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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

無料アプリ

で広報はなまきをご覧
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■定住外国人支援事業

　「日本文化体験講座」

【対象】 市内に在住または勤務し

ている外国人

【日時】 ２月２日（日）、午前11時～

午後１時30分

【会場】 花巻市交流会館

【内容】 花巻の食文化の紹介と調

理実習

【定員】 15人（先着順）

【受講料】 200円

【持ち物】 エプロン、三角巾

【申込開始日】 １月17日（金）

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■北方領土返還要求岩手県大会・

　北方領土パネル展

①北方領土返還要求岩手県大会

【日時】 ２月３日（月）、午後１時30

分～３時30分

【内容】 北方領土問題に関する講

演など

②北方領土パネル展

【期間】 １月29日（水）～２月３日（月）

【内容】 北方領土の概要や歴史など

①②共通

【会場】 久慈市文化会館アンバー

ホール（久慈市川崎町17-1）

※入場無料。申し込み不要です

【問い合わせ】　北方領土返還要求

運動岩手県民会議（県政策地域部

国際室内☎019-629-5765）

■郷土のおやつ作り体験教室

【期日】 ２月23日（日・祝）

【内容・時間】 ▼へっちょこだんご

…午前10時～10時50分（午前９時

45分受け付け開始） ▼かまやき…

午前11時～11時50分（午前10時45

分受け付け開始）

【会場】 体験工房「森のくに」

【講師】 大迫あねっこの会の瀬川

アツ子さん

【定員】 各10人（先着順）

【参加料】 各600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】 １月17日（金）、午

前９時

※開催日の１週間前からキャンセ

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）

■ミツバチの飼育届の

　提出をお願いします

　ミツバチを飼育する人は、令和

２年１月１日時点の飼育群数と年

間の飼育計画を、１月31日（金）ま

でに提出してください。

※届け出方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】　県南広域振興局農

政部（☎0197-22-2842）

■園芸ＹＡＲＵＢＥセミナー

　園芸栽培に関する無料個別相談

会です。（入退室自由）

【対象】 市内で園芸（野菜、花き、

菌床シイタケなど）を始めたい

人、新規就農希望者

※家庭菜園を除く

【日時】 １月29日（水）、午前９時30

分～11時30分

【会場】 ＪＡいわて花巻コミュニ

ティホールおっほの館

【申込期限】 １月24日（金）

【問い合わせ・申し込み】　花巻市

農業振興対策本部園芸振興部会（ＪＡ

いわて花巻園芸販売課内☎22-6127）

■花巻米生産確立支援事業を

　活用しましょう

　市では、病害に負けず丈夫で食

味のよいコメを生産できる土づく

りを推進しています。その一環で

ケイ酸を含む土壌改良資材を投入

する費用の一部を支援します。

【対象】 認定方針作成者に米を出

荷した農業者など

【補助額】 主食用米および加工米

の水田に投入する、ケイ酸を含む

土壌改良資材購入経費の４割（10

㌃当たり最大1,600円）

【購入期限】 ３月15日（日）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】　農政課（☎23-

1400）

■無料相談をご利用ください

　法律の無料相談を行います。

◉�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時から電話で同センターへ

◉書類作成に係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―（☎内線459）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談
１月22日（水）

10：00～15：00 市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

１月21日（火）

２月５日（水） ２月４日（火）

司法書士法律相談 ２月12日（水） 13：30～15：30 ２月５日（水）

■市長との対話

　市の取り組みについて、皆さん

が思っていること、感じているこ

とをお聞かせください。

【対話の時間】 ▼本庁…午後１時

～３時（受け付けは午後０時45分

～１時30分） ▼各総合支所…午前

９時30分～11時（受け付けは午前

９時15分～10時）

※事前の申し込みは不要。当日受

付で住所・氏名などを記入いただ

きます

【問い合わせ】 ●本 地域づくり課

（☎内線420）、■支地域づくり係（■大

☎内線214、■石☎内線207、■東☎内

線311）

◉１月開催予定の市長との対話

　東和地域の日程を変更します

　１月30日（木）に予定していた東

和総合支所での市長との対話は、

１月27日（月）に変更しました。

【時間】 午前９時30分～11時（受け

付けは午前９時15分～10時）

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

期日 会場
２月６日（木） 大迫総合支所
２月14日（金） 東和総合支所
２月18日（火） 石鳥谷総合支所
２月20日（木） 花巻市役所本庁

■証明書交付サービスの停止

　システムメンテナンスのため、

各種証明書のコンビニ交付サービ

スを下記の日程で停止します。

【停止日時】 １月22日（水）、午前６

時30分～午後４時

【問い合わせ】　●本市民登録課（☎
内線408）

■県南圏域環境交流フォーラム

　for SDGs

【日時】 ２月12日（水）、午後１時～

４時20分

【会場】 奥州市文化会館Ｚホール

（奥州市水沢佐倉河字石橋41）

【内容】 講演「海ごみは もはや他

人事ではない!?～東京"荒川"の活

動から～」（講師は荒川クリーンエ

イド・フォーラム事務局長の今村

和志さん）、自然・環境保全活動功

労者表彰、交流ディスカッション

など

【定員】 100人（先着順）

【参加料】 無料

【申込期限】 ２月７日（金）

【申し込み方法】 本館生活環境課

で配布している申込書に必要事項

を記入の上、ファクスまたはメー

ルで下記へ

※申込書は、岩手県ホームペー

ジ（https://www.pref.iwate.jp/

kennan/hoken/kankyo/1013498）に掲

載しています

【問い合わせ】　県南広域振興局

保健福祉環境部（☎0197-48-2422 

思0197-25-4106 糸BD0003@pref.

iwate.jp）

■空間放射線量測定結果

【測定結果（単位：マイクロシーベ

ルト/時）】

※国や県が示す指標を大幅に下

回っています。なお、測定器の点

検のため、本庁の測定を休止して

います。この間は、県が測定した

下記の値を参考としてください

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎内線476）

■岩手中部水道企業団

　競争入札参加資格審査申請

　令和２年度に岩手中部水道企業

団が発注する入札・見積もりに参

加を希望する場合は、参加資格審

査申請書を提出してください。

【対象業種】 ①建設工事②測量・コ

ンサルタント③物品などの製造・

販売および役務の提供

【受付期間】 ２月３日（月）～28日（金）

【申請方法】 申請様式に必要事項

を記入の上、郵送または持参で下

記へ

※申請様式は、岩手中部水道企

業団ホームページ（https://www.

iwatetyubu-suido.jp/）に掲載して

います

【問い合わせ・申請】　岩手中部水

道企業団総務課（〒025-0004 葛

3-183-1☎29-5377）

■電波利用試験を行います

　１月23日（木）、市内の一部地域で

携帯電話の新しい電波の利用試験

を行います。試験の実施により、

テレビ映像が乱れるなど、影響が

出た場合は無償で回復作業を行い

ますので下記へご連絡ください。

【問い合わせ】　700MHz受信障害対

策コールセンター（☎0120-700-

012または050-3786-0700）

■市役所本館

　市民コーナーなどの利用停止

　市役所本館の給排水設備改修工

事に伴い、下記の期間中、本館１

階の市民コーナーの利用を停止し

ます。併せて、本館東側の２・３

階トイレの使用もできなくなりま

す。このため、下記の期間中は、

本館西側１階および新館のトイレ

をご使用いただきますようご協力

をお願いします。

【問い合わせ】　●本契約管財課（☎
内線430）

場所 利用停止期間

本館１階市民コーナー
１月下旬～３
月上旬

本館２・３階トイレ
２月１日（土）～
３月15日（日）

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

■国有林モニター

　国有林野の管理経営に皆さんの

声を役立てていくため、国有林モ

ニターを募集します。

【任期】 ４月１日～令和４年３月

31日（２年間）

【業務内容】 

▲

国有林に関するア

ンケートへの回答（年２回程度）

▲

現地見学会への出席（任期中３回

程度）

▲

国有林モニター会議への

出席（１回程度）

【定員】 48人程度

【申込期限】 １月31日（金）　

※応募資格や申し込み方法など詳

しくは下記へ

【問い合わせ】　東北森林管理局企

画調整課（☎018-836-2228）

期間 測定場所 測定値

12/9 市役所新館前 0.05

12/9～1/7 田瀬振興センター 0.06～0.08

期間 測定場所 測定値

12/10～1/7 花巻地区合同庁舎 0.029～0.044


