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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.331

■避難行動要支援者名簿提供に

　関するお知らせ

　市では、障がいのある人や要介

護者などで避難の支援が必要な人

（避難行動要支援者）の名簿を避難

支援等関係者へ提供します。

　名簿登載の対象者には「名簿提

供に関するお知らせ」を郵送して

います。名簿情報を提供したくな

い場合は、拒否申出書に必要事項

を記入の上、同封の返信用封筒で

提出をお願いします。

【提出期限】�５月31日（日）

【問い合わせ・提出】　●本防災危機

管理課（☎41-3512）

■防災情報伝達試験

　市では、エフエムワン、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。

【日時】�５月20日（水）、午前11時

※携帯電話の緊急速報メールには配

信されません。天気などの状況に

よっては、中止することがあります

【問い合わせ】　●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■消防演習・消防フェスティバル

　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、５月31日（日）に

予定していた「消防演習」と「消防

フェスティバル」を中止します。

【問い合わせ】�消防本部総務課（☎
22-6122）

■ゆうちょ銀行でも督促状を使っ

　て納付ができるようになります

　５月以降に市が発行するはがき

タイプの督促状は、ゆうちょ銀行

（東北６県の店舗）でも使用できる

ようになります。ゆうちょ銀行で

使用できる督促状には、��の表示

があります。

※督促状を受け取った場合は、速

やかに納付をお願いします

【問い合わせ】�●本 収納課（☎41-

3530）

公〇

■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

弁護士法律相談
５月27日（水）

10：00～15：00
市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

５月26日（火）

６月３日（水） ６月２日（火）

暮らしの行政書士相談５月28日（木）
13：30～15：30

５月21日（木）

司法書士法律相談 ６月10日（水） ６月３日（水）

■宮沢賢治生誕祭

　全国俳句大会作品募集

【応募作品】�当季雑詠２句１組

【投句料】�１組につき1,000円

※作品応募と同時に定額小為替ま

たは現金書留で支払い

【投句期限】�６月20日（土）当日消印

有効

【応募方法】�所定の応募用紙また

は原稿用紙に①作品②住所③氏名

④俳号（ふりがな）⑤電話番号を明

記の上、下記へ郵送

【問い合わせ・投句】�宮沢賢治生誕

祭全国俳句大会事務局�安部克詠

（〒025-0072�四日町2-1-29�☎24-

4251）

宮沢賢治生誕祭�全国俳句大会

【日時】�８月27日（木）、午前10時30分

【会場】�ホテルグランシェール花巻

■協会けんぽ花巻窓口を終了します

　全国健康保険協会（協会けんぽ）

の花巻窓口（花巻年金事務所内）を

５月29日（金）で終了します。

　６月以降は協会けんぽ岩手支部

（盛岡市）で相談・申請の手続きを

お願いします。

【問い合わせ】�協会けんぽ岩手支

部（☎019-604-9009）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔４月23日(木）～５月８

日（金）〕（単位：マイクロシーベルト

/時）】

①市役所新館前…0.04　

②田瀬振興センター…0.06～0.07

※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）

クマを見掛けたら　本庁（☎24-2111）または各総合支所（■大☎48-
2111、■石☎45-2111、■東☎42-2111）に電話の上「クマを見た」とお伝え
ください。担当課へつなぎます。けがや救急の場合は☎119番へ。

■森林伐採・林地開発、森林土地

　取得時の届け出

①森林伐採・林地開発手続き

　森林の伐採や林地の開発をする

際は、事前に届け出や許可申請が

必要です。計画がある場合は、下

記へご相談・ご連絡ください。

②森林土地取得時の届け出

　個人・法人にかかわらず、売買

契約や相続、贈与、法人合併など

により、森林土地を取得した場合

は、所有者届け出が必要です。

①②共通

【問い合わせ・相談】�農村林務課

（☎23-1400）、■支産業係（■大☎41-

3122、■石☎41-3442、■東☎41-6512）

※保安林・林地開発に関すること

は県南広域振興局花巻農林振興セ

ンター（☎22-4932）へ
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■花巻国際交流協会 各種講座

①中国語講座～初級～

【対象】�市内に在住または在勤し

ている人

【期日】�６月３日～７月22日の毎

週水曜日、全８回

【時間】�午後７時～８時30分

【定員】�15人（先着順）

【受講料】�賛助会員無料、一般300円

②定住外国人支援事業「日本語講座」

【対象】�市内に在住または在勤し

ている外国出身者

【期日】�６月７日～７月26日の毎

週日曜日、全８回

【時間】�

▲

初級…午前９時30分～

10時20分

▲

中級…午前10時30分～

11時20分

▲

入門…午前11時30分～

午後０時20分

【定員】�各コース15人（先着順）

【受講料】�無料

①②共通

【会場】�花巻市交流会館

【申込開始日】�５月18日（月）

【問い合わせ・申し込み】�花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■富士大学公開授業「地域創生論」

【時間】�午後２時10分～３時40分

【会場】�富士大学

【受講料】�１回につき300円（資料代）

【問い合わせ・申し込み】�富士大学

総務・統括部（☎23-6221）

期日 内容 講師

６月
４日（木）

グローバルで戦
う地域の先進的
企業の哲学

株式会社アイ
オー精密
代表取締役社長
鬼柳一宏さん

６月
11日（木）

人と歴史が地域
市場・地域コミュ
ニティをつくる

花巻商工会議所
会頭
髙橋豊さん

６月
18日（木）

いわては健康
食材と食味の
宝庫

岩手県産株式会
社東京支店
いわて銀河プラ
ザ店長
長澤由美子さん

６月
25日（木）

未来社会は循
環型を基盤論
理とする

株式会社タケ
エイ
執行役員エネ
ルギー事業本
部本部長
森井敏夫さん

■証明書コンビニ交付サービスの

　停止

　課税（所得）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】�

▲

５月30日（土）、終日

▲

５月31日（日）、午後７時～11時

※６月１日（月）から令和２年度課

税（所得）証明書が取得できます

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■生活支援ボランティア

　（ご近所サポーター）養成研修

　ひとり暮らし高齢者や高齢者世

帯の、生活上の困り事をお手伝い

するための知識や技術を学びます。

【日時】�

▲

６月３日（水）、午前10時

～午後３時30分

▲

６月４日（木）、

午前９時30分～午後３時

※２日間、計８時間

【会場】�大迫保健福祉センター

【受講料】�無料

【申込期限】�５月29日（金）

【問い合わせ・申し込み】�花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

■交通安全コンクール

　「チャレンジ100」

　職場や地域などで、100日間無事

故・無違反を目指しませんか。

【参加資格】�市内に在住または在

勤している人（１チーム５人以上）

【期間】�６月23日（火）～９月30日（水）

【参加料】�１人当たり670円

【申込期限】�６月19日（金）

※申込書は●新市民生活総合相談セ

ンター、■支市民生活係に備え付け

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・申し込み】�●新市民

生活総合相談センター（☎41-

3551）、■支 市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東☎41-6516）

■市営住宅入居者

【締め切り日】�５月25日（月）

【入居の決定】抽選により決定

※上記のほか市営住宅13戸、定住

促進住宅（新堀）３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

天下田 １戸 ３ＤＫ 一般

高木南 １戸 ３ＬＤＫ 一般

■花巻市立図書館協議会委員

　花巻市立図書館の運営についてご

意見をいただく委員を募集します。

【応募資格】�市内在住で平日に開催

する会議に出席できる20歳以上の人

【任期】�７月１日～令和４年６月30日

【募集人数】�２人以内（選考）

【応募期限】�６月５日（金）必着

【応募方法】�応募用紙に必要事項を

記入の上、「図書館の運営に期待す

ること」（600字程度）を添えて各市

立図書館へ持参または下記へ郵送

※応募用紙は各市立図書館に備え

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・応募】�花巻図書館

（〒025-0097�若葉町3-16-24�☎
23-5334）

■生涯学習事業に参加して

　「はなまきまなびポイント」を集

　めてみませんか

　市では、市主催の生涯学習講座

やスポーツイベントなどへの参加

を「まなびポイント」として認定し

ています。規定のまなびポイント

を取得した人には、ポイント数に

応じた賞状を授与します。

【対象】�市内に在住または勤務・通

学している人

【申込開始日】�５月18日（月）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】　●本生涯学習課（☎
41-3587）

 　掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
延期や中止になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


