
 火災・救急の件数 

7 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 90 件（614 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

　国民年金保険料の納付期限は、
翌月末（9月分であれば10月末）
までです。日本年金機構から届く
納付書を使い金融機関、郵便局、
コンビニで納付できます。また、
口座振替やクレジットカードでも
納付できます。なお、納付期限か
ら2年を経過すると、時効により
納付できなくなりますの
でご注意ください。
　保険料の納付が経済的
に困難な場合には、前年所得に応
じて保険料が免除または猶予され
る制度もあります。この制度利用
の申請が遅れると、老齢基礎年金
や障害基礎年金などの保障が受け
られない場合があるため、早急な
納付または申請をお願いします。
▼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）

　衣類・雑貨・家電など、不要な
ものをご持参ください。※品質に
より、お断りすることもあります。
▼日時　いずれも午前10時～午
前11時（雨天中止）
 9月3日㈯  9月3日㈯ 役場敷地内（リサイク
ルモア前）
 9月17日㈯ 9月17日㈯  徳田小学校駐車場
▼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）
 バザー「福祉バンク祭」 
　町民から寄付された衣類、食器、
雑貨などを特別価格で販売。
▼日時　9月25日㈰..午前10時～
午後3時
▼会場　盛岡・紫波地区環境施設
組合敷地内
▼問い合わせ　盛岡市民福祉バン
ク☎652-0879

「リユース品回収ひろば」と
バザー「福祉バンク祭」を開催

【国民年金保険料】納付期限と
免除・猶予のお知らせ

 町内の交通事故件数 

7 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 38 件（429 件）
■人身事故 3 件（ 18 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 4 人（ 25 人）
■飲酒運転検挙者数 1 人（ 2 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。
 8 月 17 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■エグゼキュート東北㈱（又兵エ新田）
①内装工（正社員）②03010-15345821
■㈲タスク（広宮沢）
①とび・土工（正社員）②03010-15160821
■㈱外林（広宮沢）
①営業（正社員）②34050-15427421
■㈲ティー・トレジャー（流通センター南）
①配送（正社員）②04010-43320721
■㈱セイフティ輸送（流通センター南）
①運転手（正社員）②11030-20171421
■㈱ SOZO（高田）
①介護員（正社員）②03010-16443221
■ BANBI（㈲アイ美容室）（南矢幅）
①美容師補助（正社員）②03010-16821821
■㈲村松興業（西徳田）
①作業員（正社員）②03010-16720121
■第一貨物㈱盛岡支店（流通センター南）
①集配セールスドライバー（正社員）②
03010-16729921
■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）②03010-
16880821
■㈱ SOZO（高田）
①准看護師（正社員）②03010-16842621
■岩手トヨタ自動車㈱（盛岡南店（高田）
ほか県内いずれかの店舗（13 拠点））
①営業（正社員）②03010-17668321
■㈱サンシーアイ（南矢幅）
①営業（正社員）②05010-14109721

報人求 情 町
　内

※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。

広報やはばに掲載する広告募集中

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。地域で臨時的、
短期的、簡易な業務がしたい方は、
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）

　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）

　今年で創立 50 周年を迎えた
ことに合わせて 7 月 9 日、町
内で全長約 14㌔にわたり、清
掃を実施。社員 34 人が地域へ
の感謝を胸に取り組みました。

㈱大東環境科学が奉仕活動

【お詫び】広報やはば8月号17㌻の職員採用試験の記事に誤りがありました。第1次試験
の日程は、正しくは「9月16日㈮～20日㈫」でした。訂正します。
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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。

▼募集住宅　..三堤三堤..① 2号棟 2戸
（家賃13,400円～ 20,000円）②3
号棟1戸（家賃13,500円～20,100
円）③4号棟 2戸（家賃 14,600 円
～ 21,700 円）. 森が丘  森が丘 4 戸（家賃
20,900円～31,500円）. 明堂  明堂 1戸
（家賃15,100円～22,600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.③
保証能力がある連帯保証人がい
る（満たせない場合は家賃債務保
証事業との債務保証契約が必要）　
※詳しい資格や連帯保証人の要件
はお問い合わせください。
▼募集期間　9月7日㈬～20日㈫
▼抽選日・会場　9月 28 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）

　人権擁護委員に高橋
裕喜子さん＝南矢幅７
区＝が再任。
　同委員は地域住民の
人権相談、人権に関する啓発活動
など、法務局と連携した活動に携
わります。
　人権に関することは、お気軽に
ご相談ください。
▼問い合わせ　役場福祉課（☎
611-2571）

▼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）

　県は「いわての森林づくり県民
税」を活用して、公益上は重要で
ある一方で、手入れの行き届いて
いない人工林（スギやカラマツ
など）を所有者の皆さんに代わっ
て間伐しています。
　間伐は森を元気にする大事な
作業です。皆さんの森に元気を取
り戻し、次の世代に引き継ぎま
しょう。
▼問い合わせ　盛岡広域振興局
林務部（☎ 629-6612）

　町は、「町をみんなできれいに
する運動」を実施します。各行政
区で分担して清掃活動を行いま
す。美しい町を実現するため、多
数の参加をお願いします。
▼日時　10 月 2 日㈰午前 6時～
午前 7時（小雨決行）
▼ごみ処理方法　町指定のごみ袋
に入れ、決められた日に各自治会
のごみ集積所へ。※清掃センター
への持ち込みはできません。
▼問い合わせ　役場企画財政課
企画コミュニティ係（☎ 611-
2721）

　広宮沢 1区自
治会は、一般財
団法人自治総合
センターの「宝
くじ助成金」を活用し、草刈り機
械などを購入しました。
　この助成事業は宝くじの社会貢
献広報事業として、宝くじの受託
事業収入を財源として実施してい
るコミュニティ助成事業です。

【9/5～10/21】南矢巾踏切
通行止めにご協力ください

【三堤・森が丘・明堂】
町営住宅の入居者募集

人権擁護委員に
高橋裕喜子さん再任

【宝くじ助成金】広宮沢 1区
草刈り機械などを購入

いわての森林づくり県民税を活用
人工林の間伐などを代行します

町をみんなできれいにする運動に
ご参加ください

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）

広宮沢1区自治会で
購入した草刈り機械など
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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

　岩手県保育士・保育所支援セン
ターは、潜在保育士再就職支援研
修会を行います。詳細は
同センターホームページ
へ。※参加無料
▼日時　9月26日㈪午前9時30分
～正午ごろ
▼会場　ふれあいランド岩手（盛
岡市三本柳8-1-3）
▼対象　保育士有資格者で現在、
保育士として働いていない方、保
育の仕事に関心がある方..など
▼申し込み・問い合わせ　9月21
日㈬までに、岩手県保育士・保育
所支援センター（☎637-9605、
☎080-8200-1054） ※10月20
日㈭、11月24日㈭も実施予定

　（公財）いわてリハビリテーショ
ンセンターは、いわてリハビリ
テーションフォーラム2022を開催
します。高齢者や障がい者の自動
車運転に関する講演、自動運転の
最新動向や運転支援などに関する
トークセッションを行います。
　詳細は同センターホー
ムページ（QR）をご覧く
ださい。※参加無料
▼日時　10月1日㈯午後1時～4時
▼場所　アイーナ7階小田島組☆
ほ～る（盛岡駅西通1-7-1）
▼定員　会場300人、オンライ
ン500人　※オンライン参加は9
月20日㈫までに、専用フォーム
（QR）からお申し込みください。
▼問い合わせ　いわてリハビリ
テーションセンター（☎692-5800）

　新型コロナウイルスの影響など
で家にいる時間が長くなると、生
活習慣や食習慣の乱れにつなが
り、生活習慣病などを招いてしま
う場合があります。
　健康的な生活を送るためには、
バランスの良い食事をとること
が大切です。「1に運動..2に食事..
しっかり禁煙　最後にクスリ」。
この月間を機会にご自分の生活習
慣を見直し、できることから健康
づくりに取り組みましょう。
▼問い合わせ　役場健康長寿課健
康づくり係（☎611-2828）

　県は、女性が安心して相談でき
る場所として「いわて女性のスペー
ス・ミモザ」を開設しています。
「コロナ禍で不安や孤独を感じる」
「困っているが、どうしたらいいか
わからない」など、お気軽にご相
談ください。
　また、お困りの方には
生理用品をお渡しします。
詳細はホームページ（QR）
をご覧ください。※利用無料
▼問 い 合 わ せ　いわて女性の
スペース・ミモザ（☎090-6457-
7887、メ ー ルiwate.mimosa@
gmail.com）
※受け付けは水曜日を除く平日正
午～午後6時

　町社会福祉協議会は、車いす利
用者の送迎を行うボランティアを
募集しています。車いすに乗った
まま乗り降りできる、同協議会の
専用車両を使用します。なお、事
前研修もありますので、ぜひお申
し込みください。
▼対象　①②③いずれも満たす方
①75歳未満であること.②普通免
許を保持し、運転経験3年以上で
あること.③過去2年以内に運転免
許停止処分を受けていないこと
▼問い合わせ　矢巾町社会福祉協
議会（☎611-2840）

　町は、人口減少社会でも持続可
能なまちづくりの在り方を考える
ワークショップの参加者
を募集します。詳細は町
ホームページ（QR）へ。
▼対象　町内在住または通勤通学
している18歳以上の方
▼日時　各午後2時～午後5時
①9月25日㈰ ②10月2日㈰
▼会場　役場周辺
▼定員　30人
▼申し込み・問い合わせ　9月20
日㈫までに役場政策推進監付（☎
611-2730）へ。

保育士資格を持っている方向け
就職支援研修会を実施

高齢者や障がい者の運転を
考えるフォーラム開催

9月は食生活改善普及運動・
健康増進普及月間です

いわて女性のスペース
ミモザをご利用ください

車いす利用者を送迎する
ボランティアを募集中

持続可能なまちづくりを考える
住民ワークショップ開催
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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　4日、11日、18日、25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　「運動の秋で代謝上げ！」
　快晴も多く、過ごしやすい気温が続きます。運動がし
やすいこの季節、私たちの教室でたくさん動きません
か？椅子でできるエクササイズを紹介します。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　9月20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
10月開催分の参加者を募集しています

※
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
）

を
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

福祉ひとくちメモ福祉ひとくちメモああ

～避難行動要支援者名簿～

　町は災害時に自力での避難が難し
く、助けが必要な方の支援のため「避
難行動要支援者名簿」の登録を進めて
います。登録者が住む地域の支援者（民
生児童委員、消防団など）に提供され、
日頃の見守り活動や、避難体制の整備
に活用されます。登録対象者の方は、
ぜひ登録をご検討ください。
▼登録対象者　① 75歳以上のみの世
帯の方②要介護 3以上かつ在宅生活
の方③身体障害者手帳 1級または 2
級の方④療育手帳A判定の方
▼問い合わせ　役場 1階福祉課生活
相談係（☎ 611-2573）
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税 ネタ小
の

　土地や家屋の固定資
産税の納税義務者は、
賦課期日（毎年1月1日）
に登記簿に所有者とし
て登記されている方で
す。しかし、登記され
ている所有者および住
所の変更登記や、土地
の相続などの際に所有
者について登記が行わ
れないなどの理由で所
有者が不明な土地が増
えています。
　そこで法務省は、所有
者不明土地の「発生の
予防」と「利用の円滑化」
のため、総合的に民事
基本法制を見直しましたのでお知らせします。今回は共有制度の見直しについて紹介します。
▼問い合わせ　法務省民事局（☎03-3580-4111）
※民法改正関係は参事官室、不動産登記法改正関係と相続土地国庫帰属方関係は民事第二課

　調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・
建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、
その土地・建物の管理を行う管理人（※）を選任してもらうことが 
できるようになります。

所有者不明土地・建物の管理制度所有者不明土地・建物の管理制度

　所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・ 
法的利益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について、 
利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の
管理を行う管理人（※）を選任してもらうことができるようになります。

管理不全状態にある土地・建物の管理制度管理不全状態にある土地・建物の管理制度

● 　共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和されました（全員の同意は不要で、持分の過半数で決定可。）。
● 　所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、
　・ 残りの共有者の持分の過半数で、管理行為（例：共有者の中から使用者を１人に決めること）ができます。
　・残りの共有者全員の同意で、変更行為（例：農地を宅地に造成すること）ができます。

共有物を利用しやすくするための見直し共有物を利用しやすくするための見直し

　所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に 
申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、 
その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます（※）。

共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入

　所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生
させるなどして問題となりますが、これまで、その管理に適した財産管理制度がなく、管理が非効率になりがちでした。
　そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切に 
されていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。

　共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定を�
することができなかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されています。
　また、所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。
　そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われ
ました。

※�管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士等のふさわしい者が選任されます。

※裁判所において、持分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要になります。

土地の共有者が不明で 
ストップしていた事業も、 
これからは進めて 
いけそうだなぁ。
期待だね！

管 理 人は、裁判所の 
許可を得れば、所有者 
不明土地の売却等も 
することができるよ。 
公共事業や民間取引の
活性化にもつながるね。

ひび割れ・破損が生じている擁壁の
補修工事や、ゴミの撤去・害虫の 
駆除も管理人にお願い
できるようになるね。

土地・建物に特化した財産管理制度の創設� 令和5年4月1日施行

共有制度の見直し� 令和5年4月1日施行

3 民法のルールの見直し

どんな制度なの？

どうして見直しがされることになったの？

6

 9月の納期 固定資産税第3期、国民健康保険税第3期、介護保険料第3期、後期高齢者医療保険料第3期
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