹候補生 

▼受付期限　12月3日㈮

▼試験　12月9日㈭～ 11日㈯

▼入隊予定　3月下旬～ 4月上旬

 自衛官候補生 

▼受付期間　随時

 陸上自衛隊高等工科学校 

▼受付期限　 推薦入試  推薦入試 12月3日㈮

..一般入試一般入試..1月14日㈮

.共通事項.

▼資料請求・問い合わせ　自衛

隊岩手地方協力本部盛岡案内

所（〒020-0132盛岡市西青山３

-43-30.☎641-5191.iwate.pco-

morioka＠rct.gsdf.mod.go.jp）

【国民年金保険料】
納付猶予・免除制度があります

自衛官・陸自高等工科学校
採用試験と入試を行います

 11 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
■㈱昭和土木設計（流通センター南）
①事務（正社員）② 64 歳以下③ 1 人
④ 160,000 円 ～ 250,000 円 ⑤ 03010-
20919111 ⑥普免（通勤用）
■鮫川運送㈱盛岡営業所（広宮沢）
①配送（正社員）② 59 歳以下③ 3人④
173,600 円 ⑤ 03010-18687911 ⑥ 8ト
ン限定中型自動車免許
■㈲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-
18902911 ⑥中型自動車免許、大型自動
車免許いずれか
■勅使川原産業㈱盛岡営業所（広宮沢）
①乗務員（正社員）② 59 歳以下③ 1人
④ 246,600 円～ 261,600 円 ⑤ 03010-
18808711 ⑥中型自動車免許以上
■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④ 165,000 円～200,000
円⑤ 03010-19004411 ⑥医療事務資格
あればなお可
■㈱水清建設（矢巾町近郊の現場）
①管工事技術者（正社員）② 64 歳以下
③ 2 人 ④ 230,000 円～ 400,000 円 ⑤
03010-19099911 ⑥普免（AT 限定不
可）、一級管工事施工管理技士
■㈱オリテック 21（流通センター南）
①左官工（正社員）② 59 歳以下③ 1人
④ 176,000 円～ 220,000 円 ⑤ 03010-
19303411 ⑥普免
■㈲きくまる商事（広宮沢）
①運転手（正社員）②不問③3人④200,000
円～250,000 円⑤ 03010-19082111 ⑥
大型自動車免許、けん引免許
■住宅型有料老人ホーム鶴亀（高田）
①介護員（正社員）② 67 歳以下③ 1人
④ 191,200 円～ 221,200 円 ⑤ 03010-
19162111⑥介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級または1級・介護福祉
士・介護職員初任者研修受講者・介護職
員実務者研修受講者いずれか
■やはば産婦人科（医大通）
①看護助手（正社員）② 64 歳以下③ 1
人④ 160,000 円～170,000 円⑤ 03010-
19028211 ⑥不問

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）。

　国税庁は、ホームページ上

に年末調整特集ページを公

開しています。QRから直

接ページへアクセスできま

すので、ご覧ください。

年末調整情報は国税庁 HP へ年末調整情報は国税庁 HP へ

 町内の交通事故件数 

10 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 43 件（544 件）

■人身事故 6 件（ 32 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 8 人（ 40 人）

■飲酒運転検挙者数 1 人（ 7 人）

※紫波警察署提供
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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≫

※「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。

※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。

　町とサン・フレッシュ都南が実

施している「矢巾移動スーパー」は、

個別の訪問販売先を募集します。

　移動手段がなく買い物が難しい

方、移動スーパーに興味がある方

など、実際に取り扱っている商品

を見てから申し込みを決めたい方

は、お気軽にお問い合わせくださ

い。

▼問い合わせ　JAシンセラ直売課

（☎639-2361）

　来年4月から、盛岡・紫波地区

環境施設組合清掃セン

ターへ直接搬入または収

集依頼する廃棄物の手数

料区分に、「スプリング入りのマッ

トレス及びソファーの処分」を追

加します。

　詳細は同組合ホームページ

（QR）をご覧ください。

▼追加時期　令和4年4月1日から

区分　スプリング入りのマットレ

ス及びソファーの処分

▼手数料　10㌔までごとに1,320円

▼問い合わせ　盛岡・紫波地区環

境施設組合（☎697-3835）

　盛岡広域都市計画「都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針※」

と「区域区分」の変更案の縦覧

を行います。詳細は県ホームペー

ジに掲載予定です。

▼期間　12月～ 1月のうち2週間

平日午前9時～午後5時

▼意見書の提出　変更案に意見

のある方は、縦覧期間中に県知事

に対して意見書を提出できます。

▼場所・問い合わせ　①県県土整

備部都市計画課（☎629-5886).

②盛岡市都市整備部都市計画課

（☎601-2718）.③滝沢市都市整

備部都市政策課（☎656-6544）.

④矢巾町道路住宅課まちづくり

推進室（☎611-2622）

▼期間　12月7日㈫～21日㈫

平日午前8時30分～午後5時

▼意見書の提出　案に意見がある

方は、縦覧期間満了の日までに意

見書を提出することができます。

▼場所・問い合わせ　役場道路住宅

課まちづくり推進室（☎611-2622）

　蜜蜂を飼育する方（趣味での飼

育を含む）や飼育を計画している

方は、毎年、蜜蜂飼育届を県に提

出する必要があります。

　対象者や届け出方法の

詳細は、県ホームページ

（QR）を確認するか、お

問い合わせください。

▼提出期限　１月31日㈪

▼対象者　蜜蜂を飼育する方

※花粉交配用のみの飼育、学術研

究用の密閉された空間での飼育は

届け出の対象外

▼提出先・問い合わせ　盛岡広域

振興局農政部（☎ 629-6603）

　令和4年産「銀河のしずく」の

作付けには、登録が必要です。

　登録の対象や作付経営体となる

ために必要な要件、申請方法など

の詳細は県ホームページ

（QR）をご覧ください（申

請様式のダウンロードで

きます）。

　なお、JAに出荷する場合は、

JAが取りまとめて申請するため、

農家ごとの申請手続きは不要とな

ります。

▼申し込み　12月24日㈮午後5

時までに、役場2階産業観光課農

林振興係（☎611-2613）へ。

▼問い合わせ　盛岡広域振興局農

政部農業振興室（☎629-6599）

盛岡広域都市計画の変更案
縦覧を実施します

廃棄物の搬入・収集依頼
新しい区分を追加します

忘れずに登録を
銀河のしずくの作付け

矢巾移動スーパー
個別訪問販売先を募集します

蜜蜂を飼育している方は
毎年の届け出が必要です

※
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盛岡広域都市計画
用途地域・地区計画案の縦覧実施

19


