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情報 information

■本庁（本館・新館）　〒025-8601　花城町9-30　　　　☎24-2111　思24-0259
■大 迫 総 合 支 所　〒028-3203　大迫町大迫2-51-4　☎48-2111　思48-2943
■石鳥谷総合支所　〒028-3163　石鳥谷町八幡4-161　☎45-2111　思45-3733
■東 和 総 合 支 所　〒028-0192　東和町土沢8-60　　☎42-2111　思42-3605

【お知らせ中の表記】●本＝本館　●新＝新館　■支＝全ての総合支所　■大＝大迫総合支所　■石＝石鳥谷総合支所　■東＝東和総合支所
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■無料相談をご利用ください

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

暮らしの行政書士相談 11月28日（木）13：30～15：30
市民生活総合相談セン
ター（本庁新館２階）

11月21日（木）

弁護士法律相談 12月４日（水）10:00～15:00 12月３日（火）

司法書士法律相談 12月11日（水）13:30～15:30 12月４日（水）

 上記相談には定員があります（先着順）。申し込みは、申込開始日の午

前９時から電話で同相談センターへ

書類作成にかかる相談は受け付けておりません

■証明書コンビニ交付サービス・

　証明書自動交付機の停止

　電気設備点検のため、各種証明

書のコンビニ交付サービスと自動

交付機を下記の日程で停止しま

す。

【停止日】 11月30日（土）

【停止時間】 

▲

コンビニ交付…午

前６時30分～午後５時

▲

自動交付

機（市役所本庁）…午前８時30分～

午後５時

▲

自動交付機（なはんプ

ラザ）…午前９時～午後５時

※作業状況により、時間を変更す

る場合があります

【問い合わせ】 ●本 市民登録課（☎
内線408）

■森林伐採・林地開発、森林土地　　 

　取得時の届け出

①森林伐採・林地開発手続き

　森林の伐採や林地の開発をする

際は、事前に届け出や許可申請が

必要です。計画がある場合は、下

記へご相談・ご連絡ください。

②森林土地取得時の届け出

　個人・法人に関わらず、売買契

約や相続、贈与、法人合併などに

より、森林土地を取得した場合

は、所有者届け出が必要です。

①②共通

【問い合わせ・相談】 農村林務課

（☎23-1400）、■支産業係（■大☎内線

163、■石☎内線240、■東緯内線332）

※保安林・林地開発に関すること

は県南広域振興局花巻農林振興セ

ンター（☎22-4932）へ

■高病原性鳥インフルエンザなど

　の発生を予防しましょう

　家庭で飼われているニワトリな

どの家きんは、渡り鳥から高病原

性鳥インフルエンザなどに感染す

る可能性があります。11月～３月

ごろは、渡り鳥が多く飛来します

ので、家きん飼育者は感染予防・

対策を万全にしましょう。

【感染予防・対策のポイント】

▲

家きんに異常がないか、毎日観

察する

▲

ネットなどで野鳥や野生動物の

侵入を防ぐ

▲

飼育施設に消石灰を散布する

▲

川やため池の水を飲み水として

使用しない

▲

家きんに触れる際は、手や衣

服、靴を消毒する

【問い合わせ】 県南家畜保健衛生

所（☎0197-23-3531）、花巻保健福

祉環境センター（☎22-4921）、農

政課（☎23-1400）

■防災情報伝達試験

　市では、エフエムワン、大迫地

域防災行政無線、東和地域有線放

送を通じて災害情報の配信試験を

行います。花巻市防災ラジオをお

持ちの場合、ラジオが自動起動

し、災害情報が放送されます。

【日時】 12月４日（水）、午前11時

※携帯電話の緊急速報メールには

配信されません。天気などの状況

によっては中止することがありま

す

【問い合わせ】 ●本 防災危機管理課

（☎内線477）

■市政懇談会

　市長または副市長が各地区に伺

い、直接皆さんの声をお聴きしま

す。地域の声を行政に伝える機会

ですので、ご参加ください。

【時間】 午後６時～１時間30分程

度

※そのほかの地区についても広報

はなまきなどで順次お知らせしま

す

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
内線420）、■支地域づくり係（■石☎
内線207、■東☎内線311）

期日 地区 会場

11月25日（月） 小山田 小山田振興センター

11月28日（木） 花西 文化会館

12月２日（月） 新堀 新堀振興センター

■社会保険料（国民年金保険料）

　控除証明書の発行

　１月１日から12月31日までの１

年間に納付した国民年金保険料

は、所得税および住民税の申告に

おいて全額が社会保険料控除の対

象になります。

　本年１月１日から９月30日まで

の間に、国民年金保険料を納めた

人には「社会保険料（国民年金保険

料）控除証明書」が11月上旬に日本

年金機構から送付されています。

年末調整や確定申告の際には、こ

の証明書または領収証書を必ず添

付してください。

　また、10月１日から12月31日ま

での間に、本年初めて国民年金保

険料を納付した人には、来年２月

上旬に控除証明書が送付されま

す。

　なお、家族の国民年金保険料を

納付した場合も、実際に納付した

人の社会保険料控除に加えること

ができます。申告の際には、家族

宛てに送られた控除証明書を添付

してください。

【問い合わせ】 ねんきん加入者ダ

イヤル（ナビダイヤル☎0570-003-

004）〔「050で始まる電話でかける

場合は☎03-6630-2525」へ〕、花巻

年金事務所（☎23-3351）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔10月25日（金）～11月７日

（木）分〕（単位：マイクロシーベルト/

時）】

①市役所新館前…0.04～0.06

②田瀬振興センター…0.07～0.09

※国や県の示す指標を大幅に下

回っています

【問い合わせ】 ●本 防災危機管理課

（☎内線476）

■11月25日～12月１日は

　「犯罪被害者週間」

　犯罪被害に

遭った人は直接

的な被害のほか

「心身の不調」

「経済的負担」

「傷つき」「不安

や恐怖」など、

さまざまな問題に苦しみます。

　警察では、被害に遭った人が問

題を一人で抱え込まず、少しでも

早く回復できるように本人や家族

からの相談に応えています。

【相談電話（メール）】 ▼犯罪被害

相談一般…☎019-653-0110 糸

police@pref.iwate.jp ▼性犯罪被

害専用…☎♯8103または☎0120-

797874 ▼ 少年の相談専用…☎
0800-000-7867 ▼事件や交通事故

（いわて被害者支援センター、受

け付けは平日の午前10時～午後５

時）…☎019-621-3751

【問い合わせ】 花巻警察署警務課

（☎23-0110）

■指名手配被疑者の検挙に

　ご協力を！

　８月末現在、全国の警察から指

名手配されている人は約600人に

上っています。警察では特に重大

な犯罪の被疑者を選定した上で、11

月中に総力を挙げて追跡捜査を実

施。早期検挙に取り組んでいます。

　指名手配被疑者の発見に向けた

捜査活動には、皆さんのご協力が

必要です。「よく似た人を見た」な

ど、どんなわずかな情報でも警察

に通報をお願いします。

【問い合わせ】 県警本部（☎019-

653-0110）、花巻警察署（☎23-

0110）

■検察審査会からのお知らせ

　検察審査員候補者や検察審査員

は、20歳以上の有権者の中から「く

じ」で選ばれます。

　来年度の検察審査員候補者名簿

に登載された人には、11月中旬に

通知書が届きます（裁判員候補者

とは違います）。

※検察審査会…交通事故や犯罪の

被害に遭ったのに、検察官がその

事件を裁判にかけてくれない場

合、そのような検察官の処分の良

しあしを審査します

【問い合わせ】 盛岡検察審査会事

務局（☎019-622-3391）

■高齢者なんでも相談

　シルバー110番

　生活の困り事や悩んでいる事、

知りたい事などの相談に応えま

す。法律や人生、認知症の各分野

の先生が応える専門相談も開設し

ています（要予約）。相談無料で秘

密は厳守します。一人で悩まずお

気軽にお電話ください。

【開設日】 毎週月～金曜日

※祝日を除く

【時間】 午前９時～午後５時

【会場】 県高齢者総合支援セン

ター（盛岡市本町通3-19-1）

【電話相談】 ☎0120-84-8584

【問い合わせ・専門相談の予約】 県

高齢者総合支援センター（☎019-

625-0110）

■多重債務相談窓口

　自らの収入で返済しきれないほ

どの借金を抱え、お悩みの人から

の相談に応えています。

【開設日】 毎週月～金曜日

※祝日、年末年始を除く

【時間】 午前８時30分～午後４時

30分

【会場】 盛岡財務事務所（盛岡市丸

内7-25）

【問い合わせ・電話相談】 東北財

務局盛岡財務事務所（☎019-622-

1637）

■知っていますか？ 建退共制度

　建退共制度は、建設現場労働者

の福祉の増進と建設業を営む中小

企業の振興を目的として設立され

た退職金制度です。

　この制度は事業主の皆さんが労

働者の働いた日数に応じて、掛け

金となる共済証紙を共済手帳に貼

り、その労働者が建設業で働くの

をやめたときに退職金を支払うも

のです。

【加入できる事業主】 建設業を営

む人

【対象】 建設業の現場で働く人

【掛け金】 日額310円

※詳しくは建退共ホームページを

ご覧いただくか下記へ

【問い合わせ】 建退共岩手県支部

（☎019-622-4536）

■広報「はなまき」をアプリで配信

　市では、行政情報配信アプリ「マ

チイロ」で、広報「はなまき」と情

報誌「花日和」を配信しています。

【マチイロの機能】 ▼気になる記

事は画像として保存 ▼ダウンロー

ド済みの広報紙はオフラインで閲

覧可能 ▼最新号が発行されると

プッシュ通知でお知らせ　など

【ダウンロード方法】 下記ＱＲ

コードを読み取り、または「Google 

Play」か「AppStore」で「マチイロ」

と検索してダウンロード

【問い合わせ】 ●本 秘書政策課（☎
内線440）
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【問い合わせ】 ●新市民生活総合相談センター（☎内線459）

犯罪被害者支援シン
ボルマーク「ギュっ
とちゃん」


