
 火災・救急の件数 

9 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 103 件（807 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≫

　日本年金機構では、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記録
や各種通知書を確認できる「ねん
きんネット」のご利用をお勧めし
ています。
　詳細はインターネットから「ね
んきんネット」で検索するか、マ
イナンバーカードをお持ちの方は
スマートフォンでマイナ
ポータル（QR)ぜひご利
用ください。
▼問い合わせ　日本年金機構ね
んきんネット専用番号（☎0570-
058-555)

　自衛隊岩手地方協力本部は、自
衛官採用試験を行います。詳細は
お問い合わせください。
▼募集種目　自衛官候補生
▼受付期間　10月25日㈫～ 11月
14日㈪
▼試験日　11月28日㈪～ 12月3
日㈯
▼試験会場　Web試験（予定）
▼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）

　町は、民謡体験ワークショップ
を開催します。民謡でお馴染みの
漆原栄美子氏が講師を務めますの
で、日本の伝統文化を楽しみま
しょう。
　詳細は町ホームペー
ジ（QR)をご覧くださ
い。※参加無料
▼日時　11月26日㈯午前10時～
午前11時
▼場所　矢巾町公民館2階　第3・
4研修室
▼講師　矢巾町民謡保存会
▼対象・定員　町内に通園・通学
している方　先着10人
▼申し込み・問い合わせ　役場文
化スポーツ課生涯学習係（☎697-
2161.メールyahaba2850@town.
yahaba.iwate.jp)
※メールの場合は氏名・年齢・住
所・連絡先をご記入ください。

民謡体験ワークショップ
漆原栄美子氏らが講師

【国民年金】24 時間いつでも
ねんきんネットをご利用ください

【自衛隊採用試験】
自衛官候補生を募集します

 町内の交通事故件数 

9 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 51 件（527 件）
■人身事故 4 件（ 23 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 6 人（ 32 人）
■飲酒運転検挙者数 1 人（ 5 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。
 10 月 17 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■勅使川原産業㈱ 盛岡営業所（広宮沢）
①運転手（正社員）②03010-19595921
■岩手三八五流通㈱（赤林）①運転手（正
社員）② 03010-19715121
■㈱薬王堂（西徳田）
①薬剤師（正社員）② 03010-20626421
■㈱三ツ星商会（広宮沢）
①経理・総務事務（正社員）② 03010-
20484621
■盛岡日産モーター㈱（高田）
①整備士（正社員）② 03010-20341721
■㈲銅屋建設（赤林）
①現場作業員（正社員）② 03010-
20834021
■㈲エムコンクリート圧送（藤沢）
①コンクリート圧送及び基礎作業員（正
社員）② 03010-19989921
■東北大栄プラスチック㈱（矢巾店（又
兵エ新田）ほか岩手県内 5 店舗いずれか
に配属）
①店舗マネージャー（正社員）②
03070-05519121　
■㈲平成電機サービス（西徳田）
①修理・メンテナンス（正社員）②
03010-21217121
■㈲快互（グループホーム太陽荘（又兵
エ新田）または津志田）
①介護職（正社員）② 03010-21098121
■菅原自動車工場（広宮沢 )
①整備及び鈑金塗装（正社員）②
03010-22031921
■日通運輸㈱（流通センター南）
①フォークリフトオペレーター（正社員）
② 03010-21757321
■シグマット盛岡支店（流通センター
南）①施工管理（正社員）② 03010-
22012521
■㈱プレーゴ（南矢幅）①介護職（正社員）
② 03010-22076721

報人求 情 町
　内

株株式式会会社社ニニチチイイ学学館館 盛盛岡岡支支店店
担担当当：：鈴鈴木木

■■給給与与 時時給給11,,115533～～11,,335533円円※その他手当あり

■■業業務務内内容容 【生活援助】洗濯・掃除・調理
【身体介護】入浴・食事・排泄介助等

■■所所在在地地 矢矢巾巾町町大大字字南南矢矢幅幅第第1122地地割割223377--11
(JR矢幅駅から徒歩10分)

■■必必要要資資格格 ヘルパー2級または介護職員初任者研修以上

おお問問いい合合わわせせははここちちららままでで

★★ 通所介護員さん、看護師さん、運転手さん、事務員さんも募集中。詳しくは下記まで！

※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。

　町道南昌山線は、矢巾町と雫石
町の各ゲート間で冬の通行止め期
間に入ります。
▼通行止め開始　11月18日㈮午
前9時30分から　※開放予定は令
和5年5月下旬ごろ
▼問い合わせ　役場道路住宅課地
域整備係（☎611-2632・2633）

　森林・緑に対
する国民の理解
を深めるために、
毎年春季に開催
している国土緑
化運動の「全国
植樹祭」が、陸前高田市の高田松
原津波復興祈念公園で開催されま
す。岩手県での開催は49年ぶり2
回目です。
　式典行事では、天皇皇后両陛下
によるお手植え・お手播き、各種
表彰、大会宣言、アトラクション
などを行います。この他、最新情
報は公式ホームページ（QR)な
どで随時配信されますの
で、ご覧の上、ぜひ関連
行事にご参加ください。
▼日時　令和5年6月4日㈰

　10月20日㈭から、県内の最低
賃金が時間額854円となりまし
た。この基準は、パートタイマー、
アルバイトを含む全ての労働者
に適用されます。この他、産業別
最低賃金にもご留意ください。
　最低賃金の改正に伴い各種助
成金制度の拡充、充実を図ってい
ますのでご活用ください。
　詳細は岩手労働局ホー
ムページ（QR）へ。
▼問い合わせ　岩手労
働局労働基準部賃金室（☎604-
3008）

　町は2023年版の岩手県民手帳
などを販売中。県勢情報、統計資
料など岩手の情報が掲載されてい
ます。ぜひお買い求めください。
▼価格（税込み）　①県民手帳
700円　②能率手帳800円
▼販売期間　1月20.日㈮まで
▼販売窓口　役場1階総合案内、
3階企画財政課
▼問い合わせ　役場企画財政課情
報係（☎611-2724）

▼募集住宅　..三堤住宅 三堤住宅 2号棟1戸
（家賃13,400円～ 20,000円）、3号
棟1戸（家賃13,500円～20,100円）..  
森が丘住宅 森が丘住宅 3戸（家賃20,900円～
31,200円）.. 明堂住宅  明堂住宅 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こと.
③保証能力がある連帯保証人がい
る。④③を満たせない場合は、家
賃債務保証事業者と債務保証契約
を締結すること。
※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　11月7日㈪～21日㈪
▼抽選日・会場　11月30日㈬午
後6時～.役場2階2-3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）

岩手県の最低賃金
時間額 854 円に改正

【11/18 ～】南昌山線
冬の通行止めに入ります

第 73 回全国植樹祭が
令和 5 年に開催されます

【三堤・森が丘・明堂】町営住宅
入居者を募集します

岩手の情報が満載
県民手帳・能率手帳を販売中

町社会福祉協議会へ寄付した方を紹介

▼矢巾町ゲートボール協会
▼矢巾陶芸サークル

▼矢巾ゴルフ協会
10,000 円
10,000 円

46,000 円

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）

▲南昌山
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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

　町は、原油価格・物価高騰の影
響を受ける子育て世帯の負担軽減
のため、支援金を追加給付します。
　公務員の方や所得上限限度額を
超えている方は、申請が必要です。
対象と思われる方には、11月上
旬に申請案内を送付します。詳細
は、案内や町ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
▼対象者・給付額　9月30日時点
で中学生以下の児童を養育してい
る保護者など　対象児童1人あた
り15,000円
▼給付方法　申請が不要の方に
は、11月中旬に児童手当の登録
口座に振り込む予定です。
▼申請・問い合わせ　令和5年1
月20日㈮までに、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、☎611-2771）へ。
※8月開始の「いわて子育て世帯
臨時特別支援金」の期限も同日に
延長しました。お早めにご申請く
ださい。

　離婚や親権、養育費などを弁護
士に相談できます。※相談無料
▼日時・会場　11月15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　ひとり親家庭の親..など
▼申し込み・問い合わせ　(一社)
岩手県母子寡婦福祉連合会（☎
623-8539）

　町民が誰でも自由に立ち寄れる
カフェサロン「フリースペースカ
フェ」を月2回開催中。参加者同
士やスタッフとの交流を楽しんだ
り、悩みごとが相談できる他、1
人でもゆっくり過ごせま
す。詳細は町ホームペー
ジ（QR)へ。
※参加無料・予約不要
▼日 時　11月14日㈪、22日㈫、
12月12日㈪、27日㈫..各回午後1
時30分～午後3時30分
▼会場　町えんじょいセンター
▼問い合わせ　役場福祉課生活相
談係（☎611-2577）

　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。詳細は町ホー
ムページ（QR)へ。
▼開催日　11月27日㈰午後1時
30分～午後5時30分（時間は前
後する場合があります）
▼募集人数　男女各8人（申込多
数の場合は抽選）
▼参加資格　いずれも独身の方
..男性 男性 満35～49歳（町内在住・在勤）
..女性女性..満30～49歳（地域制限なし）
▼参加費　男女とも1,000円
▼会場　やはぱーく
▼申込期限　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）

　町は電力・ガス・食料品などの
価格高騰による経済的負担の軽減
を図るため、給付金を支給します。
▼対象　①令和4年度住民税非課
税の方のみで構成された世帯..
②①以外で今年、家計が予期せず
急変し住民税非課税世帯と同様の
事情にあると認められる世帯
※①②とも住民税均等割が課税さ
れている方の扶養親族などのみの
世帯は対象外
▼給付額　1世帯あたり50,000円
▼申請開始時期　11月中旬予定
▼申請方法　 対象①  対象① 送付する案
内の内容に沿って手続き.  対象②  対象② 
役場福祉課へ連絡
▼提出・問い合わせ　令和5年1
月31日㈫までに、役場福祉課福
祉係（☎611-2578）へ。

　町は、精神症状やさまざまな心
の悩みについて精神科医が相談に
乗り、対応を一緒に考える「ここ
ろの健康相談」を実施します。
　本人だけの他、ご家族のみの相
談も可能ですので、ぜひご利用く
ださい。※相談無料、要予約
▼日時・場所　11月14日㈪.午後
1時～午後3時..役場庁舎
▼対象・定員　町内在住の方.3組
▼申し込み・問い合わせ　11月9
日㈬までに、役場福祉課生活相談
係(☎611－2574)へ。

カップリングイベント
矢ぁコンを開催します

いわて子育て世帯臨時特別支援金
追加給付のお知らせ

ひとり親家庭向け
無料法律相談をご利用ください

フリースペースカフェ
どなたでもご利用ください

【住民税非課税世帯など】
給付金を支給します

こころの健康相談
精神科医が相談に応じます
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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　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　えんじょいセンター
▼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　「みんなで楽しく今年を終えよう！」
今年も残すところあと少し、あっという間の1年で
す。今年最後の締めくくりに私たちと一緒に運動し
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、エクササイズ・ス
トレッチを行います。
▼申込締切　11月22日㈫午後5時

　次のことを基に、火災予防に取り組みましょう。
▼4つの習慣　①寝たばこは絶対にしない、させない.②
ストーブの周りに燃えやすいものを置かない.③コンロ
を使うときは、火のそばを離れない.④コンセントはほ
こりを掃除し、不必要なプラグは抜く
▼6つの対策　①ストーブやコンロなどは安全装置の付
いた機器を使用する.②住宅用火災警報器を定期的に点
検し、10年を目安に交換する.③部屋を整理整頓し、寝
具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する.④消火器
などを設置し、使い方を確認しておく.⑤避難経路と避
難方法を常に確保し、備えておく.⑥防火防災訓練への
参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う
▼問い合わせ　盛岡南消防署矢巾分署（☎697-0119）
 町総合防災訓練を実施（10月15日）.
　町は陸上自衛隊、矢巾分署、町民
とともに総合防災訓練を実施。町民
総合体育館を会場に、災害時の連絡
手段の確認や避難所開設、要配慮者
への対応などを確認しました。

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
12 月の参加者募集

健康チャレンジ健康セミナー
ポールストレッチを体験できます

盛岡南消防署矢巾分署からお知らせ
【11/9 ～ 15】秋の火災予防運動

　やはば健康チャレンジ健康セミナー「ポールスト
レッチ」の参加者を募集しています。ポールを使っ
て体の緊張をほぐし、生活の質を上げましょう！
▼日時・場所　12月7日㈬午前10時～午前11時30
分..さわやかハウス
▼対象・定員　一般500円・30人..※健康チャレン
ジ参加者は無料
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 問い合わせが多い内容を紹介 
 Q1 納期限が過ぎてしまいました。ど
のように納付すれば良いですか？
 A お手元の納付書で、金融機関また
は役場で速やかに納付してください。
※期限が過ぎた納付書はコンビニやス
マートフォンアプリでの納付は不可
 Q2 納付後に督促状が届いたのはなぜ？
 A 納期限が過ぎても納付が確認でき
ない場合、20日以内に納付書の記載
金額に手数料100円を加えた督促状を
発送します。役場以外で納付した場合、
確認に時間が掛かり、行き違いとなる
場合があります。ご了承ください。
▼問い合わせ　役場税務課収納係（☎
611-2526）

 11月の納期 固定資産税第4期、国民
健康保険税第5期、介護保険料第5期、
後期高齢者医療保険料第5期

▼申し込み　ウェルベース矢巾（岩手医科大学附属病院敷地内☎601-3733）
※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）
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