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■道の駅「石鳥谷」の施設を

　ご利用ください

　道の駅「石鳥谷」は、令和５年の

リニューアルオープンに向けて各

種工事を実施していますが、次の

施設は利用できます。

【利用可能施設】� 酒匠館（物産

館）、りんどう亭（食堂）、石鳥谷

農産物直売所（産直）、屋外トイ

レ、ふれあい情報館、駐車場

※南部杜氏伝承館は工事のため休館

【問い合わせ】�■石 産業係（☎41-

3442）

※営業（開館）時間などについては

各施設にお問い合わせください

■10月から市内スポーツ施設が

　敷地内禁煙になります

　市では「望まない受動喫煙」から

市民の健康を守るため、市の公共

施設の敷地内禁煙を推進していま

す。10月１日から市内スポーツ施

設の敷地内禁煙を実施しますの

で、ご協力をお願いします。

※対象施設には敷地内禁煙のポス

ターを掲示しています。対象施設

一覧は市ホームページをご覧くだ

さい

【問い合わせ】�●本スポーツ振興課

（☎41-3592）

■市政懇談会

　市長または副市長が各地区に伺

い、直接皆さんの声をお聴きしま

す。地域の声を市政に伝える機会

ですので、ご参加ください。

【時間】�午後６時30分～１時間30

分程度

※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、マスクの着用をお願

いします。そのほかの地区につい

ても広報はなまきなどで順次お知

らせします

【問い合わせ】�●本地域づくり課（☎
41-3514）

期日 地区 会場

10月22日（木） 矢沢 矢沢振興センター

■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】�10月７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。気象状況によっ

ては中止になる場合があります

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■「農振除外」の申し出は

　10月30日までに

　農業振興地域内の農用地区域に

指定されている土地に住宅建築や

駐車場整備を行う場合、農用地区

域からの除外手続き（農振除外）が

必要です。

【受付期間】�10月５日（月）～30日（金）

※土・日曜日を除く

【問い合わせ・提出】�農政課（☎23-

1400）、■支産業係（■大☎41-3122■石☎
41-3442■東☎41-6512）

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（10月～12月）

　市内で伐採した間伐材などの針

葉樹を買い取ります。

【期日】� 10月７日（水）・24日（土）、11

月11日（水）・28日（土）、12月９日（水）・

19日（土）

【時間】�午前10時～午後３時

【搬入場所】�

▲

中根子ステーショ

ン（花巻バイオチップ株式会社中

根子貯木場）

▲

大迫ステーション

（株式会社大迫生コン）
▲

三郎堤ス

テーション（花巻バイオチップ株

式会社三郎堤貯木場）

【問い合わせ】�花巻市森林組合（☎
41-4555）、同大迫事業センター（☎
48-5311）、農村林務課（☎23-1400）

■はなまき通検定「初級編」

　花巻の歴史・先人・文化・観光な

どに関する検定試験です。合格者

には合格証と記念ピンバッジを進

呈します。

【日時】�12月５日（土）、午前10時～

10時50分

【会場】�花巻市交流会館

【定員】�70人程度（先着順）

【受検料】�500円

【申込開始日】�10月９日（金）

※検定の詳細などは、花巻観光協

会ホームページに掲載する予定で

す

【問い合わせ・申し込み】�花巻観光

協会（☎29-4522）

事前講習会を開催

　同検定の受検者を対象に、事前

講習を行います。

※参加は任意です

【期日】�11月14日（土）

【会場】�花巻市交流会館

■ポリテクセンター岩手（公共職

　業訓練）受講生

【訓練期間】�12月１日（火）～令和３

年５月28日（金）

【募集科】�ビル管理技術科

【定員】�16人

【受講料】�無料

【申込期間】�10月１日（木）～27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）

 　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。

■無料建築相談所を開設

　10月15日～21日は違反建築防止

週間です。この期間中、県南振興

局では無料建築相談所を設置し、

建築に関するさまざまな相談に応

えます。

【期間】�10月15日（木）～21日（水）�

※土・日曜日を除く

【時間】�午前９時～午後５時

【会場・問い合わせ】�県南広域振興

局花巻土木センター（☎22-4971）
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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.340

■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）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

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 10月21日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

10月20日（火）

暮らしの行政書士相談10月22日（木）13：30～15：30 10月15日（木）

市民生活
（行政）相談

10月９日（金）10：00～12：00

市民生活総合相談センター

申し込みは
不要です

大迫総合支所第２会議室

石鳥谷総合支所１階委員会室

東和総合支所第３会議室

岩手

■花巻市地域福祉計画策定に向け

　たアンケート調査を実施します

　福祉の総合的な取り組みを示す

「地域福祉計画」の策定に向け、市

では市民の皆さんの生活状況や福

祉に関するアンケート調査を実施

します。

　市内在住の18歳以上の人から

2,000人を無作為に選び10月上旬

に調査票を郵送しますので、回答

にご協力をお願いします。

【問い合わせ】�●新地域福祉課（☎
41-3572）

■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。

【対象】�市内に在住する人で、「ご

近所サポーター」活動に関心のあ

る人

【日時】�

▲

10月13日（火）、午前10時

～午後３時30分

▲

10月14日（水）、

午前９時30分～午後３時

※２日間、計８時間

【会場】�花巻市総合福祉センター

【受講料】�無料

【申込期限】�10月９日（金）

【問い合わせ・申し込み】�花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

■「農業日誌」「ファミリー日誌」

　「新農家暦」の予約受け付け

【予定価格（税込み）】�

▲

農業日誌

1,540円

▲

ファミリー日誌1,540円

▲

新農家暦550円

※下記予約受付場所での予約合計

が４冊以上の場合、価格が２割程

度割引になります

【予約期限】�10月26日（月）

【予約受付場所】�花巻市統計調査

員協議会事務局（●本総務課内、■支

地域づくり係内）

【問い合わせ】�●本 総務課（☎41-

3507）

■ほいくしカフェ

　保育士として再就職を目指して

いる人同士が情報交換する場で

す。保育士の仕事に関する情報提

供も行います。

【対象】�保育士として再就職を目

指している人

【日時】�10月28日（水）、午前10時30

分～正午

【会場】�花北振興センター

【申込期限】�10月27日（火）、正午

【問い合わせ・申し込み】�岩手県社

会福祉協議会�保育士・保育所支援

センター（☎019-637-4544）

（納期限は11月２日）今月の納税

市県民税（第３期）

国 保 税（第４期）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔９月９日（水）～23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…0.05～0.06�

※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）

■出前無料労働相談会

　労働者と使用者との間のさまざ

まな問題について、弁護士や経営

者などが相談に応えます。

【日時】�10月31日（土）、午後１時～

４時

※当日の受け付けは午後３時ま

で。事前予約を優先します

【会場】�あすもあ遠野（遠野市）

【問い合わせ・予約】�県労働委員会

事務局（錆0120-610-797）

■平和講演会「いのちの尊さと

　平和-広島で原爆を体験して-」

【日時】�10月10日（土）、午後２時～

４時

【会場】�花巻市総合福祉センター

【講師】�岩手県原爆被害者団体協

議会会長の伊藤宣夫さん

※入場無料。申し込み不要です

【問い合わせ】�平和憲法・９条を

守る花巻市民の会�林正文（☎23-

5439）

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。


