
■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

 1月の納期 

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

第 7 期

第 10 期

第 10 期

 火災・救急の件数 

11 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 8 件）

■救急出動 85 件（881 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

　日本年金機構から令和3年分公

的年金などの源泉徴収票をお送り

します。源泉徴収票は、確定申告

の際に必要な書類のため、届きま

したら大切に保管してください。

　源泉徴収票をなくしたなどの場

合は、「ねんきんダイヤル」か「ね

んきんネット」で、再交付申請が

可能です。QRから国民

年金機構ホームページを

ご覧ください。

　なお、障害年金や遺族年金は、

非課税所得のため、源泉徴収票は

送付しないのでご注意ください。

▼送付時期　1月中旬以降

▼対象　老齢・退職を事由とする

年金を受給している方

▼問い合わせ　日本年金機構ね

んきんダイヤル（☎0570-05-

1165）

　4月1日から、本町の町税など

がスマートフォン（スマホ）決済

で納付できます。

　スマホ決済には町発行の納付

書、アプリが必要です。口座振替

からスマホ決済への変更には、納

付書による納付へ変更する手続き

が必要です。

▼対象　町民税、固定資産税、軽

自動車税、国民健康保険税、介護

保険料、後期高齢者医療保険料、

町営住宅使用料、保育料

▼対応サービス　auPAY、PayB(ゆ

うちょPay)、PayPay、LINEPay

▼問い合わせ　 町営住宅使用料  町営住宅使用料 

役場道路住宅課住宅政策係（☎

611-2631）.  保育料  保育料 町教育委員

会子ども課子育て家庭支援係（☎

611-2773）.  その他  その他 役場税務課

収納係（☎611-2526）

【国民年金】公的年金などの
源泉徴収票を発行します

【4/1から】町の税金などを
スマホ決済で納付できます

 12 月 13 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
■流通商事㈱（流通センター南・車検センター）
①整備士（正社員）② 59 歳以下③ 2人
④ 154,000 円～ 190,000 円 ⑤ 03010-
20677111 ⑥普免（AT限定不可）（二級
自動車整備士、三級自動車整備士、自動
車検査員あればなお可）
■㈱ SOZO（高田・住宅型有料老人ホー
ムにぎ和い）
①介護員（正社員）② 64 歳以下③ 1人
④ 163,000 円⑤ 03010-20926911 ⑥介
護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
２級、介護職員実務者研修修了者いずれか
の免許・資格所持で可
■西尾レントオール㈱東北営業部（広宮沢）
①営業（正社員）② 59 歳以下③ 1 人
④ 194,818 円～ 228,273 円 ⑤ 04010-
54914411 ⑥普免（AT限定不可）
■盛岡日産モーター㈱（高田）
①整備（正社員）② 59 歳以下③ 1 人
④ 152,000 円～ 230,000 円 ⑤ 03010-
21203611 ⑥普免（AT限定不可）
■丸幸自動車工業㈱盛岡店（西徳田）
①整備（正社員）② 59 歳以下③ 2 人
④ 181,000 円～ 241,000 円 ⑤ 03010-
21055811 ⑥普免（AT限定不可）（整備
士資格あればなお可）
■㈱ SOZO（高田・住宅型有料老人ホー
ムにぎ和い）
①介護福祉士（正社員）② 64 歳以下③
1人④ 186,000 円～250,000 ⑤ 03010-
21272811 ⑥介護福祉士
■㈱いわて愛隣会（又兵エ新田・ケアビレッ
ジとくたんの郷）
①介護スタッフ（正社員）② 59 歳以下
③ 1 人 ④ 166,900 円～ 238,300 円 ⑤
03010-21286311 ⑥普免、介護福祉士
■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④ 200,000 円～320,000 円
⑤ 03010-21025011 ⑥看護師、准看護
師いずれか
■岩手医科大学附属病院（医大通）
①治験コーディネーター（正社員）② 59歳
以下③ 4人④ 182,300円～299,000円⑤
03010-21120411⑥薬剤師、看護師、臨床
検査技師、認定CRCいずれかあればなお可

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）。

　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 

11 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■物損事故 63 件（607 件）

■人身事故 9 件（ 41 件）

■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

■交通事故負傷者 11 人（ 51 人）

■飲酒運転検挙者数 0 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。

　開催回によって対象などが異な

りますので、ご注意ください。申

込方法や参加規約は、町ホーム

ページ（QR）からご覧ください。

 第19回矢ぁコン 

　カーリング体験で楽

しく身体を動かしなが

ら素敵なご縁を見つけましょう。

▼募集人数　男女各8人（申込多

数の場合は抽選）

▼参加資格　いずれも独身の方

 男性  男性 20～45歳（町内在住・在勤）

 女性  女性 20歳以上（地域制限なし）

▼参加費　男女とも1,000円（開

催当日にお支払いください）

▼開催日時　1月30日㈰午後1時

～午後6時

▼会場　盛岡市アイスリンク

▼申込締切　1月20日㈭午後3時

.第 20 回矢ぁコン.

　1対1の会話のみでご

縁を作ります。

▼募集人数　男女各10人（申込

多数の場合は抽選）

▼参加資格　いずれも独身の方

 男性  男性 満20歳以上（町内在住・在勤）

 女性  女性 満20歳以上（地域制限なし）

▼参加費　男女とも500円（開催

当日にお支払いください）

▼開催日　2月20日㈰午前10時

～正午

▼会場　やはぱーく大研修室

▼申込締切　2月10日㈭午後3時

▼問い合わせ　役場企画財政課企

画コミュニティ係（☎611-2721）

　町消防団は、仕事始めの行事で

ある「出初め式」を行います。自

由に観覧できますので、消防団の

火消しの心意気をご覧ください。

　なお、出初め式の挙行にあた

り、県道矢巾停車場線の一部が通

行止めとなります。皆さんのご協

力をお願いします。

▼日 時　1 月 9 日㈰午前 10 時

40分～午前 11時 10分

▼会場　矢巾ショッピングセン

ター内北側駐車場（レストラン

四六時中付近）

.通行止めのお知らせ.

▼区間・時間　県道矢巾停車場

線のやはぱーく前交差点～矢巾

ショッピングセンター北側交差

点・午前 10 時 20 分～午前 10

時 40分ごろ

▼問い合わせ　役場総務課防災

安全室（☎ 611-2708）

　自衛隊岩手地方協力本部は、陸

上自衛隊高等工科学校試験の受験

者を受け付けています。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。

▼受付期間　１月14日㈮まで（当

日必着）

▼試験日　 1次試験  1次試験 1月22日㈯

または23日㈰で指定された日

..2次試験2次試験..2月3日㈭～2月6日㈰で

指定された日

▼応募資格　平成17年4月2日～

平成19年4月1日生まれの男性

▼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）

▼募集住宅　三堤住宅2号棟1戸

（家賃13,500円～ 20,100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。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　1月5日㈬～1月17日㈪

▼抽選日・会場　1月26日㈬午後

6時～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）

町消防団出初め式
通行規制にご協力ください

町営住宅の入居者を
募集します【三堤住宅】

カップリングイベント
矢ぁコンを開催します

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験を実施します

矢
巾

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

（
出
初
め
式
会
場
）

通行止め区間

矢幅
郵便局

や
は
ぱ
ー
く

矢
幅
駅

23


