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■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

　法律や人権、行政などの無料相談を行います。

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 12月18日（水）10:00～15:00
市民生活総合相談センター

（本庁新館２階）

12月17日（火）

消費者救済資金貸付相談 12月19日（木）13:00～17:00 12月12日（木）

暮らしの行政書士相談 12月26日（木）13:30～15:30 12月19日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

12月６日（金）10：00～15：00

市民生活総合相談センター

申し込みは
不要です

大迫総合支所第２会議室

石鳥谷総合支所１階委員会室

東和総合支所第３会議室

�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

【問い合わせ・申し込み】�●新市民生活総合相談センター（☎内線459）

■し尿汲
く

み取り依頼はお早めに

　年末は、し尿汲み取り業務が混

み合います。

�また、市内の汲み取り業者は年

末年始の間、休業します。汲み取

りは、10日程度の余裕を持って地

域の指定業者に依頼しましょう。

※指定業者について詳しくは、市

ホームページをご覧いただくか、

下記へお問い合わせください

【問い合わせ】�●本生活環境課（☎内

線267）

■農業経営収入保険の加入申請

　近年、全国各地で気象災害が多

発しています。農業経営収入保険

は全ての農産物を対象に、自然災

害や価格下落などによる収入減少

を補償する保険です。

　青色申告者で加入を希望する人

はお早めに申請してください。

【申請期限】�12月20日（金）

※申請方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】�県農業共済組合�中

部地域センター（☎0120-28-5201）

■12月13日～令和２年１月３日は

　年末年始地域安全運動

　年末年始は、犯罪や交通事故が

多発する傾向にあります。家庭や

地域、事業所での安全確保など、

地域ぐるみで防犯活動に取り組み

ましょう。

【重点活動】◦

街頭犯罪などの抑止◦

特殊詐欺の被害防止

◦少年の非行防止活動の強化◦

子どもと女性の犯罪被害防止

【問い合わせ】�花巻市防犯協会(☎
24-2966)、●新市民生活総合相談セ

ンター（☎内線460）

■エリアリノベーション事業

　公開シンポジウム＆トークセッ

　ション

　全米で「１番住みたい街」に選ば

れ続けている米国ポートランド

市。環境保全と地域経済の成長が

共存する同市の取り組みを進めた

講師の山崎満広さんのお話を聞い

て、花巻での暮らし方について考

えてみませんか。

【日時】�12月23日（月）、午後６時（午

後５時30分受け付け開始）

【会場】�なはんプラザ

【テーマ】�「ここに住んで働きた

い、選ばれる花巻の暮らしをつく

る」（講師はクリエイティブシティ

ラボの代表理事・山崎満広さん、

ナビゲーターは東北芸術工科大学

の教授・竹内昌義さん）

【定員】�150人（先着順）

【参加料】�無料

【申込期限】�12月16日（月）

【申し込み方法】�電話、ファクス、

メールのいずれかで下記へ

※ファクス、メールの場合は氏

名、電話番号を明記

【問い合わせ・申し込み】�●新都市

政策課（☎内線329�思22-6846�死

hiroshi2602@city.hanamaki.

iwate.jp）

■市の財政状況（平成30年度決算）

　資料を作成しました

　平成30年度決算による市の財政

状況を分かりやすくお知らせする

資料を作成しました。

　同資料は●本財政課、各振興セン

ター、各市立図書館、まなび学園

に備え付けているほか、市ホーム

ページに掲載しています。

【問い合わせ】�●本財政課（☎内線

297）■子どもの教育資金を「国の教育

　ローン」がサポートします

　国の教育ローンは、高校や大学

などに入学または在学する生徒・学

生の保護者向けの公的融資制度で

す。入学時や在学中にかかる費用

の融資を固定金利で利用できます。

【融資限度額】�１人につき350万円

【利率】�年1.66㌫（母子家庭の人な

どは年1.26㌫）

※11月１日現在

【返済期間】�15年以内（母子家庭の

人などは18年以内）

※要件など詳しくは下記へ

【問い合わせ】�日本政策金融公庫

教育ローンコールセンター（☎
0570-008656）

マイナンバーカードがあれ

ばコンビニで住民票などの

証明書が取得できます！

詳しくは●本市民登録

課（☎内線408）へ
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■新入学用品費を補助します

　市は、経済的な理由で子どもの

就学が困難な人に対し就学援助を

しています。来年度小中学校へ入

学する子どもの新入学用品費を令

和２年３月に支給します。

※就学前に市外に転出する場合は

対象外です

①小学校入学生

【対象】�生活保護世帯に準ずる程

度に生活が困窮している人

【支給額】�50,600円

【申請期間】�12月11日（水）～令和２

年１月17日（金）

※土・日曜日、祝日、12月28日（土）

～令和２年１月５日（日）を除く

【申請方法】�教育委員会学務管理

課、市内小中学校に備え付けてい

る申請書に①平成30年分源泉徴収

票（写し）②平成30年分確定申告書

（写し）または令和元年度分市民

税・県民税申告書（写し）③児童扶

養手当証書（写し）④各種年金振込

通知書（写し）⑤失業手当受給資料

―を添えて、居住している地域の

指定学校へ

※申請書は市ホームページにも掲

載しています

②中学校入学生

【対象】�本年度、就学援助認定を

受けた小学６年生

【支給額】�57,400円

※申請は不要です

①②共通

【問い合わせ】�教育委員会学務管

理課（☎45-1311内線336）

■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。

【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）

期日 地区 会場

12月16日（月） 花北 花北振興センター

12月23日（月） 松園 松園振興センター

■固定資産税の申告のお願い

　固定資産税は、毎年１月１日現

在の資産の所有状況により課税さ

れます。次に該当する人は、届け

出が必要です。

①償却資産の申告

【対象】�製造業、飲食業、開業医、

農業、太陽光発電などを営み、事

業用償却資産を所有している個

人・法人

※申告案内が届かない人で該当す

ると思われる人は下記へお問い合

わせください

【申告期限】�令和２年１月31日（金）

※地方税ポータルシステム（eLTAX）

による申告もできます

②家屋取り壊しの届け出

【対象】�平成31年・令和元年中に家

屋を取り壊した人（取り壊しに伴

い滅失登記した人を除く）

③住宅用地の申告

【対象】�平成31年・令和元年中に住

宅を新築・増築した土地を所有し

ている人（申告書を提出済みの人

を除く）および隣接地の買い増し

や住宅の取り壊しなどで宅地の利

用状況に変更があった人

①～③共通

【問い合わせ】�●本資産税課（①②☎
内線239・246、③☎内線240）

■あつあつ角煮入り

　本格中華万頭作り教室

【日時】�令和２年１月11日（土）、午

前10時～午後１時（午前９時45分

受け付け開始）

【会場】�体験工房「森のくに」

【内容】�調理実習と会食（講師は星

耕茶寮の店主・佐藤幸吉さん）

【定員】�16人（先着順）

【参加料】�2,000円

【持ち物】�エプロン、三角巾、手

拭きタオル、上履き、筆記用具

【申込開始日時】�12月４日（水）、午

前９時

※開催日の２日前からキャンセル

料が発生します。詳しくは下記へ

お問い合わせください

【問い合わせ・申し込み】�体験工房

「森のくに」（☎48-3009）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔11月８日（金）～11月22日（金）

分〕（単位：マイクロシーベルト／時）】

①市役所新館前…0.02～0.07

②田瀬振興センター…0.07～0.1

※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）

■目指そう‼ごみ減量生活

　７月から９月までの家庭ごみの

処理量は、平成30年と比べ、若干

増えています。ごみの減量に向

け、適正な分別と資源化へのご協

力をお願いします。

【問い合わせ】�清掃センター（☎
31-2114）

ごみ出しの注意ポイント

◦�おもちゃなどに使用している乾

電池は必ず取り出し、乾電池だ

け透明な袋に入れて燃やせない

ごみに出してください

◦�落ち葉や剪
せん

定
てい

枝、草を燃やせる

ごみに出す場合は、できるだけ

乾燥させましょう

区分 平成30年 令和元年

一
般
ご
み

可燃ごみ 4,101 4,239

不燃ごみ 204 206

粗大ごみ 10 13

小計 4,315 4,458

資
源
ご
み

びん 148 139

ペットボトル 61 57

その他プラスチック 137 144

衣類 16 20

小計 362 360

合計 4,677 4,818

４月からの累計 9,211 9,283

（単位：トン）


