戸数 間取り 入居対象
１戸 ３ＬＤＫ
一般

▲

▲

▲

Ȳ

期日

時間

会場

８月
18：30 大迫交流活性化センター
19日（水）
８月
18：30 石鳥谷生涯学習会館
20日（木）

■新堀地区の洪水時の指定緊急避
難場所が変更になりました
新堀地区の洪水時の指定緊急避
難場所を下記のとおり変更になり
ました。
【変更前】戸塚森森林公園管理棟
【変更後】石鳥谷東部土地改良区
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎41-3511）

８月
18：30 東和コミュニティセンター
21日（金）
８月
18：00 まなび学園
22日（土）

 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。

▲

【問い合わせ】 清掃センター（☎
31-2114）

▲

（単位：トン）
令和２ 平成31・令
区分
年度
和元年度
可燃ごみ
4,072
3,834
不燃ごみ
309
249
粗大ごみ
23
13
小計
4,404
4,096
びん
144
145
ペットボトル
49
49
その他プラスチック
149
143
衣類
28
31
小計
370
368
合計
4,774
4,464

■自治公民館整備事業補助金制度
令和３年度に自治公民館の新
築、改築、修繕などを予定してい
る町内会や自治会などに、必要な
経費の一部を補助します。
【補助率】 新築、改築…経費の
３分の１ 改修、修繕…30万円を
超える場合に経費の３分の１
※公共下水道や農業集落排水に係
る給排水設備ならびに合併処理浄
化槽の設置が必要な場合は、経費の
２分の１を補助。工事の内容によっ
て補助金の交付限度額があります
【申込期限】９月15日（火）
本 地域づ
【問い合わせ・申し込み】●
くり課（☎41-3513）

■新農業人フェアinいわて
県内の就農に関する的確な情報
を提供し、円滑な定着を図るた
め、
新規就農相談会を開催します。
【対象】 独立・自営就農を希望する
人、農業法人へ就業・研修を希望す
る人、農業体験を希望する人など
【開催日】８月22日（土）、令和３年
１月９日（土）
【時間】午前10時30分～午後３時
【会場】 いわて県民情報交流セン
ター「アイーナ」
（盛岡市）
※入場無料。申し込み不要です
【問い合わせ】岩手県農業公社就農
支援部就農支援課（☎019-623-9390）

■障がい者就労施設等からの
物品などの調達
市では「花巻市障がい者就労施
設等からの物品等の調達の推進方
針」に基づき、障がい者就労施設
等からの物品などの調達を推進し
ています。令和元年度の目標・実
績額と、本年度の目標額は下記の
とおりです。
令和元年度
目標額6,300,000円
実績額7,228,747円
令和２年度
目標額6,800,000円
新 障がい福祉課
（☎
【問い合わせ】●
41-3581）
▲

■目指そう‼ごみ減量生活
４月～６月の３カ月間の家庭ご
みの処理量は、平成31・令和元年
度と比べ増加しています。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。

■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
■
■
■
■

▲

■本市が農地法における農地転用許
可に関する「指定市町村」に指定
８月１日、本市は農地法におけ
る「指定市町村」になりました。これ
により「４㌶を超える農地転用許可」
（従来は岩手県が実施）と「４㌶以下
の農地転用許可」
（従来は農業委員会
が実施）を市が行っています。
【農地転用許可申請の流れ】
①申請者は農業委員会へ農地転用
許可申請を行う②農業委員会は申
請に対し内部審査の上、意見を添
えて市に申請書を送付③市は農業
委員会の意見を踏まえ再度審査を
行い、農地転用の許可を決定④市
は農業委員会を通じて申請者に許
可書を交付
【問い合わせ】 指定市町村制
度に関すること…農政課（☎231400） 申請に関すること…農業
委員会事務局（☎24-7911）
▲

【計画名・内容】
①公共施設マネジメント計画「実
施計画編」
（ 素案）…本市の公共施
設マネジメントを推進するため、
個別の建物施設の具体的な取り組
みを定めるもの
②学校施設長寿命化計画（案）…小
中学校施設の中長期的な維持管理
などの方針を定めるもの
③公園等施設長寿命化計画（案）…
公園等施設の計画的な維持管理の
方針などを定めるもの
本 契約管財課
【問い合わせ】 ①…●
（☎41-3523）、②…教育委員会教
新公
育企画課（☎41-3142）、③…●
園緑地課（☎41-3570）

資源ごみ

2020（R2）.8.15

■施設マネジメント・長寿命化計画
市民説明会
広く市民の皆さんの意見をお聴
きするため、市民説明会を開催し
ます。

新＝新館
●

▲

▲ ▲
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本＝本館
【お知らせ中の表記】●

一般ごみ

旭町
１戸 ２ＬＤＫ 一般・単身
■花巻市特定任期付職員（弁護士）
【締め切り日】８月25日（火）
【受験資格】 次の要件を全て満た
す人 司法修習生の修習を終えて 【入居の決定】抽選により決定
いること 弁護士としての実務経
※上記のほか市営住宅15戸、定住
験が２年以上あること（令和２年
促進住宅（新堀）４戸を随時募集し
８月31日現在） 昭和45年４月２
ています。詳しくはお問い合わせ
日以降に生まれた人
ください
【任用期間】
採用日から３年間
【問い合わせ・申し込み】花巻市営
※採用日は、令和３年４月１日ま
住宅管理センター（☎21-3100）
での範囲内で相談に応じます
【試験日】 申し込み受け付け後、
通知します
ሾʯɔ
【募集人数】
１人
【受付期限】
 ９月18日（金）当日消印
■ナラ枯れ被害を見つけたら
有効
本 人事課・総合案
キクイムシが運ぶ「ナラ菌」が原
【申し込み方法】 ●
内に備え付けの申込書に必要事項を
因の「ナラ枯れ被害」に遭ったミズ
記入の上、持参または郵送で下記へ
ナラやコナラ、クリ、クヌギ、カ
※申込書は、市ホームページにも
シワなどの木は、８月下旬から葉
掲載しています
が一気に赤くなり枯れ、根元に大
本 人事課
【問い合わせ・申し込み】 ●
量の木くずが発生します。
（〒025-8601花城町9-30☎41-3509）
県内では、沿岸部や秋田県境付
近で被害が確認され、被害市町村
は拡大傾向にあります。本市では
■排水設備工事責任技術者試験
まだ被害がありませんが、被害拡
【日時】
 10月18日（日）、午後１時～
大防止には早期発見が重要です。
３時30分
被害を発見した場合は、下記へご
【会場】
岩手県産業会館（盛岡市）
連絡ください。
【試験科目】 排水設備の法令分
【問い合わせ・相談】 農村林務課
支 産業係
大☎
（■
野
（関係法令） 排水設備の技術分 （ ☎ 2 3 - 1 4 0 0 ）、 ■
石
東
41-3122、■☎41-3442、■☎41野
（調査・測量、設計、施工）
6512）、県南広域振興局花巻農林振
【受験料】
3,000円
興センター（☎22-4932）
【申込期限】
８月31日（月）
新 下水道課に備
【申し込み方法】
●
え付けの申込書に必要事項を記入
■健康づくりに関するアンケート
の上、住民票の写し（３カ月以内
調査を実施します
に発行のもの）、卒業または修了
健康づくりを進めていくための
を証明する書類、実務従事証明書
行動指針「健康はなまき21プラン」
を添えて同課へ持参
新 下水道
の見直しに併せ、市では健康づく
【問い合わせ・申し込み】●
課
（☎41-3564）
りに関するアンケート調査を実施
します。市内在住の19歳～79歳未
受験講習会
満の男女2,300人を無作為に選び
【日時】
 ９月27日（日）、午前10時～
８月下旬に調査票を郵送しますの
午後３時20分
で、
回答にご協力をお願いします。
【会場】
岩手県産業会館
【問い合わせ】 健康づくり課（☎
【受講料】
3,000円
23-3121）

▲

団地名
高木南

▲

■市営住宅入居者

アンドロイ

ֱᮃ

ド端末

information

端末
iOS

情報

無料アプリ
で広報はなまきをご覧
いただけます

■８月30日～９月５日は
建築物防災週間です
県では、災害時に被害の発生す
る恐れがある建築物を中心に、安全
管理の状況を調査するほか、週間に
合わせた防災相談所を設置します。
【設置日】 ８月31日（月）～９月３日
（木）
【時間】午前９時～午後５時
県南広域振
【問い合わせ・設置場所】
興局花巻土木センター（☎22-4971）

■歳末たすけあい芸能大会
中止のお知らせ
市内４地域で開催を予定してい
た「歳末たすけあい芸能大会」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止します。
【問い合わせ】 花巻市社会福祉協
議会（本所☎24-7222、大迫支所☎
48-4111、石鳥谷支所☎45-4666、
東和支所☎42-3151）

■空間放射線量測定結果
【測定結果〔７月27日（月）～８月５日（水）
分〕
（単位：マイクロシーベルト／時）】
①市役所新館前…0.04～0.05
②田瀬振興センター…0.06～0.07
※指標を大幅に下回っています
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎41-3512）

■無料相談をご利用ください
相談名
実施日
時間
会場
申込開始日
弁護士法律相談 ９月２日（水）10：00～15：00 市民生活総合相談センター ９月１日（火）
司法書士法律相談 ９月10日（木）13:30～15：30 東和総合支所第３会議室 ９月３日（木）
市民生活総合相談センター
大迫総合支所第２会議室 申し込みは
市民生活
９月４日（金）10：00～12：00
（行政）相談
石鳥谷総合支所１階委員会室 不要です
東和総合支所第３会議室

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
新 市民生活総合相談センタ―
（☎41-3550）
【問い合わせ・申し込み】●
市民生活（人権）相談は当面の間、電話相談のみ受け付けます
電話相談は「みんなの人権110番」
（☎0570-003-110）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

大 ☎48クマを見掛けたら 本庁（☎24-2111）または各総合支所（ ■
石 ☎45-2111、■
東 ☎42-2111）
に電話の上「クマを見た」とお伝え
2111、■
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。

広報はなまき
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