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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

広報はなまき　No.330

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔４月９日(木）～４月22

日（水）〕（単位：マイクロシーベルト

/時）】

①市役所新館前…0.03～0.04

②田瀬振興センター…0.05～0.08

※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

（☎41-3512）

■新型コロナウイルス感染症拡大

　防止に伴うイベント中止の

　お知らせ

　新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため、中止されたイベン

トをお知らせします。

①花づくり講習会

　６月２日（火）に予定していた「花

づくり講習会」を中止します。

②花と緑のまつり2020

　６月12（金）～14日（日）に予定して

いた「花と緑のまつり2020」を中止

します。

①②共通

【問い合わせ】 ●新公園緑地課（☎
41-3569）

■2020年工業統計調査を

　実施します

　工業統計調査は、国の工業の実

態を明らかにするための調査で

す。５月中旬以降、調査員が製造

業を営む事業所に伺います。

　調査内容は、統計法により秘密

が厳守され、統計調査以外の目的

に使用されることはありません。

【対象】 製造業を営む市内の事業所

【調査期日】 ６月１日（月）

【調査内容】 従業員数、製造品、

製造品出荷額など

【問い合わせ】 ●本総務課（☎41-3507）

■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（☎
41-3514）、■支地域づくり係（■大☎
41-3121、■石☎41-3441、■東41-6511）

期日 会場

５月13日（水） 大迫総合支所

５月22日（金） 市役所本庁本館

５月25日（月） 石鳥谷総合支所

５月29日（金） 東和総合支所

■大規模小売店舗の

　新設届け出の縦覧

【対象店舗】 スーパーセンタートラ

イアル花巻店（四日町3-54-2ほか）

【店舗設置者】 株式会社トライア

ルカンパニー

【オープン予定日】 12月15日（火）

【縦覧期間】 ５月29日（金）まで

【縦覧時間】 午前８時30分～午後

５時15分

【問い合わせ・縦覧場所】　●本商工

労政課（☎41-3539）

新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため、届け出に関する説

明会を延期しています。延期後の

日程は決まり次第お知らせします。

■無料相談をご利用ください

 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―（☎41-3550）

市民生活（人権・行政）相談は当面の間、電話相談のみ受け付けます

 電話相談は

▲

人権相談「みんなの人権110番」（☎0570-003-110）

▲

行政

相談「行政苦情110番」（☎0570-090110）へ

電話相談受け付けは、月～金曜日、午前８時30分～午後５時15分

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

司法書士法律相談 ５月20日（水）13：30～15：30市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

５月13日（水）

消費者救済資金貸付相談５月21日（木）13：00～17：00 ５月14日（木）

（納期限は６月１日）

軽�自�動�車�税

今月の納税

■目指そう‼ごみ減量生活

　平成31・令和元年度の家庭ごみ

搬入量は、平成30年度と比べ、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

区分
平成30
年度

平成31・令
和元年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 15,016 15,159

不燃ごみ 854 876

粗大ごみ 41 52

小計 15,911 16,087

資
源
ご
み

びん 558 535

ペットボトル 189 186

その他プラスチック 548 566

衣類 82 91

小計 1,377 1,378

合計 17,288 17,465

（単位：トン）

　資源ごみの「その他

プラスチック」は、「プ

ラ」のリサイクルマー

クが表示されているものが対象で

す。簡単な洗浄で汚れが落ちない

ものは「燃やせるごみ」として出し

てください。
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■市民講座「はなまき賢治

　セミナー」（親子向け）

　体験学習や講義を通じて「宮沢賢

治」への理解を深めてみませんか。

【対象】 市内の小学生とその保護者

【期日】 ６月～７月（全３回）

【会場】 宮沢賢治記念館ほか

【定員】 各回10組（抽選）

【受講料】 無料（昼食代などは自己

負担）

【申込期限】 ５月18日（月）

【問い合わせ・申し込み】 ●本生涯学

習課（☎41-3587）

※一般向けの同セミナーは、９月

から開催予定です

■５月のテーマ図書展

花巻図書館（☎23-5334）

▲

《鳥たちの生活をみつめてみよ

うー５月10日～16日は愛鳥週間ー》

▲

《本屋大賞2020 書店員さんおすすめ

の本》

▲

《第７回高校生直木賞受賞作

品》

▲

《みどりがいっぱいの５月の絵

本》

▲

《家族みんなでおでかけ絵本》

大迫図書館（☎48-2244）

《農業の本～心と体を健康に～》

石鳥谷図書館（☎45-6882）

▲

《南部杜氏の里 SAKE本コレク

ション》

▲

《心の整え方》

東和図書館（☎42-3202）

《映像と音楽と本と。－もとにな

ったのはどっち？》

●本 ●新 ■支 ■大 ■石 ■東

■ポリテクセンター岩手（公共職

　業訓練）受講生

【受講料】 無料

【申込期間】 ５月１日（金）～26日（火）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 ポリテクセンター

岩手（☎23-5712）

訓練期間 募集科 定員

７月２日（木）～
12月24日（木）

金属加工科 12人

電気設備エンジニ
ア科

12人

建築ＣＡＤ施工科 15人

■花巻市行政評価委員会委員

　市が実施した行政評価について

ご意見をいただく行政評価委員会

の委員を募集します。今年は６月

から８月ごろまでに６回程度の開

催を予定しています。

※新型コロナウイルス感染症の拡

大状況によっては、委員会を開催

せず、郵送などによりご意見をい

ただく場合があります

【応募資格】 次の要件を全て満た

す人

▲

市内に在住または市内に通

勤・通学している人、もしくは市

内で活動している人

▲

令和２年４

月１日現在で18歳以上の人

▲

平日

に開催する委員会に出席できる人

【任期】 委嘱日～令和４年３月31日

【募集人数】 ３人以内（選考）

【謝礼】 １回につき4,000円

【応募期限】 ５月15日（金）、午後５

時必着

【応募方法】 ①住所②電話番号③

氏名④性別⑤生年月日・年齢⑥職

業⑦市の審議会などの委員就任の

経歴・任期⑧応募の動機⑨「人口減

少社会における花巻市のまちづく

りのあり方」（800字程度）を記入の

上、持参、郵送、ファクス、メー

ルのいずれかで下記へ

【問い合わせ・応募】　●本秘書政策

課（〒025-8601 花城町9-30 ☎41-

3503 思24-0259 死keiei@city.

hanamaki.iwate.jp）

■図書などの新着情報

おとなの本棚

☆『春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記』

日下野由季（成美堂出版）☆『ブド

ウの作業便利帳 高品質多収と作

業改善のポイント』高橋国昭ほか

（農山漁村文化協会）☆『ナウシカ

考 風の谷の黙示録』赤坂憲雄（岩

波書店）

こどもの本棚

☆『昭和の子どもとお店屋さん 昭

和30年代、東京・下谷竹町物語』高

部晴市（佼成出版社）☆『春がきた

よ、ムーミントロール』トーベ・ヤ

ンソンほか（徳間書店）☆『きみが

いないと』ボブ・ディラン（イマジ

ネイション・プラス）

■今月のおすすめの本

～おとなの本棚から～

☆『日本酒の起源』

ー上田誠之助（八坂書房）

　蒸した米粒に

カビを生やし発

酵させて造られ

る日本酒は、ど

のようにして生

まれてきたか。

古代の酒造りを実際に試しなが

ら、日本酒の起源を探ります。

～こどもの本棚から～

☆『ばあちゃんのおなか』

ーかさいまり 文、よしながこう

たく 絵（好学社）

　ぼくは、ばあ

ちゃんの大きな

大きなおなかが

大好き。いつも

いっぱいわらっ

ていっぱいあそ

んでいたばあちゃんが病気になっ

て…。ばあちゃんとの楽しい日

常、季節の移ろい、少年の成長を

描いた心温まる絵本です。

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、当分の間、土・日
曜日に限り各図書館を開館し、
本の貸し出し・返却のみの利用
とさせていだだきます。

来館時の注意点
�体調が悪い人、咳をしている

人、37.5度以上の熱がある人は
入館をご遠慮ください

�マスクの着用のほか、手指の
消毒・手洗いにご協力をお願
いします


