
 火災・救急の件数 

6 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■火災発生 0 件（ 2 件）
■救急出動 111 件（524 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

　日本年金機構は、公的年金制度
の啓発活動の一環として、皆さん
から公的年金をテーマにしたエッ
セイを募集しています。公的年金
の大切さや意義を一緒に考えま
しょう。
　詳細は日本年金機構ホームペー
ジをご覧ください。
▼締め切り　9月9日㈮
▼問い合わせ　日本年金
機構わたしと年金担当
（☎03-5344-1100）

　町は、ご家庭の不要品を引き取
る「矢巾町リユース品回収ひろば」
を実施します。衣類・雑貨類・本・
ソフト・家電・家具・スキー用品
などをご持参ください。※不用品
の状態により、お断りする場合も
あります。
▼日時　いずれも午前10時～午
前11時（雨天中止）
 8月6日㈯  8月6日㈯ .徳田小学校
..8月20日㈯8月20日㈯..町農村環境改善センター
▼持ち物　身分証明書（運転免許
証、健康保険証など）
▼問い合わせ　役場町民環境課環
境係（☎611-2501）

　町についてより深く学び、この
町の未来について仲間たちと一緒
に考える「やはばワイワイアカデ
ミー」を開催します。
　条件達成で貰える“や
はばの達人”バッジを目
指して、一緒にこの町について考
えましょう。詳細は町ホームペー
ジ（QR）をご覧ください。
▼内容　①環境、商工、観光、多様
性がテーマの講座4回.②「未来の
矢巾町と自分」がテーマのワーク
ショップ2回
▼申し込み・問い合わせ　（一
社）カダル（☎601-2871..メー
ルinfo.kadaru@gmail.com）

町のことをもっと学ぼう！
やはばワイワイアカデミー

公的年金をテーマにした
エッセイを募集します

家の中の不用品は
リユース品回収ひろばへ

 

　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。
 6 月 16 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■青森定期自動車㈱　盛岡支店（広宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-13296521
■社団医療法人緑風会高宮消化器科内科
医院（西徳田）
①医療事務（正社員）②03010-13769021
■㈱泉商店盛岡店（流通センター南）
①営業（正社員）② 03010-13883721
■㈱こずかたサービス（医大通）
①受付（正社員）② 03010-14245021　
■北燃商事㈱盛岡支店（広宮沢）
①ルート営業（正社員）② 03010-
14073921
■タカヨ建設㈱（下矢次）
①土木技術者（正社員）② 03010-
14261121
■㈲朝日運送（流通センター南）
①運転手（正社員）② 03010-14114721
■㈱ツーワン輸送　盛岡営業所（広宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-14379221
■㈱フォレスト百万石（障がい者就労継
続支援 B 型事業所フォレストファーム）

（煙山）
①生活支援員（正社員）② 03010-
14343721
■㈲流通センター不動産（又兵エ新田）
①アパート案内（正社員）② 03010-
14399921
■㈱アリメント（広宮沢）
① 営 業・ 配 送（ 正 社 員 ）② 03010-
14386221
■㈱仙台食品運輸盛岡営業所（広宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-14528021
■学校法人紅葉学園（南矢幅）
①講師（正社員以外）②03010-14424821
■太陽鈑金塗装（南矢幅）
①板金、販売（正社員）②03010-15670621

報人求 情 町
　内

広報やはばに掲載する広告募集中

▼問い合わせ　役場企画財
政課情報係（☎611-2724）

※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。

 町内の交通事故件数 

● 6 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 57 件（ 391 件）
■人身事故 4 件（ 15 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 7 人（ 21 人）
■飲酒運転検挙者数 0 人（ 1 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。

※広告は広告主の責任で掲載し、町が内容などについて推奨するものではありません。

　町農業委員会は農地の貸借や売
買、転用、新規就農、後継者育成、
農業者年金など、農地や農家に関
する相談に応じます。お気軽にご
来場ください。
　なお、当日は相談のみで、解決
などに向けた具体的な取り組みは
必要によって後日の対応となりま
す。※無料・予約不要
▼日時　8月28日㈰
午前10時～午後3時まで
▼場所　やはぱーく1階活動ス
ペースB・C
▼問い合わせ　町農業委員会事務
局（☎611-2542）

　県は障がい者を対象とした職員
採用試験を行います。試験内容や
会場など、詳細はお問い合わせく
ださい。
▼受付締切　9月16日㈮
▼採用予定時期　令和5年4月1日
▼職種区分　一般事務
▼採用予定人数　12人
▼対象　①②いずれも満たす方
①身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳などの交付
を受けている方（受験申込日およ
び受験当日に有効であるもの）
②昭和57年4月2日～平成17年4
月1日までに生まれた方
▼問い合わせ　県人事委員会事務
局職員課任用担当（☎629-6241）

　町は都市計画法に基づき、都市
計画道路「矢幅駅下花立線」の変
更案の縦覧を実施します。
▼縦覧期間　8月1日㈪～ 15日㈪
の平日午前8時30分～午後5時
▼縦覧場所　役場2階道路住宅課
▼意見書の提出・問い合わせ　案
に意見がある方は8月15日㈪まで
に、役場2階道路住宅課まちづく
り推進室（〒028-3692.矢巾町大
字南矢幅第13地割123番地.☎611-
2621）へ。※郵送の場合は必着

▼規制期間　9月5日㈪～ 10月21
日㈮　※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）

　紫波町は、古館駅前広場の整備
工事を行っています。交通規制が
あるため、駅をご利用の際は案内
看板を確認の上、ご通行ください。
▼終了予定時期　12月
▼問い合わせ　紫波町役場建設部
都市計画課（☎672-2111. 内線
2142）

　8月は、水田でコメの品質を落
とす「斑点米カメムシ」類の防除
時期となりますが、近年、この防
除に関連するとみられる蜜蜂の死
滅事例が発生しています。
　防除のために農薬散布を行う水
稲生産者は、事前に水田周辺の蜜
蜂飼育者と注意事項や巣箱の移動
などについて十分話し合い、被害
の防止に努めてください。
　なお、地域の防除時期などの詳
細は最寄りの農業改良普及セン
ター、JAにご確認ください。
▼問い合わせ　役場産業観光課農
林振興係（☎ 611-2612）

【矢幅駅下花立線】
変更案の縦覧を実施

農地や農家に関する相談会開催
農業委員が対応します

障がい者を対象とした
県職員採用試験を実施

水田のカメムシ対策
蜜蜂飼育者との事前協議を

【紫波町・古館駅】
駅前広場の工事にご協力を

【9/5～10/21】南矢巾踏切
通行止めにご協力ください
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駅前広場整備
R4年度整備
臨時乗降場

※臨時乗降場は「R4年度整備」内
で場所を移すことがあります。
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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）

お知らせ

　（福）岩手県社会福祉協議会は、
「ほいくのしごと出張相談会」を実
施します。保育士としての再就職
に不安や悩みなどがある方は、ぜ
ひお気軽にご相談ください。
▼日時　8月26日㈮午前10時～正
午ごろ
▼会場　オガールプラザ小会議室
1（紫波町紫波中央駅前2-3-3）
▼内容　保育の仕事に関する就職
相談、専任コーディネーターから
保育に関する情報提供など
▼対象　保育士の就職について相
談したい方（学生も可）
▼申し込み・問い合わせ　岩手県
保育士・保育所支援センター（☎
637-9605..FAX637-9612..メール
k-yamada.shakyo@mopera.net）

　町は、「心配ごと相談会inやは
ぱーく」を実施します。生活の困
りごと、家賃を払えない、仕事が
見つからない、家計のことなど、
相談することができます。一人で
悩まず、気軽にご相談ください。
秘密は厳守します。
※相談無料・要予約
▼日時　8月26日、9月30日、10
月28日、11月25日の各金曜日
午後2時～午後4時
▼相談員　いわて県央生活支援相
談室、町社会福祉協議会、町福祉課
▼会場　やはぱーく3階会議室
▼対象　町内在住の方
▼申し込み・問い合わせ　開催日
の前日までに、役場福祉課生活相
談係（☎611-2577）へ。

　町は、地域の高齢者などが気軽
に集える活動の場の情報をまとめ
た「地域の居場所マップ」を作成
します。町や町社会福祉協議会の
事業による居場所（通いの場体操
くらぶ、こびりっこサロンなど）
の他、各地域で活動中のスポーツ
や趣味などの団体も掲載します。
掲載したい団体について、ぜひ情
報をお寄せください。
▼問い合わせ　役場健康長寿課長
寿支援係（☎611-2830）、町社
会福祉協議会（☎611-2840）

　（一社）岩手県母子寡婦福祉連
合会は、ひとり親家庭の方を対象
とした法律相談を実施します。
　離婚や親権、養育費などについ
て弁護士が対応しますので、安心
してご利用ください。※相談無料
▼日時・会場　8月23日㈫午前
10時～午後3時　役場2階町社会
福祉協議会相談室
▼対象　ひとり親家庭の方（母子
家庭の母、父子家庭の父..など）
▼申し込み・問い合わせ　岩手
県母子寡婦福祉連合会（☎623-
8539）

　総務省統計局は10月1日現在で
就業構造基本調査を実施します。
日本の就業・不就業の実態を明ら
かにするため、統計法に基づき実
施する国の重要な統計調査です。
　8月下旬から調査員が調査対象
地域の世帯に伺いますので、調査
へのご協力をお願いします。
▼問い合わせ　役場企画財政課情
報係（☎611-2724）

　県は、お盆に県外から帰省する
方を対象にUターン・移住をPRす
る「移住相談ブース」を設置します。
Uターンに関する支援制度を紹介
するとともに、相談に応じます。
　この夏は、ご家族で「Uターン・
移住」を考えてみませんか。帰省
を検討している家族や友人にもお
知らせください。詳細は県ホーム
ページをご覧になるか、お問い合
わせください。
▼実施予定期間・場所　8月10日
㈬～16日㈫　JR盛岡駅など
▼問い合わせ　県定住推進・雇用
労働室（☎629-5588）

　町は煙山ひまわりパークと和味
フラワーパークで、今年もヒマワ
リの栽培を行います。
　8月初旬～中旬が見頃になりま
すので、ぜひご来場ください。
　詳細は町ホームページ
（QR）やSNSで紹介しま
すので、ご覧ください。
　なお、現地で観賞する際は、ソー
シャルディスタンスの確保、マス
クの着用などの感染症対策にご協
力ください。
▼問い合わせ　役場産業観光課観
光振興係（☎611-2605）

保育士としての再就職
相談を受け付けます

心配ごと相談会
やはぱーくで開催します

地域で気軽に集まれる場所
マップ作りにご協力ください

【ひとり親家庭向け】法律相談
弁護士が対応します

【8月下旬～】就業構造基本調査
ご協力をお願いします

岩手へ帰省する方向け
移住相談ブースを設置します

今年も 2カ所でヒマワリを
お楽しみください

昨年の煙山ひまわりパークの様子
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■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≫

　町の健康教室を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　6日、13日、20日、27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　さわやかハウス
▼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20人
▼テーマ　「夏の疲れの癒しに♪」
　9月は少しずつ、涼しさが出てくる時期。夏の疲れを
健康教室で癒しませんか？肩甲骨周辺のストレッチや体
幹バランスを鍛えます。また、日本調剤、岩手県歯科衛
生士会によるセミナーも行います。
▼申し込み　8月23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）

 i-サポへの入会登録料を全額補助.
　町は、町内在住の未婚者の婚活支援のため、“い
きいき岩手”結婚サポートセンター（i‐サポ）へ
の入会登録料（1万円）を全額補助しています。i‐サポは
会員登録制で、1対1の出会いの場を提供し、理想のパート
ナー探しをお手伝いする組織です。利用方法、補助金の申
請など詳細は、町ホームページ（QR）をご覧ください。
 町のマッチングイベント「矢ぁコン」 
　テーブルトークやカラーセミナーを楽しみな
がら素敵なご縁を見つけましょう。詳細は町
ホームページ（QR）をご確認ください。
▼開催日　8月28日㈰午後1時～午後5時
▼募集人数　男女各8人（申込多数の場合は抽選）
▼参加資格　 男性  男性 町内在住、在勤で満45歳以上の独身
 女性  女性 満40歳以上の独身（地域制限なし）
▼会場・参加費　やはぱーく　男女とも1,000円
▼申込締切　8月18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）

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
9月開催分の参加者を募集しています

婚活支援やマッチングイベント
町の事業をご利用ください

　町の税金などは、スマートフォン決済アプリに
よるキャッシュレス決済で納めることができま
す。税金ごとの納付期限内であれば、いつでもど
こからでも可能です。対応している決済
サービスは納付書裏面や、町ホームペー
ジ（QR）からも確認することができま
すので、ご覧の上ぜひご利用ください。
　ただし、スマホ決済では領収書が発行されない
ため、軽自動車の車検や確定申告に領収書を使用
する予定の方は、コンビニまたは金融機関で納付
するか、スマホ決済後に納税証明書を取得する必
要があるためご注意ください。
 8月の納期 
町県民税第2期、国民健康保険税第2期、介護保
険料第2期、後期高齢者医療保険料第2期
▼問い合わせ　役場税務課収納係（☎611-2526）
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福祉ひとくちメモ福祉ひとくちメモああ

～自立支援医療（更生医療・育成医療）～

　身体に障がいのある方が、障がいの
改善を目的とする医療を受ける場合
に、医療費の一部を支給する制度があ
ります。ただし、支給の対象となる医
療が限られる他、専門医の意見書が必
要です。まずはかかりつけ医にご相談
ください。
▼対象者　 更生医療  更生医療 .18 歳以上で身
体障害者手帳をお持ちの方
..育成医療育成医療.. .18 歳未満で身体に障がい
があり、放置すると将来身体に障がい
が残る可能性がある方
▼問い合わせ　役場福祉課福祉係（☎
611-2578）

税 ネタ小
の
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