
■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）

 火災・救急の件数 

3 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 93 件（251 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

　日本年金機構が運用している
「ねんきんネット」で、24時間い
つでもどこでも、パソコンやス
マートフォンでご自身の年金情報
を確認できます。
　ご自身の年金記録の確認の他、
将来受け取る年金見込み額の確認
や各種通知書の再交付申請もでき
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）または、マ
イナポータル※へ。※マイナン
バーカードが必要
▼問い合わせ　盛岡年金事務所
（☎623-6211）、ねんきんネット
専用番号（☎0570-058-555）

　有害鳥獣による農作物被害を防
ぐため、町が委託した有害鳥獣駆
除隊員が、農地でカラスなどの駆
除を行います。
　駆除隊員は、車にはマグネット
シートを貼り、町が貸与した腕章
を着用して活動します。日曜日の
早朝などに活動を行いますが、皆
さんのご理解とご協力をお願いし
ます。
　また、ツキノワ
グマなどの有害鳥
獣による農作物被
害があった際は、
役場産業観光課へ
ご連絡ください。
▼問い合わせ　役場産業観光課農
林振興係（☎611-2613）

有害鳥獣の駆除や被害防止に
ご協力ください

【国民年金保険】
ねんきんネットをご利用ください

 町内の交通事故件数 

3 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 71 件（ 241 件）
■人身事故 3 件（ 8 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 4 人（ 11 人）
■飲酒運転検挙者数 0 人（ 0 人）

※紫波警察署提供

 

　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）。
　また、スマートフォンでQRを
読み取ると「ハローワークイン
ターネットサービス」にアクセス
できますので、求人情報の検索
などにご利用ください。
 4 月 14 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■㈱アサヒセキュリティ盛岡オフィス（広
宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-03199821　
■㈱ムサシ物流盛岡営業所（流通センター南）
①運転手（正社員）② 03010-03236021
■岩手三八五流通㈱（赤林）
①運転手（正社員）② 03010-03456521
■㈱瀬川勝雄商店盛岡支店（流通センター南）
①配送及び倉庫作業員（正社員）②
03010-03881721
■流通商事㈱（流通センター南）
①ガソリンスタンドスタッフ（正社員）②
03010-04431221
■特定非営利活動法人ことぶきの会　つ
りがねの郷（煙山）
①介護員（正社員）② 03010-04609221
■医療法人社団帰厚堂南昌病院（広宮沢）
①看護師（正社員）② 03010-04455821
■㈱住建ホームサービス（広宮沢）
①営業（正社員）② 03010-05098121
■㈱佐々木組（西徳田）
①土木技術者（正社員）②03010-05365721
■㈱仙台食品運輸盛岡営業所（広宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-04816121
■㈲藤原クリーンサービス（藤沢）
①運転手（正社員）② 03010-05589321
■オーデリック㈱（広宮沢）
①営業（正社員）② 13080-19587821
■東洋機械㈱盛岡工場（広宮沢）
①機械整備・修理（正社員）② 03010-
06319821
■丸幸自動車工業㈱盛岡店（西徳田）
①整備（正社員）② 03010-06961021
■タカヨ建設㈱（下矢次）
①土木技術者（正社員）②03010-06768921
■㈱もりでん（流通センター南）
①電気工事工（正社員）②03010-07225221
■青森定期自動車㈱盛岡支店（広宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-07415121
■㈱いわて愛隣会（又兵エ新田）
①介護員（正社員）② 03010-07508621
■矢巾歯科診療所（又兵エ新田）
①歯科助手（正社員）②03010-07449021

報人求 情 町
　内

広告募集中
　町は広報誌面の有効活用と地域経済の活性化のため、広報誌の
スポンサーを募集します。必要書類など詳細は町ホームページ
（QR）をご覧になるか、お問い合わせください。
▼広告枠　縦40㍉、横90㍉でお知らせ（本号は18～ 21㌻に掲載）
▼問い合わせ　役場企画財政課情報係（☎611-2724）

税 ネタ小
の

　5月は軽自動車税（種別割）の納期です。4月1日現在、原動機付自
転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有して
いる方に課税されます。　※使用していない場合でも、廃車や譲渡な
どの手続きをしていなければ課税されます。
▼問い合わせ　役場税務課賦課係（☎611-2522）
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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≫

　岩手県消費者行政推進ネット
ワークは5月の消費者月間に合わ
せて「消費者110番」を実施しま
す。弁護士などが多重債務、悪質
商法などのトラブルの解決のお手
伝いをします。お気軽にご相談く
ださい。※相談無料
▼日時　5月31日㈫　午前10時〜
午後5時（来所は午後４時30分ま
で受け付け）
▼相談方法　.電話 臨時専用ダイ
ヤル（☎653-2181）..  来所 県立
県民生活センター（盛岡市中央通
３-10- ２）
▼問い合わせ　県立県民生活セン
ター（☎624-2209）
 こちらでも相談できます 
▼消費者ホットライン　☎188
※年末年始を除く

　（公社）矢巾町シルバー人材セ
ンターは会員を募集しています。
同センター会員の仕事に関心があ
る方向けに入会説明会を実施しま
すので、ぜひご参加ください。
▼説明会日時・場所　毎月第3水
曜日午前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
健康な方で、社会貢献に関心があ
る方。
▼問い合わせ　矢巾町シルバー人
材センター（☎698-1236）

▼募集住宅　三堤住宅 3 号棟 2
戸（家賃13,500円～20,100円）、
森が丘住宅 1戸（家賃 21,100 円
～ 31,500 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④申請者および
同居親族が暴力団ではない.⑤現
在、矢巾町に住民登録している、
または町内に勤務している..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　5月6日㈮～18日㈬
▼抽選日・会場　5月 25 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）

▼解除日時　5月23日㈪午前9時
30分
▼問い合わせ　役場道路住宅課地
域整備係（☎611-2633）

　町は地震や武力攻撃などの発生
に備え、Jアラートによる情報伝
達訓練を行います。
　町内各地の屋外スピーカーと
「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、皆
さんのご協力をお願いします。
▼日時・放送内容　5 月 18 日㈬
午前 11時ごろ..①サイレン音.②
音声「これは J アラートのテスト
です」.※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）

 4月1日付 ▷農業委員会事務局併
任.阿部幸司（産業観光課係長）▷農
業委員会事務局併任.鈴森玲香（産
業観光課主事）

【三堤、森が丘】町営住宅の
入居者を募集します

J アラートによる訓練に
ご協力をお願いします

多重債務や悪質商法
消費者 110 番をご利用ください

シルバー人材センター
入会説明会にご参加ください

【4/1 付】
町職員の人事異動

【5/23 午前 9 時 30 分】
南昌山線が開通します

▲南昌山 ぬ
さ
か
け
の
滝
●

至
雫
石
町

5月23日午前9時30分通行止め解除

矢
巾
温
泉
●

※感染症対策のため、各種行事が延期・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を行
い、発熱などで体調がすぐれない場合は、
参加をお控えください。

矢巾町公式LINE

QR から友だち登録できます→

・暮らしの情報
・緊急情報 などが分かる！

矢巾町企画財政課情報係　☎611-2724矢巾町企画財政課情報係　☎611-2724
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お知らせ

　町は4月1日から、子育て世帯の生活の安定とお子さんの健全な発育
を応援する「赤ちゃん子育て応援給付金事業」を開始しました。
▼給付金額　出生児1人につき10万円
▼対象　令和4年4月1日以降に出生し、出生により町の住民基本台帳に
記録された子の父母　※出生時に父母と子が同じ世帯に住民登録されて
おり、実際に居住している必要があります。
▼申請方法　給付金申請書兼請求書※に必要書類を添え、役場1階町民
環境課へ申請してください。※出生届の提出時に渡される他、町ホーム
ページから取得できます。
▼必要な書類　本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）㊢、
受取口座を確認できる書類（預金通帳、キャッシュカード）㊢
▼手続き期間　出生日から起算して60日以内
▼問い合わせ　町教育委員会子ども課子育て家庭支援係（さわやかハウ
ス内☎611-2772）

出生児 1 人につき 10 万円を給付
赤ちゃん子育て応援給付金事業　aiaiひろばは、子育て家庭支援

に向け「地域子育てサポーター講
座」を開催します。受講後、希望
者は子育て支援事業に参加できま
す。※受講無料
▼対象　ボランティア活動に関心
がある方
▼日時・場所　5月16日㈪午前
10時～午前11時30分　さわやか
ハウス1階ふれあいルーム
▼講師・テーマ　蛎崎奈津子氏（岩
手医科大学教授）「産前産後のマ
マと赤ちゃんの支援」
▼申し込み・問い合わせ　5月12
日㈭までにaiaiひろば（☎697-
1567）へ。

　町ファミリー・サポート・セン
ター事業に携わる会員募集にあた
り、援助会員の養成講座を開催
します。詳細は町ホーム
ページ（QR）をご覧く
ださい。※受講無料
▼開催日　 前期前期 6月15日㈬・20
日㈪・30日㈭...後後期期.2月2日㈭・
10日㈮・27日㈪
▼対象・定員　①援助会員として
新規登録希望の方.②会員登録済
で受講希望の方　10人
▼場所　さわやかハウス
▼申し込み・問い合わせ　６月
８日㈬までに町ファミサポ（☎
611-2777）

　町は、手話奉仕員養成講座（入
門課程）を実施します。詳細は町
ホームページ（QR)でご
覧になるか、お問い合わ
せください。※受講無料
▼期日・時間　6月18日㈯～ 11
月19日㈯内の13日間　各午後1時
30分～午後4時40分
▼場所　町公民館など
▼対象　町内在住または在勤で手
話に関心があり、受講経験がない
高校生以上の方
▼受講料　3,300円（テキスト代）
▼申し込み・問い合わせ　5月31
日㈫午後4時までに、役場福祉課
福祉係（☎611-2572）へ。

　町は、町民の心の悩みに精神科
医師が相談にのり、対応を一緒に
考える「こころの健康相談」を実
施します。ご家族のみの相談もで
きますので、お気軽にご相談くだ
さい。※相談無料・要予約
▼受付日時・場所　5月16日㈪午
後1時～午後3時　役場内
▼申し込み・問い合わせ　5月11
日㈬までに、役場福祉課生活相談
係（☎611-2574）
 県央保健所でも相談できます.
▼日時　毎月第3水曜日午後2時
～午後4時
▼問い合わせ　県央保健所保健課
（☎629-6574）

子育て家庭支援に向け
サポーター講座を開催します

【町ファミサポ】援助会員の
養成講座にご参加ください

手話奉仕員養成講座
入門課程を実施します

こころの健康相談
一人で抱えず、ご相談ください

コロナワクチン予約受付中

QR から予約サイトに

アクセスできます→

電話でも OK 町コロナワクチン予約センター
0120-0567-69  平日 9 時～18 時☎■問い合わせ　矢巾町企画財政課情報係☎611-2724

５チャンネルで

データ放送を観よう！

①５チャンネルを選択し

リモコンのｄボタンを押す

②画面左側のメニューから

「自治体情報」を選択

左のような画面になります

視聴方法

広告例広告例
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▼規制期間　①5月16日㈪～ 6月
10日㈮.②9月上旬～ 10月中旬
※終期は変更になる場合がありま
す。
▼問い合わせ　役場道路住宅課地
域整備係（☎611-2632）

　やはぱーくプレサマーフェス
ティバル「にじいろモールおさん
ぽココロ旅」を開催します。予約
が必要なイベントもありますの
で、詳細は広報やはば5月号と合
わせて配布しているチラシでご確
認の上、ぜひご来場ください。
▼日時　6月18日㈯・19日㈰.午
前10時～午後3時
▼申し込み・問い合わせ　やは
ぱーく（☎656-6610）
※予約申込受付は5月19日以降、
午前9時～午後5時

　町選挙管理委員会は、参議院議
員通常選挙（7月予定）の期日前投
票と選挙当日の投票立会人を募集
します。詳細は町ホームページで
お知らせします。
▼申し込み・問い合わせ　申込
用紙※に記入の上、５月31日㈫まで
に町選挙管理委員会事務局（〒028-
3692.矢巾町大字南矢幅13-123.役
場3階総務課内.☎611-2707）へ持
参または郵送してください。
※同事務局窓口や町ホームページ
で取得できます。

【5/16～6/10】南矢巾踏切
通行止めにご協力ください

やはぱーくプレサマー
フェスティバルを開催します

参議院議員通常選挙の
選挙立会人を募集します

※感染症対策のため、各種行事が延期・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を行い、発熱などで体調がすぐれない場合は、参加をお控えください。

　町の健康教室が毎週火曜日に実施中。町内のメディカ
ルフィットネスジム「ウェルベース矢巾」が講師を務め
ます。ぜひ、お越しください。
※参加無料、予約は月ごと・月単位となります。
▼日時　7日、14日、21日、28日の各火曜日
全4回午前10時～午前11時（受け付けは午前9時30分～）
▼場所　町えんじょいセンター（役場庁舎北側）
▼対象・定員　おおむね65歳以上で、原則全日程に参
加できる方..先着15人
▼テーマ　「心も体もリラックス♪」
梅雨の時期に入る6月。疲れが溜りやすいこの季節に、
私たちの教室でリフレッシュしませんか？日本調剤によ
る栄養セミナー・岩手県歯科衛生士会による口腔セミ
ナーも行います。
▼申し込み　5月24日㈫午後5時までに、ウェルベース
矢巾（岩手医科大学附属病院敷地内☎601-3733）へ。
※営業時間は平日午前9時30分～午後10時30分、土日
祝日午前9時30分～午後8時（月曜定休）

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
6 月開催分の参加者を募集しています

南
矢
巾
踏
切

町商工会館

や
は
ぱ
ー
く

至 盛岡

ケアセンター
南昌

矢
幅
駅

至 紫波

南矢幅
地下道

（歩行者・自転車）

矢巾町  公式 YouTube チャンネル

矢巾町企画財政課情報係　☎611-2724
QR からアクセスして動画をご覧ください

町内で撮影した動画で

町の魅力を伝えます！

広告例

※
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
）

を
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

福祉ひとくちメモ  ⑱福祉ひとくちメモ  ⑱

～青い鳥郵便葉書～

　日本郵便株式会社は、一定の障がい
をお持ちの方に、20 枚の通常はがき
セット「青い鳥郵便葉

はがき
書」を無償配布

しています。これを機に、はがきのや
り取りを楽しんでみませんか？詳細は
同社ホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。
▼配布対象　①身体障害者手帳に「1
級」または「2級」の表記がある方..
②療育手帳に「A」「1度」「2度」の
いずれかの表記がある方
▼受付期間　5月 31日㈫まで
▼問い合わせ　日本郵便㈱お客様サー
ビス相談センター（☎ 0120-23-28-
86）※携帯電話は☎ 0570-046-666

広告例自転車の安全利用推進期間
5月1日㈰～5月31日㈫

岩手県交通安全対策協議会

スローガン　自転車も ルールを守る ドライバー
①自転車の交通ルール遵守
②歩行者等に配慮した安全利用とヘルメット着用の推進
③飲酒運転、二人乗り、並進、傘さし、携帯電話使用、
ヘッドホン使用等の危険な行為の禁止
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