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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

いただけます
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■公演中止によるチケット

　払い戻しのお知らせ

　新型コロナウイルスの感染拡大

防止のため中止された下記公演に

ついて、払い戻しを行います。

※新型コロナウイルス感染防止対

策のため、公共施設は３月19日ま

で閉鎖されますが、チケット払い

戻しは対応します

①「男の純情」

【払戻期限】 ３月29日（日）

【払戻場所】 購入場所

※チケットと引き換えとなりま

す。県民会館、北上さくらホール

で購入した人は郵送で申請してく

ださい（期限必着）。詳しくは文化

会館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】 文化会館（緯24-

6511）

②宮沢賢治創造芸術公演「東北農

民管弦楽団第７回定期演奏会」

【払戻期限】 ３月31日（火）

【払戻場所】 購入場所

※チケットと引き換えとなりま

す。詳しくは市ホームページをご

覧いただくか、●本賢治まちづくり

課へお問い合わせください。チ

ケットぴあで購入した場合は、チ

ケットぴあインフォメーション

（☎0570-02-9111）へお問い合わせ

ください

【問い合わせ】　●本賢治まちづくり

課（☎内線372）

◉上記以外の催しについては、そ

れぞれの申し込み先へお問い合わ

せください

● ●新 ■支 ■大 ■石 ■東

■わかくさ女性学級受講生

　食生活や健康、花巻の歴史・自

然など、幅広いテーマを仲間づく

りをしながら楽しく学びます。

【対象】 １年間継続して受講でき

る市内在住の女性

【期間】 ４月～令和３年２月（全11

回）

【時間】 午前９時30分～正午

※講座の内容によって変更する場

合があります

【定員】 30人（抽選）

【受講料】 無料（材料代や見学料な

どは自己負担）

【申込期限】 ４月３日（金）

【問い合わせ・申し込み】 まなび学

園（☎23-4234）

■国税専門官（大卒程度）

【受験資格】 ▼平成２年４月２日

～11年４月１日生まれの人 ▼11年

４月２日以降生まれの人で、次の

①②のいずれかに該当する人

①大卒または令和３年３月までに

大学を卒業見込みの人

②人事院が①と同等の資格がある

と認める人

【申し込み方法】 ウェブサイト「国

家公務員試験採用情報NAVI」から

申し込み

【申込期間】 ３月27日（金）～４月８

日（水）

【第１次試験日】 ６月７日（日）

【問い合わせ】 仙台国税局人事第

二課（☎022-263-1111内線3236）

■地域協議会委員

　地域自治推進委員会委員

　地域の計画などに市民の皆さん

の意見を反映させるため、市が意

見を求めた際などにご意見をいた

だく委員を公募します。

①地域協議会委員

　大迫・石鳥谷・東和の各地域のま

ちづくりについて話し合い、ご意

見をいただきます。

※お住まいの地域の地域協議会が

対象です

【応募資格】 大迫・石鳥谷・東和の

地域のいずれかに住所があり、申

し込み時点で20歳以上の人

【定員】 各地域協議会３人以内（選考）

②地域自治推進委員会委員

　花巻地域の計画などについて、

ご意見をいただきます。

【応募資格】 花巻地域に住所があ

り、申し込み時点で20歳以上の人

【定員】 ３人以内（選考）

①②共通

【任期】 市長が選任した日から２

年以内

【申込期限】 ４月３日（金）、午後５

時必着

【申し込み方法】 ①住所②氏名③

生年月日（年齢）④性別⑤職業（経

歴）⑥電話番号⑦お住まいの地域

に関する今後の地域づくりの抱負

（400字程度）を記入の上、持参ま

たは郵送で下記へ

※選考方法やこれまでの活動内容

などは市ホームページに掲載して

います

【問い合わせ・申し込み】

①について…■支地域づくり係（■大

〒028-3203 大迫町大迫2-51-4 ☎
内線212、■石〒028-3163 石鳥谷町

八幡4-161 ☎内線208、■東〒028-

0192 東和町土沢8-60 ☎内線311）

②について…●本 地域づくり課

（〒025-8601 花城町9-30 ☎内線

454）

最新の行政情報はラジオから

エフエム・ワンは

78.7MHz
「外国語インフォメーション」

英語・中国語・韓国語で放送中

（平日の午前６時15分から）

■市営住宅入居者

【締め切り日】 ３月25日（水）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅15戸、定住

促進住宅（新堀）４戸を随時募集し

ています

【問い合わせ・申し込み】 花巻市営

住宅管理センター（☎21-3100）

団地名 戸数 間取り 入居対象

本館 １戸 ２ＬＤＫ 一般

六本木 １戸 ２ＬＤＫ 一般

松ノ木 １戸 ２ＬＤＫ 一般

■固定資産縦覧帳簿の縦覧

　令和２年度分の土地と家屋の価

格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

自己の資産以外も縦覧可能です。

※固定資産税の納税通知書、課税

明細書は、４月１日に発送予定で

す

【縦覧期間】 ４月１日（水）～30日（木）

【縦覧場所】 ●本資産税課、■支税務

会計係

【縦覧できる人】 市内の土地・家屋

の固定資産税の納税者など

【縦覧できる事項】 ▼土地…所在

地番、地目、地積、価格 ▼家屋…

所在、家屋番号、種類、構造、床

面積、価格

※所有者情報は非開示です

【手数料】 無料

※固定資産税の自己資産の課税台

帳は、いつでも閲覧できます（有

料）

【問い合わせ】 ●本資産税課（☎内線

277）

■人口動態職業・産業調査に

　ご協力を

　厚生労働省では、皆さんからの

戸籍などの届け出を基に、出生や

死亡の状況などを把握するための

人口動態調査を行っています。ま

た国勢調査が行われる年には職業

を記入してもらう人口動態職業・

産業調査を実施しています。

　今年は国勢調査が行われますの

で、戸籍などの届け出の際に職業

の記入もお願いします。調査結果

は、公衆・労働衛生、社会福祉な

どの対策の基礎資料として活用さ

れます。

【調査対象】 出生、死亡、死産、

婚姻、離婚の各届け出

【調査期間】 ４月１日（水）～令和３

年３月31日（木）

【調査方法】 各届け出の際、窓口

に設置する「職業・産業例示表」を

参考に職業を記入

【問い合わせ】 ●本市民登録課（緯内

線282）、■支市民生活係（■大緯内線

145、■石緯内線221、■東緯内線235）

■避難の支援が必要な人の名簿を

　避難支援者に提供します

　花巻市避難行動要支援者名簿に

関する条例を４月１日から施行し

ます。

　同条例により、避難行動要支援

者（*）の名簿を、本人から拒否の

申し出がない限り、自主防災組織

や民生委員などの避難支援者へ提

供します。

　対象者には４月中に案内を郵送

します。詳しくは同書をご覧くだ

さい。

*…障がい者や要介護者などで避

難の支援が必要な人

【問い合わせ】　●本防災危機管理課

（☎内線478）

■花巻西地域包括支援センター

　事務所移転のお知らせ

【移転日】 ４月１日（水）

【移転先事務所】 轟木7-188-1（花

巻市社会福祉協議会西南デイサー

ビスセンター内）

※電話番号とファクス番号に変更

はありません

【担当区域】 湯口地区、湯本地区、

太田地区、笹間地区

【問い合わせ】 ●新長寿福祉課（☎内

線516）

■４月から市の電話応答が変わり　

　ます

●代表電話は機械応答に

　音声メッセージに従って内線番

号をプッシュしてください。内線

番号が不明の場合は電話交換手が

対応し担当につなぎます。

●ダイヤルインを導入　

　担当者に直接連絡できるように

ダイヤルイン（直通電話）を導入し

ます。

※詳細やダイヤルイン番号一覧は

広報はなまき４月１日号に併せて

全戸配布する予定です

【問い合わせ】　●本契約管財課（☎
内線230）

■身体障がい者補助犬育成事業

　県では身体障がい者の自立と社

会参加を促進するため、補助犬育

成事業を行っています。補助犬を

パートナーとして希望する人は下

記へご相談ください。

※重度の障がいがあることや、補

助犬の世話ができることなど、一

定の要件があります

【相談期限】 ３月31日（火）

【問い合わせ・相談】 ●新障がい福祉

課（☎内線517）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔２月21日（金）～３月６日

（金）分〕（単位：マイクロシーベルト/

時）】

①市役所新館前…0.02～0.04

②田瀬振興センター…0.06～0.08

※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）

■市県民税申告が

　お済みでない人へ

　まなび学園会場での申告相談

は、３月16日（月）までです。

　翌日以降まなび学園では申告を

受け付けていませんのでご注意く

ださい。

【問い合わせ】 ●本 市民税課（☎内

線234）、■支税務会計係（■大☎内線

133、■石☎内線216、■東☎内線253）

■狂犬病予防集合注射の延期

　４月に予定していた狂犬病予防

集合注射は、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止ならびに来場者

の健康・安全を考慮し、延期する

こととしました。

　延期後の日程は、決まり次第広

報はなまきやホームページに掲載

するほか、飼い主宛てに日程を記

載したお知らせを郵送します。

【問い合わせ】 ●本 生活環境課（☎
内線266）


