実施日
会場
２月６日（木） 花巻保健センター

受付時間
対象
12：45～13：15 令和元年７月１日～15日生まれ

２月７日（金） 東和保健センター
２月14日（金） 石鳥谷保健センター
２月20日（木） 花巻保健センター

12：45～13：00 令和元年６月生まれ

３月５日（木） 花巻保健センター

12：45～13：15 令和元年８月１日～15日生まれ

12：45～13：00 令和元年７月生まれ
12：45～13：15 令和元年７月16日～31日生まれ

１歳６カ月児健診
実施日
会場
２月７日（金） 東和保健センター

受付時間
対象
12：45～13：00 30年７月生まれ

２月14日（金） 石鳥谷保健センター
２月18日（火） 花巻保健センター
３月３日（火） 花巻保健センター

12：45～13：00 30年７月生まれ
12：45～13：15 30年８月１日～15日生まれ
12：45～13：15 30年８月16日～31日生まれ

２歳児親子歯科健診
実施日
会場
２月７日（金） 東和保健センター

受付時間
対象
12：45～13：00 29年７月生まれ

２月19日（水） 花巻保健センター
３月４日（水） 花巻保健センター

12：45～13：15 29年８月16日～31日生まれ
12：45～13：15 29年９月１日～15日生まれ

３歳児健診
実施日
会場
２月７日（金） 東和保健センター

受付時間
対象
12：45～13：00 28年７月生まれ

２月12日（水） 花巻保健センター
２月14日（金） 石鳥谷保健センター
２月26日（水） 花巻保健センター

12：45～13：15 28年８月16日～31日生まれ

２月13日（木） 花巻保健センター
２月27日（木） 花巻保健センター
２月28日（金） 石鳥谷保健センター

２月10日（月） 花巻保健センター
２月17日（月） 花巻保健センター

受付時間
対象
13：00～13：15 31年２月生まれ
9：00～ 9：15 31年２月16日～28日生まれ
9：00～ 9：15 31年３月１日～15日生まれ
9:00～ 9：15 31年２月～３月生まれ

受付時間
対象
12：30～12：45 令和元年９月生まれ
9：00～ 9：15 令和元年９月１日～15日生まれ
9：00～ 9：15 令和元年９月16日～30日生まれ

定例小児相談
実施日
会場
２月28日（金） 石鳥谷保健センター

受付時間
9：30～11：00 乳幼児

３月２日（月） 花巻保健センター

9：00～11：00 乳幼児
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■パパママ教室
【対象】初めてパパやママになる
人（妊娠７～８カ月ごろ）
【期日】３月７日（土）
【受付時間】午前９時15分～９時30分
【会場】花巻保健センター
【内容】赤ちゃんを迎える準備と
パートナーの役割についての講
話、子育てレッスン（赤ちゃんの
入浴方法）など
【定員】15組（先着順）
【申込開始日】２月５日（水）
【問い合わせ・申し込み】健康づくり課

■中小企業退職金共済事業補助制度
の申請を受け付けます
中小企業の育成や従業員の雇用
安定のため、
「中小企業退職金共済」
の掛け金の一部を補助します。
【対象】 平成28年４月１日以降、
同共済に新規加入した人がいる事
業所
【申請期間】２月17日（月）～21日（金）
※申請方法など詳しくは下記へ
本 商工労政課
【問い合わせ】●
（☎内
線405）

12：45～13：15 28年９月１日～15日生まれ

離乳食教室
実施日
会場
２月７日（金） 東和保健センター

【問い合わせ】 清掃センター（☎
31-2114）

13：00～13：15 28年８月生まれ

育児学級
実施日
会場
２月７日（金） 東和保健センター

資源ごみ

対象

ҼɌ
■大迫「神楽の日」２月公演
（岳神楽）
【日時】 ２月９日（日）、午前11時～
午後３時
※正午ごろから１
時間休憩あり
【会場】大迫交流活
性化センター
【入場料】 1,000円
（前売り券800円）
大産
【問い合わせ】■
業係（☎内線165）

■防災情報伝達試験
市では、えふえむ花巻、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。
※今回の訓練は携帯電話の緊急速
報メールには配信されません
【日時】２月19日（水）、午前11時
※気象などの状況によっては中止
する場合があります
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎内線477）

▼ ▼

７カ月児健診

一般ごみ

次の乳幼児健診などは、対象者に事前に通知しています。ご案内の日
程で受けられない場合は、健康づくり課または各総合支所健康づくり窓
口へ電話でご連絡ください。

（単位：トン）
区分
平成30年 令和元年
3,771
可燃ごみ
3,753
230
不燃ごみ
233
13
粗大ごみ
15
4,014
小計
4,001
134
びん
127
43
ペットボトル
42
136
その他プラスチック
135
21
衣類
25
334
小計
329
4,348
合計
4,330

▼

健康づくり課
予約なく来所の場合は交付
9：00 （花巻保健センター）
まで１時間ほどかかります
～
大迫・石鳥谷・東和総合支
16：30
予約者のみ
所健康づくり窓口

▼

備考

▼

月～金曜日
（祝日を除く）

交付場所・予約先

■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）】
期間
測定場所
測定値
1/21～1/24 市役所新館前 0.04～0.05
1/8～1/24 田瀬振興センター 0.06～0.09

※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
いました。この間は、県が測定し
た下記の値を参考としてください
期間
測定場所
測定値
1/8～1/20 花巻地区合同庁舎 0.025～0.047
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎内線477）

■岩手県特定（産業別）最低賃金の改正
次の産業で働く労働者に令和元
年12月28日以降適用されています。
■無料相談をご利用ください
【対象】 「鉄鋼業、金属線製品、
相談名
実施日
時間
会場
申込開始日
弁護士法律相談 ２月19日（水）10：00～15：00 市民生活総合相談センター ２月18日（火）
その他の金属製品製造業」
（850円）
消費者救済資金貸付相談 ２月20日（木）13:00～17:00（本庁新館１階）
２月13日（木）
「光学機械器具・レンズ、時計・
市民生活総合相談センター
同部分品製造業」
（827円） 「電子
大迫総合支所第２会議室 申し込みは
市民生活
部品・デバイス・電子回路、電気機
２月14日（金）10:00～12:00
（人権・行政）相談
石鳥谷総合支所１階委員会室 不要です
械器具、情報通信機械器具製造業」
東和総合支所第３会議室
（818円）「自動車小売業」
（861円）
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
※そのほかの産業の最低賃金など
前９時から電話で同相談センターへ
詳しくは下記へ
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】 岩手労働局労働基
新 市民生活総合相談センター
準部賃金室（☎019-604-3008）
【問い合わせ】●
（☎内線459）
▼

受付時間

■障がい福祉サービス費の利用者
負担が軽減される場合があります
①高額障がい福祉サービス等給付
【対象】 障がい福祉サービスの利
用者が複数いる世帯
【内容】 それぞれの利用者負担額
を合計し、上限額を超えた分に対
し給付
②65歳以上の人への軽減
【対象】 次の要件を全て満たす人
ホームヘルパーなどの障がい福
祉サービスを５年以上利用 現在
介護保険のサービスを利用 65歳
以前に障がい支援区分２以上で、
介護保険を利用していない 非課
税世帯
①②共通
※申請方法など詳しくは下記へ
新 障がい福祉課
【問い合わせ】●
（☎
内線503）

▼

実施日

■目指そう‼ごみ減量生活
10月～12月の家庭ごみの処理量
は、平成30年とほぼ同量です。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。

■懲戒処分の公表
下記の通り懲戒処分を行ったの
で公表します。市では、公用車の
運転を担当する職員の運転免許証
の保持と有効期限の確認を徹底
し、
再発防止に努めてまいります。
【被処分者】消防士（26歳男性）
【処分内容】懲戒免職
【処分日】１月14日
【処分理由】 速度超過による免
許停止処分 職場への報告義務違
反 免許停止期間中における自家
用車と救急車（緊急走行６回、普
通走行１回）の運転
【監督者責任】 消防監（１人）、
消防司令長（２人）…減給10分の１
（１カ月） 消防司令（１人）…戒告
【問い合わせ】消防本部総務課（☎
22-6121）
▼

母子健康手帳交付（予約制）

Ȳሾʯɔ

▼

■母子健康手帳交付、乳幼児健診など

■妊娠前相談（予約制）
妊娠に関するさまざまな悩み
に、助産師や保健師が個別に対応
しサポートします。パートナーと
の相談も可能です。
【対象】 市内在住で、将来妊娠
を考えている女性およびその夫
（パートナー）
※未婚・既婚は問いません
【実施日】月～金曜日（祝日を除く）
【時間】 ①午前９時～11時②午後
１時～４時
※相談時間は30分～１時間が目安
【相談内容】月経・排卵リズムの確
認、不妊に関する悩み、食生活や
ライフスタイルの見直しなど
【会場・予約先】 健康づくり課（花
巻保健センター）

▼

※大迫保健福祉センターでの各種乳幼
児健診は、
奇数月に実施しています

新＝新館
●

▼

ѳҫ

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

▼

information
information
新＝新館
●

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

■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
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
■
■
■
■

▼

情報
情報

■本庁（本館・新館） 〒025-8601 花城町9-30
☎24-2111 思24-0259
健康づくり課（花巻保健センター）
☎23-3121 思48-2943
■大 迫 総 合 支 所 ・
〒028-3203
大迫町大迫2-51-4 ☎48-2111
大迫総合支所石鳥谷町八幡4-161
健康づくり窓口 ☎45-2111
☎48-2111（思45-3733
内線138）
■石 鳥 谷 総 合 支 所 ・
〒028-3163
石鳥谷総合支所
健康づくり窓口☎42-2111
☎45-2111（思42-3605
内線261）
■東 和 総 合 支 所 ・
〒028-0192
東和町土沢8-60
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
■
■
■
■
・東和総合支所 健康づくり窓口
☎42-2111
（内線431）

広報はなまき
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