
■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）

 3月の納期 
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第 12 期
第 12 期

 火災・救急の件数 

1 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■火災発生 1 件（ 1 件）
■救急出動 76 件（76 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

令和 4 年度～

　20歳以上60歳未満の方は、国
民年金への加入が法律で義務付け
られています。勤務先を退職（失
業）した場合、厚生年金保険から
国民年金に変更が必要です。役場
1階町民環境課か近隣の年金事務
所でお早めにお手続きください。
　保険料の納付期限は翌月末です
が、納付が困難な場合は免除制度
を利用できます。特に、退職（失業）
の場合は失業特例が適用されます
ので、詳細は国民年金機構ホーム
ページ（QR）をご覧に
なるか、お問い合わせく
ださい。
▼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）、役場町民環境課戸
籍窓口係（☎611-2502）

　ウェルベース矢巾は、スポーツ
関係者などを対象に選手や子ども
とのより良い関わり方を学べる講
演会を開催します。※参加無料
▼日時　3月10日㈭午後6時～午
後8時（開場午後5時30分）
▼場所　町公民館3階大研修室
▼対象・定員　スポーツ指導者、
スポーツに励む子どもの保護者
▼講師　①斎藤真由美氏（元全日
本女子バレーボール代表）「やる
気を引き出す魔法の言葉～子ども
や選手に最大限のパフォーマンス
を発揮してもらうために、今日か
ら実践できる言葉の使い方～」
②大塚製薬㈱「やる気とベストコ
ンディショニング」のための栄養
▼定員　先着50人
▼申し込み・問い合わせ　ウェル
ベース矢巾（☎601-3733）

最高の選手の生かし方とは？
元日本代表選手が講演

【国民年金保険料】
忘れずに加入手続きをしましょう

 町内の交通事故件数 

1 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 118 件（118 件）
■人身事故 3 件（ 3 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 5 人（ 5 人）
■飲酒運転検挙者数 0 人（ 0 人）

※紫波警察署提供

　盛岡・紫波地区環境施設組合は
4月1日から、清掃センターで直
接搬入、収集依頼を受け付けてい
る廃棄物の手数料区分や大形ごみ
の収集方法を変更します。
.直接搬入などの手数料区分を追加.
　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。
▼新区分の単位・料金　スプリン
グ入りのマットレス及びソファー
の処分　10㌔までごとに1,320円
 収集困難物を設定.
　収集を行わない廃棄物を品目指
定していましたが、一定の規格を
超えるものを「収集困難物」とし、
4月以降は収集を行いません。
　廃棄する際は業者へ依頼する
か、清掃センターへ直接搬入が必
要です。
　詳細は3月に配布する令和4年
度収集カレンダー、2月発行のご
み分別辞典をご覧ください。
▼収集困難物の規格　①縦・横・
高さの3辺の合計が3㍍以上.②最
長辺の最大の長さが2㍍以上
 共通 
▼変更時期　4月1日㈮
▼問い合わせ　盛岡・紫波地区
環境施設組合清掃センター（☎
697-3835）

【4/1 ～】清掃センター
手数料や大形ごみ収集を変更

※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。

　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

14令和 4年 3月 1日　No.817



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。

▼募集住宅　柳原住宅3号1戸（家
賃6,400円～ 9,600円）
▼入居者資格　①同居する親族が
いるまたは満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　3月3日㈭～ 15日㈫
▼抽選日・会場　3月23日㈬午後
6時から　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）

　町は、健康でいきいきした生活
を送れるよう、シルリハ体操教室
を開催します。体を動かす機会が
少ないこの冬場に、シルバーリハ
ビリ体操を体験してみませんか。
※参加無料
▼日時・会場　3月14日㈪午前10
時～午前11時30分（開場午前9
時30分）　やはぱーく
▼対象　おおむね65歳以上の方
▼定員　15人程度
▼申し込み・問い合わせ　3月
11日㈮午後5時までに、役場健康
長寿課長寿支援係（☎611-2828）
へ。

　盛岡広域都市計画区域（矢巾町、
盛岡市、滝沢市）は、区域内を優
先的に市街化として整備すべき
「市街化区域」と市街化を抑制す
べき「市街化調整区域」に区分し
ています。
　このうち「市街化調整区域」は、
計画的な都市づくりや自然環境
保全のため、一定の建築行為（建
築物の新築・改築・用途変更）な
どや、それらに伴う土地の造成
を都市計画法で制限しています。
一部の行為を除き、県の許可が必
要となりますので、事前に役場へ
ご相談ください。
　なお、「市街化調整区域」に区
分される前（昭和 45 年 10 月 1
日より前、場所によっては昭和
59年 11 月 16 日より前）から存
在する建築物や、適正な手続きを
経て建築したものを建て替える
場合は、許可が不要となる場合が
ありますので、併せてお問い合わ
せください。
▼申し込み・問い合わせ　役場道
路住宅課まちづくり推進室（☎.
611-2622）

　町は、町内業者の公共事業の受
注機会を拡充するため、あらかじ
め登録した事業者に小規模な修繕
業務（50 万円未満）を委託して
います。令和 4・5年度の修繕業
務登録申請を受け付けていますの
で、登録を希望する方は申請して
ください。
　一度登録した事業者も引き続き
登録を希望する場合は、再度申請
してください。申請の手引きおよ
び申請書などは町ホームページを
ご覧ください。
▼申請資格　町の競争入札参加資
格申請を行っていない町内の事業
者（個人事業者を含む）
▼申し込み・問い合わせ　3月31
日㈭までに、役場3階総務課管財
係（☎611-2705）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）

市街化調整区域では
建築などが制限されます

自衛隊・予備自衛官補
採用試験にお申し込みください

【柳原】町営住宅の
入居者を募集します

シルリハ体操教室に
ご参加ください【3/11 締切】

【3/31 まで】小規模修繕業務
令和 4・5年度の申請受付中
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お知らせ

　町徳丹城春まつり実行委員会は、春まつりのフリー
マーケットとクラフト市の出店者を募集します。
.共通.
▼日時・場所　4月 23日㈯午前 10時～午後 4時　徳
丹城跡公園内　※雨天順延（予備日４月 24 日㈰）
▼出店料　1区画 1,000 円（当日支払い）
 フリーマーケット .
▼募集区画　先着60区画（1区画3㍍×3㍍、1人3区画まで）
▼申し込み・問い合わせ　はがきかメールに.①郵便番
号・住所.②氏名③日中連絡がつく電話番号.④区画数を
記入の上、4 月 1 日㈮までに町徳丹城春まつり実行委
員会（〒 028-3603 矢巾町大字西徳田 3-188-2、メー
ル yahaba2850@town.yahaba.iwate.jp、 ☎ 697-
3704）へ。※月曜休館
 クラフト市（手作り品販売限定） 
▼募集区画　先着20区画（1区画3㍍×3㍍、1人2区画まで）
▼申し込み・問い合わせ　3月 31 日㈭までに、平野さ
ん（☎ 090-4634-6928）へ。

徳丹城春まつり
出店者を募集します【4/1 締切】
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福祉ひとくちメモ  ⑯福祉ひとくちメモ  ⑯

～民生委員・児童委員～

　「民生委員・児童委員」は地域住民
の立場にたって、地域の福祉を担うボ
ランティアです。地域で困りごとや心
配ごとの相談に乗り、各相談窓口への
「つなぎ役」を担います。加えて子ど
もや子育ての困りごとの相談にも対応
します。町内には各地域に、その地域
を担当する委員がいます。
　子どもに関する相談が専門の「主任
児童委員」もおり、地域の子育て世代
の強い味方となっています。
　お住まいの地域の民生委員・児童委
員を知りたい方は、ご連絡ください。
▼問い合わせ　役場福祉課生活相談係
（☎ 611-2571）

※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。

■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
■㈱佐々木組（西徳田）
①土木技術者② 59 歳 以 下 ③ 1 人 ④
185,000～380,000円⑤03010-24535811
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）
■東北大栄プラスチック㈱（ほっかほっか
亭矢巾店ほか）
①店舗管理②59歳以下③2人④162,100
円～197,900 円⑤ 03070-06231011 ⑥
普免（AT限定不可）
■精和産業㈱（流通センター南）
①企画営業②不問③ 1人④ 250,000 円～
286,000 円⑤ 13130-26230711 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感染管理認定看護師② 59 歳以下③ 1
人④ 213,900 円～366,610 円⑤ 03010-
25356611 ⑥普免、看護師、感染管理認定
看護師資格
■医療法人社団帰厚堂南昌病院・ケアセ
ンター南昌（広宮沢・又兵エ新田いずれか）
①管理栄養士② 59 歳以下③ 1 人④
209,670 円 ～ 263,160 円 ⑤ 03010-
00969521⑥管理栄養士
■東京美装興業㈱盛岡営業所（医大通）
①清掃員②59歳以下③2人④145,000円
～165,000円⑤03010-24023011⑥不問
■㈱システムエイド（医大通）
①歯科受付② 59歳以下③ 2人④ 138,000
円～150,000円⑤03010-24580611⑥不問
■㈱グリーンデリカ盛岡工場（広宮沢）
①整備・メンテナンス② 59 歳以下③ 1人

④ 165,000 円～ 239,500 円 ⑤ 03010-
23706311 ⑥普免
■㈱もりでん（流通センター南）
①営業② 59歳以下③ 1人④ 195,000 円
～400,000 円⑤ 03010-23805111 ⑥普
免（2級電気工事施工管理技士、第二種
電気工事士あればなお可）
■㈲菅原自動車工場（広宮沢）
①整備および鈑金塗装② 59 歳以下③ 1
人④ 180,000 円～250,000 円⑤ 03010-
25355311 ⑥普免（AT限定不可）
■㈱東北シジシー（流通センター南）
①事務②59歳以下③1人④250,000円～
350,000円⑤03010-00697321⑥普免
■㈱システムエイド（医大通）
① 医 療 事 務 ② 59 歳 以 下 ③ 10 人 ④
138,000 円 ～ 150,000 円 ⑤ 03010-
00778621⑥不問
■㈱オリテック 21（流通センター南）
①型枠大工② 59歳以下③ 1人④ 176,000
円～220,000円⑤03010-25956111⑥普免
■東洋機械㈱盛岡工場（広宮沢）
①機械整備・修理（正社員）②59歳以下③
1 人④ 183,000 円～385,000 円⑤ 03010-
01598721⑥普免あればなお可
■タカヨ建設㈱（下矢次）
①建築技術者（正社員）② 59歳以下③ 1
人 ④ 190,000 円 ～325,000 円 ⑤ 03010-
01436821⑥普免（ＡＴ限定不可）、（1級建
築施工管理技士、2級建築施工管理技士あれ
ばなお可）
■㈱矢巾タクシー（矢巾営業所・飯岡営業所
いずれか）
①運転手（正社員）② 61歳以下③ 2人④
179,280円⑤ 03010-01702521⑥普通自動

車第二種免許
■医療法人泰三会徳永整形外科（南矢幅）
①看護師・准看護師（正社員）②64歳以下
③1人④200,000円～220,000円⑤03010-
01691621⑥看護師・准看護師いずれか
■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看護師（正社員）② 59歳以下③ 1人④
188,200円～261,600円⑤03010-01320721
⑥普免、准看護師（看護師あればなお可）
■㈱こずかたサービス（医大通）
①受付スタッフ（正社員）② 59 歳以下
③ 2 人 ④ 135,000 円～ 152,100 円 ⑤
03010-01912621 ⑥不問
■流通商事㈱（流通センター南）
①整備士（正社員）② 59 歳以下③ 2人
④ 154,000 円～ 190,000 円 ⑤ 03010-
01930921 ⑥普免、（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）
■㈲セイナン冷暖房サービス（高田）
①販売・施工・修理（正社員）②不問③1
人④ 165,000 円～215,000 円⑤ 03010-
01987321 ⑥第二種電気工事士又は液化
石油ガス設備士、普免（ＡＴ限定不可）
■㈱いわて愛隣会（又兵エ新田）
①介護員（正社員）② 59 歳以下③ 1人
④ 166,900 円～ 238,300 円 ⑤ 03010-
01820221 ⑥普免、介護福祉士

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。

報人求 情 町
　内 正社員募集中！（2月10日現在）
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　マイナンバーカード（顔写真付き）と4桁の暗証番号を使い、
コンビニなどにあるマルチコピー機で町の住民票などの証明
書を取得できます。詳細は下表や町ホームページ（QR）へ。
　役場窓口の混雑を避け、役場開庁時間以外でも最寄りの店舗で必
要な証明書をスムーズに取得できますので、ぜひご利用ください。
▼交付時間　午前 6時 30分～午後 11時.※年末年始、点検により
休止する場合があります。
▼対応店舗　セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、セ
イコーマート、ミニストップ、ユニバース

証明書 取得できる範囲

取得可能な証明書（住民登録・本籍地ごと）

住民登録と
本籍地が
矢巾町

住民登録が
矢巾町

※本籍地が
他市町村

本籍地が
矢巾町

※住民登録が
他市町村

住民票 本人・同世帯の方 〇 〇 ▲

印鑑登録
証明書 本人 〇 〇 ▲

戸籍謄抄本 本人・同じ戸籍に
記載がある方 〇 △ △

戸籍附票 本人・同じ戸籍に
記載がある方 〇 △ △

所得・課税
証明書 本人 〇 〇 ▲

△…本籍地市町村で「本籍地交付」を実施していて、マルチコピー機による利
用申請すれば可。なお、取得可能となるまで数日掛かります。
（県内では盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、久慈市、一関市、釜石市、矢巾町、
山田町、洋野町が実施）
▲…住民登録市町村が「コンビニ交付」を実施していれば可。
（県内では盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、一関市、釜石市、
奥州市、紫波町、矢巾町、山田町、洋野町が実施）

　マイナンバーカードの機能が追加され、対応医療機関での健康保
険証としての利用、公金受取口座（緊急時の給付金などの受け取り
口座）の登録ができるようになりました。
　また、マイナンバーカードの新規取得や健康保険証・公金受取口
座の登録手続きをすると、最大20,000円相当のマイナポイントが受
け取れる「マイナポイント第2弾」実施中。ぜひお申し込みください。
▼ポイント獲得に必要な手続き　①マイナンバーカードの申請（9
月末まで）　②登録（令和5年2月末まで）
 お早めのお申し込みがスムーズです.
　日を追うごとに申込希望者が増え、カードの交付に時間が掛かる
おそれがあります。ぜひ、お早めにお申し込みください。

▼日時　3月 27日㈰、4月 3日㈰
午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼手続き可能なこと　
..町民環境課町民環境課（（役場 1 階役場 1 階☎☎ 611-2502611-2502））  
転入や転出など住民異動届や戸籍
関係届※の受付、各種証明書（住
民票、印鑑登録証明書など）の交
付、異動などに係る児童手当・各
種医療費助成の手続き、国民年金
の手続き、マイナンバーカードの
交付（カード交付は要予約）
 税務課 税務課（（役場 1 階役場 1 階☎☎ 611-2522611-2522））  
税務関係証明書の交付、納税相談
 福祉課 福祉課（（役場 1 階役場 1 階☎☎ 611-2572611-2572））  
障害者手帳・自立支援医療関係の手続き
 健康長寿課 健康長寿課（（さわやかハウスさわやかハウス☎☎611-2821611-2821））  
介護保険関係手続き、妊産婦一般
健康診査票の発行、乳幼児の健診
と予防接種関連の手続き、各種医
療費助成の手続き、国民健康保険・
後期高齢者医療制度関係の申請
 子ども課 子ども課（（さわやかハウスさわやかハウス☎☎611-2772611-2772））  
保育園・児童扶養手当・特別児童
扶養手当の手続き
.毎週水曜日は窓口を延長.祝日と
年末年始を除く毎週水曜日は、窓
口業務の一部を午後７時まで延長
していますので、ご利用ください。

臨時開庁日を設けます
各種手続きにお越しください

■お問い合わせ　役場町民環境課戸籍窓口係（☎ 611-2502）

※
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
・
離
婚
な
ど

マイナンバーカードの大きなメリット！
コンビニで証明書を取得できます

ポイント数と申込開始時期

マイナンバーカード、
今こそ作りませんか？

カードを作る ポイント申し込み

作成方法やマイナポイントの
詳細は左の QR からアクセス
するか、お問い合わせください。

※保険証、公金受取口座登録でのポイン
トの受け取り方法は決まり次第、広報や
はばやホームページでお知らせします。

手続き ポイント 開始時期

カード新規取得 5,000 円相当 申込受付中

保険証利用登録 7,500 円相当
6月ごろ予定

公金受取口座登録 7,500 円相当
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