
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、健康長寿課の窓口を午後 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。

　自衛隊岩手地方協力本部は、予
備自衛官補採用試験を実施しま
す。応募資格は募集種目ごとに
異なるため、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。
▼募集種目　一般公募・技能公募
▼申込期限・試験日　4月8日㈮
まで（当日必着）　4月11日㈪～4
月17日㈰で指定された日（1日）
▼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）

　町は、環境の保全やエネルギー
施策について審議する「環境審議
会」に皆さんのご意見を反映させ
るため、公募委員を募集します。
▼応募資格・定員　町内在住また
は在勤の20歳以上の方で、平日
の日中に行われる会議に出席でき
る方　5人以内　※国・地方公共
団体の議員および職員を除く
▼応募・問い合わせ　「町の環境
に対する思い」を約800字で作文
にまとめ、住所・氏名・性別・生
年月日・電話番号を記入の上、2
月25日㈮までに役場1階町民環
境課環境係（〒028-3692矢巾町
大字南矢幅13-123..☎611-2501..
メールkankyo_yhb@town.
yahaba.iwate.jp）へ。※選考結
果は3月に通知します。

　チャグチャグ
馬コ保存会は、
チャグチャグ馬
コ（6月11日 ㈯
予定）の引き手を募集します。伝
統ある地域行事へぜひ、ご参加く
ださい。※未経験者歓迎
▼対象　馬を引いて歩ける18歳
以上で、3回程度の練習会に参加
できる方
▼募集人数　12人程度　※応募
多数の場合は抽選
▼参加費　2,000円
▼申し込み　はがきに住所、氏
名、年齢、性別、職業、電話番
号をご記入の上、2月28日㈪必着
でチャグチャグ馬コ保存会事務局
（〒020-8530.盛岡市観光課内☎
613-8391）へ。
※「ワクチン接種歴」または「PCR
検査結果」の提示、行事前後の行
動歴の報告が必要となる場合があ
ります。

　（公財）いわて被害者支援セン
ターは、犯罪被害者の方への支援
を行うボランティアを募集しま
す。被害者への理解と意欲のある
方の応募をお待ちしています。
▼活動内容　電話相談、面接相談、
付き添いなどの直接支援、イベン
ト参加などの広報活動
▼募集期間　2月1日㈫～3月31日㈭
▼応募条件　25歳～おおむね65
歳で、養成講座（5月～ 12月で月
1回程度）を受講できる方
▼問い合わせ　公益財団法人いわ
て被害者支援センター事務局（☎
621-3750）

　町は、地震や武力攻撃などの発
生時に備え、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）による情報伝達
訓練を行います。当日は、町内に
複数箇所に設置してある屋外ス
ピーカーと、「やはラジオ」およ
びラヂオ・もりおかの放送から一
斉に音声が流れます。趣旨をご理
解の上、ご協力をお願いします。
▼実施日時　2月16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）

チャグチャグ馬コの引き手に
チャレンジしませんか

Jアラートを使った
情報伝達訓練を行います

自衛隊・予備自衛官補
採用試験を実施します

環境審議会の公募委員を
募集します

被害者に寄り添い支援を行う
ボランティアを募集します

※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。
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■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

 2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 8 期
第 11 期
第 11 期

 火災・救急の件数 

12 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■火災発生 1 件（ 9 件）
■救急出動 85 件（966 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

令和 4 年度～

　国民年金保険料は、口座振替で
納付すると、金融機関などに行く
手間が省け、納め忘れの防止にも
なります。また、口座振替による
前納（前払い）は保険料が割引さ
れますので、ぜひご利用ください。
　詳細は日本年金機構
ホームページ（QR）を
ご覧ください。
▼前納の割引額（例）　 1年分  1年分 約
4,180円...2年分2年分..約15,850円
▼申し込み　次のいずれかでお手
続きください。①盛岡年金事務所.
②役場.③預貯金口座がある金融
機関.※令和4年4月分以降の前納
は2月28日㈪までに手続きが必要
▼問い合わせ　ねんきん加入者
ダ イ ヤ ル（ ☎0570-003-004）、
盛岡年金事務所国民年金課（☎
623-6211）

　県立産業技術短期大学校矢巾校
は、研究やものづくりの成果を展
示する「産技短展」を開催します。
　なお、詳細は同校ホー
ムページ（QR）をご覧
になるか、お問い合わせ
ください。※入場無料
▼日時　3月5日㈯午前10時～午
後5時、6日㈰午前10時～午後3時
▼場所　県立産業技術短期大学校
▼問い合わせ　（☎697-9088）

産業技術短期大学校
産技短展を開催します

【国民年金保険料】
口座振替や前納をご利用ください

 1 月 17 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
■㈲振興自動車（高田）
①鈑金・塗装及びボデー架装・車の解体
作業（正社員）② 59 歳以下③ 1 人④
180,000 円 ～ 240,000 円　 ⑤ 03010-
21875011 ⑥普免（AT限定不可）
■医療法人社団帰厚堂南昌病院（広宮沢）
①看護師（正社員）② 59 歳以下③ 2人
④ 201,830 円～ 352,380 円 ⑤ 03010-
22067411 ⑥普免（通勤用）、看護師
■コスモ・セブン㈱（広宮沢）
①指導教育責任者（正社員）② 62 歳以
下③ 1 人④ 243,380 円～304,210 円⑤
03010-22457011 ⑥普免、警備員指導
教育責任者 2号
■㈱矢幅エンジニア（広宮沢）
①配管工（正社員）②不問③ 1 人④
200,000 円 ～ 350,000 円 ⑤ 03010-
22931611 ⑥普免
■㈱システムエイド（医大通）
①一般事務（正社員）② 59 歳以下③ 1
人④ 138,000 円～150,000 円⑤ 03010-
23314911 ⑥不問
■㈱レンタルのニッケン盛岡営業所（広宮沢）
①営業（正社員）② 59 歳以下③ 1 人
④ 170,000 円～ 270,000 円 ⑤ 03010-
23163111 ⑥普免（AT限定不可）
■㈱不動食品加工（岩清水）
①食品加工（正社員）② 64 歳以下③ 1
人④ 150,000 円～170,000 円⑤ 03010-
23312311 ⑥普免
■㈱瀬川勝雄商店盛岡支店（流通センター南）
①ルート配送および倉庫作業員（正社員）②
59歳以下③2人④170,000円～200,000
円⑤03010-23404711⑥ 8トン限定中型自
動車免許、中型自動車免許（AT限定不可）
■㈱ AKC（高田）
①運転手（正社員）②不問③ 2 人④
200,000 円 ～ 250,000 円 ⑤ 03010-
22987411⑥大型自動車免許
■ SMILE HOUSE にこ nico（レスポン
スアビリティー合同会社）（東徳田）
①児童指導員（正社員）②64歳以下③1
人 ④ 153,000 円～163,000 円 ⑤ 03010-
23372111⑥普免、次のいずれかの免許・資
格所持で可（保育士、社会福祉士、その他の福
祉・介護関係資格、理学療法士、作業療法士）

就業希望の方は、盛岡公共職業安定所（☎
624-8902）へお問い合わせください。紹介
期限が過ぎている場合も相談できます。な
お、応募の際は同安定所が発行する紹介
状が必要です。

 町内の交通事故件数 

12 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 80 件（687 件）
■人身事故 8 件（ 49 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 9 人（ 60 人）
■飲酒運転検挙者数 2 人（ 9 人）

※紫波警察署提供

　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。
　詳細は広報やはば令和
3 年 11 月号、または町
ホームページ（QR）をご
覧ください。

納期の変更にご注意ください納期の変更にご注意ください

シルバー人材センター会員募集中
　（公社）矢巾町シルバー人材セン
ターは会員を募集中。地域で働きが
いのある仕事がしたい方は、ぜひ入
会説明会にご参加ください。
▼日時・場所　毎月第3水曜午前10時
事務所（役場西側）※祝日の場合は翌平日
▼対象　町内在住の60歳以上の方
▼問い合わせ　同センター（☎698-1236）
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