
 火災・救急の件数 

8 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

■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≫

　日本年金機構は、公的年金制度
と国民との橋渡し役を担う、年金
委員を募集しています。
　年金委員は厚生労働大臣の委嘱
により、会社や地域で公的年金制
度の啓発・相談・助言などの活動
を行うボランティアです。
　活動内容は、自治会や町内会で
のパンフレットの配布や
各種手続きの助言・相談
です。活動費は同機構が
全額負担し、年金に関する定期的
な情報提供を受けられる他、研修
会に無料で参加できます。
　公的年金制度について周知する
活動へご協力をお願いします。
▼問い合わせ　盛岡年金事務所総
務調整課（☎623-6211）

　町は、電話予約による休日など
の各種証明書（住民票、所得課税
証明書等）の交付を利用者減少に
より、今年度末で終了します。
　今後はマイナンバーカードを利
用したコンビニでの交付サービス
や毎週水曜日の役場窓口延長をご
利用ください。※令和５年３月
31日までの予約分は交付可能で
す。
▼電話予約の受付終了日　令和5
年3月31日㈮
▼問い合わせ　役場町民環境課戸
籍窓口係（☎611-2502）

　衣類・雑貨類・ソフト・家電・
家具・スキー用品など、ご家庭で
不要な物をご持
参ください（品
物の状態によ
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）
 10月１日㈯  10月１日㈯ 町農村環境改善セン
ター駐車場
 10月１5日㈯  10月１5日㈯ 町役場（リサイク
ルモア前）
 10月29日㈯  10月29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）
※令和4年度中の最後の開催とな
ります。

リユースひろばを開催
不要な物をお持ちください

【国民年金】制度の周知行う
年金委員を募集

証明書の電話予約を終了
コンビニ交付などをご利用ください

 町内の交通事故件数 

8 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 47 件（476 件）
■人身事故 1 件（ 19 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 1 人（ 26 人）
■飲酒運転検挙者数 2 人（ 4 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。
 9 月 13 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■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
■住宅型有料老人ホーム鶴亀（医療法人社
団愛和会）（高田）
①訪問介護及び施設介護（正社員）②
03010-17212621
■流通商事㈱（流通センター南）
①販売（正社員）② 03010-18730021
■㈱レンタルのニッケン盛岡営業所（広宮沢）
①営業（正社員）② 03010-18757721
■㈱三ツ星商会（広宮沢）
①営業（正社員）② 03010-18658921
■㈱仙台食品運輸盛岡営業所（広宮沢）
①大型運転手（正社員）②03010-18849321
■南矢巾ハートクリニック（南矢幅）
①看護師・准看護師（正社員）②
03010-18800921
■㈱ SOZO（高田）
①看護師（正社員）② 03010-18853821
■社会福祉法人いちご会（又兵エ新田お
よび南矢幅）
①看護師（正社員）② 03010-18753621
■㈱三ツ星商会（広宮沢）
①営業事務（正社員）②03010-19129221
■㈱澤田屋（西徳田）
①製造（正社員）② 03010-19305821
■トヨタカローラ岩手㈱（矢巾、上堂、前
潟、本宮、北飯岡、東仙北、紫波、八幡平）
①整備士（正社員）② 03010-19232221
■㈱仙台食品運輸盛岡営業所（広宮沢）
①運転手（正社員）② 03010-19008521
■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）② 03010-
19160221
■司法書士法人やはば法務事務所（南矢幅）
①司法書士補助者（正社員）② 03010-
19655521

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
　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
ご覧ください。
▼広告枠　縦40㍉、横90㍉
▼問い合わせ　役場企画財政課情報係（☎
611-2724）
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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。

　総務省は行政相談制度のさらな
る利用推進のため、「行政相談週
間」を定めて全国一斉に各種行事
を実施します。併せて、行政相談
委員が行政相談所を開設しますの
で、お気軽にご利用ください。
　行政相談は国、県、市町村や独
立行政法人・特殊法人（国立病院
機構、郵便局など）に関する困り
ごとの解決の促進を図るもので
す。東日本大震災に係る相談もで
きます。※秘密厳守・相談無料
▼日時　10月21日㈮午前9時～
正午（受付は午前11時30分まで）
▼場所・担当　役場2階町社会福
祉協議会　尾形盛幸さん（南矢幅
4区）、川原博さん（高田3区）
▼ 問 い 合 わ せ　総務省行政相
談センターきくみみ（☎0570-
090110）

　町は、秋のイベントとして「秋
の『や市』」を開催します。詳細
は一緒に配布しているチラシや町
ホームページをご覧ください。
▼日時　10月15日㈯. .午前9時～
午後3時
▼場所　町民センター特設会場
（役場庁舎南側駐車場）
▼内容　一歳児一升餅歩行大会、
農産物販売、各種出店など（予定）
▼問い合わせ　役場産業観光課農
林振興係（☎611-2612）

▼規制終了予定　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）

　町は、矢巾町農村環境改善セン
ターの指定管理者を募集してい
ます。詳細は町ホームページをご
覧になるか、役場産業観光課へお
問い合わせください。
▼公募する施設　矢巾町農村環
境改善センター（矢巾町大字室岡
11-132-1）
▼募集期間　9月7日㈬～10月26日㈬
▼問い合わせ
 施設について  施設について 役場産業観光課農
林振興係（☎611-2614）
 指定管理者制度について  指定管理者制度について 役場総
務課管財係（☎611-2705）

　北上川矢巾地区愛護協議会は、
秋の北上川河川清掃を実施しま
す。環境保全にご協力ください。
▼日時　10月15日㈯午前6時～
午前7時
▼場所　行政区ごとに行います。
 高田1 ～ 3区・藤沢  高田1 ～ 3区・藤沢 
高田グラウンドに集合後、見前橋
下流～徳田橋上流で実施。
 西徳田1 ～ 2区  西徳田1 ～ 2区 
徳田橋下流付近の道路に集合し、
徳田橋下流～東徳田グラウンド手
前交差点で実施。
 東徳田1 ～ 2区・間野々  東徳田1 ～ 2区・間野々 
東徳田グラウンドに集合し、同グ
ラウンド手前交差点～ごみ処理場
で実施。..※午前6時45分から東
徳田グラウンドで閉会式
▼問い合わせ　NPO法人やはば
協働センター（☎697-3399）

　15歳～おおむね45歳の方を対
象に就職相談会を開催します。ぜ
ひご相談ください。
▼日時　10月31日㈪
①午後1時30分.②午後2時30分.
③午後3時30分（要予約）各1組
※相談時間は50分程度
▼会場　やはぱーく
▼申し込み・問い合わせ　10月
28日㈮までに、もりおか若者サ
ポートステーション(☎625-8460.
メールmail@morisapo.jp）

【10/21 まで】南矢巾踏切
通行止めにご協力ください

【10/17 ～ 23】行政相談週間
行政相談所を開設します

秋の「や市」開催！
詳細はチラシやホームページへ

【10/28 締切】
若者向けの就職相談会

【町農村環境改善センター】
指定管理者を募集しています

秋の北上川河川清掃に
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）
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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

　NPO法人岩手県精神保健福祉
連合会は、統合失調症などの精神
障がいの方を支える家族のための
個別相談会を行います。同じ立場
の家族が相談員ですので、気軽な
話から悩み事などを一緒に分かり
合えます。※要予約
▼会場　盛岡市内の2会場で実施
 ふれあいランド岩手 ふれあいランド岩手..
10月14日、11月11日、12月9日、
1月13日、2月10日、3月10日
各金曜日.午前10時～午後1時
 盛岡市総合福祉センター  盛岡市総合福祉センター 
10月25日、11月22日、12月27日、
1月24日、2月28日、3月28日
各火曜日.午後1時～午後5時
▼問 い 合 わ せ　NPO法人岩手
県精神保健福祉連合会（☎637-
7600).※受け付けは火・木・金
曜日午前9時～午後4時

　町教育委員会は、来年4月に小
学校に入学する子どもを対象に、
就学時健康診断を実施します。対
象者には事前に案内を送付してい
ますので、指定された日時を確認
の上、ご受診ください。
　なお「指定日時で受診できない」
「案内が届いていない」などの場
合は、お問い合わせください。
▼対象　平成28年4月2日～平成
29年4月1日生まれの方
▼日程　10月下旬～ 11月下旬
※入学予定の学校により異なりま
す。送付した案内をご覧ください。
▼内容　両会場とも受診が必要
 町内小学校  町内小学校 （内科・各種検査など）
 町公民館  町公民館 （耳鼻科・眼科・歯科・
ことばの検査）
▼問い合わせ　町教育委員会学校
教育課学校支援係（☎611-2648）

　バスボム（固形入浴剤）作りと
会話を楽しみながら素敵なご縁を
見つけるカップリングイベントで
す。申込方法など詳細は
町ホームページ（QR）
をご確認ください。
▼開 催 日　11月27日㈰午後1時
30分～午後5時30分（時間は予定）
▼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35～49歳以上の独身. 女性  女性 満30
～49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　11月17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）

　やはば禁煙チャレンジは、禁煙
補助剤を利用した禁煙を、薬剤師
と町保健師が支援する事業です。
一緒に禁煙にチャレンジしてみま
せんか。禁煙したいあなたを応援
します。ぜひご参加ください。
　申込書の取得方法な
ど、取り組みの詳細は町
ホームページ（QR)をご
覧ください。
▼対象　町民で満20歳以上の禁
煙希望者20名（先着）
▼事業期間　10月～令和5年3月
▼申し込み・問い合わせ　10月
21日㈮までに、役場健康長寿課
健康づくり係（〒028-3615矢巾
町大字南矢幅14-78..☎611-2826..
FAX698-1214..
メールkenkou@
town.yahaba.
iwate.jp)へ。

　町は、広域で廃棄物処理を実施
するための地域計画案への意見を
募集します。
▼計画案の閲覧場所　町役場１階
町民環境課窓口、町ホームページ
▼応募方法・問い合わせ　10月
3日㈪～ 11月2日㈬に、任意の様
式に住所と氏名、電話番号、意見
を記入し、役場1階町民環境課環
境係（〒028-3692..※住所不要..
☎611-2501. . FAX611-2519）
へ。町ホームページでも受け付け
ます。　※郵送は11月2日㈬当日
必着、持参・FAX・町ホームペー
ジは同日午後5時まで。

　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
ターホームページの申し
込みフォーム（QR)へ。
※参加無料
▼日時　10月20日㈭午前9時30
分～正午（受付午前9時10分～）
▼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　10月
17日㈪までに、岩手県保育士・
保育所支援センター（☎637-
9605、☎080-8200-1054）へ。

やはば禁煙チャレンジ
薬剤師と保健師がサポート

精神障がい者の家族を支える
ための個別相談会

来春の新小学 1 年生向け
就学時健康診断を実施

カップリングイベント
第 22 回矢ぁコン

広域の廃棄物処理
地域計画案への意見を募集

保育士資格を持つ方向け
再就職支援研修会を実施

自衛官候補生  採用試験実施
　詳細はお問い合わせください。
▼試験日・受付締切　 第8回 11月
7日㈪～ 12日㈯  10月24日㈪まで
▼応募資格　採用予定月の1日現
在、18歳以上33歳未満の男女
▼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）、役場総務課防災安全室（☎
611-2708）
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　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　1日、8日、15日、22日、29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　「食も運動も満天に！」
食欲の秋と言われるこの季節、カラダも心も栄養満点！
私たちと一緒にたくさん動きませんか？今月は、椅子を
使ったバランストレーニング、全身運動やストレッチを
体験できます。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　10月18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）

　町は次の事業者支援の取り組みを行っています。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。※農業、林業、漁業除く
 中小企業者物価高騰等緊急支援金 
▼対象　町内に店舗・事務所があり、水道光熱
費、燃料費または仕入金額のいずれかについて、
4月～ 9月の間のいずれか連続する3カ月の合計が前年
同期比で10％以上上昇している中小企業者
▼給付額　一事業者につき一律10万円
▼申請期限　11月30日㈬まで
 がんばる中小企業者応援補助金 
▼対象　ポストコロナを見据えた新分野への進
出、新たな販路の開拓、生産性向上などに取り
組む町内に店舗・事務所がある中小企業者
▼補助金額　４月１日～ 11月30日に支払った経費対象
の1/2（千円未満切捨）で上限20万円
▼申請期限　12月28日㈬まで
▼問い合わせ　役場産業観光課商工振興係（☎611-
2602）

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
11 月開催分の参加者を募集しています

【町内事業者向け】物価高騰緊急支援金
がんばる中小企業者応援事業補助金

※
詳
細
は
町
ホ
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ム
ペ
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）

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

～難病支援サービスガイド～

　県は難病患者やその家族
へ、さまざまな支援を行って
います。「難病支援サービスガイド」
はそのような方向けの支援制度をまと
めたものです。在宅での生活が困難で
サービスを利用したい、相談先を知り
たい場合などに便利です。窓口が市町
村の場合もあるため、ご確認ください。
　詳細は県ホームページ（QR）をご
覧になるか、お問い合わせください。
▼問い合わせ　岩手県難病医療連絡協
議会事務局 (岩手医科大学附属病院医
療福祉相談室内☎ 613-7111）、県保
健福祉部健康国保課健康予防担当（☎
629-5471）
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税 ネタ小
の

　温泉を使った入浴施設を利用したと
きに課される「入湯税」をご存じです
か。入浴料金に含まれるため、気付い
ていない方も多いかもしれません。
　入湯税は温泉の利用客に代わり、施
設側が市町村に納めます。金額は市町
村によって異なり、矢巾町は一人当た
り日帰り75円、宿泊150円です。
　なお入湯税は法律などで使い道が特
定される「目的税」
で、町では観光振興
や消防施設の整備に
活用しています。
▼問い合わせ　役場税務課賦課係（☎
611-2522）
 10月の納期 町県民税第3期、国民健
康保険税第4期、介護保険料第4期、後
期高齢者医療保険料第4期
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