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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
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■空間放射線量測定結果

【測定結果〔９月24日（木）～10月７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…0.05～0.07

※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）

■�第79回一関・盛岡間駅伝競走大会

　11月23日（月・祝）、一関から盛岡

までたすきをつなぐ「一関・盛岡間

駅伝競走大会」が開催されます。

　当日、選手が国道４号および県

道298号を通過するため交通規制

が行われます。沿道で観戦される

場合は、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

▼ソーシャルディスタンスの確保

▼大声での応援の自粛―などのご

協力をお願いします。

【規制時間】�午前10時40分～正午

ごろ

※コース図や通過時間など詳し

くは岩手日報社ホームページ

（https://www.iwate-np.co.jp/

page/ekiden2020)をご覧ください

【問い合わせ】�同大会事務局（岩手

日報社事業部☎019-653-4121）

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。

マイナンバーカードがあれば

コンビニで住民票などの証明

書が取得できます！

詳しくは●本市民登録

課（☎41-3547）へ

■一定面積以上の土地取引は

　届け出が必要です

　一定面積以上の土地取引は「国

土利用計画法」に基づく届け出が

必要です。契約日を含めて2週間

以内に届け出をしてください。

【届け出が必要な面積】� ▼都市計

画区域内…5,000平方㍍以上 ▼都

市計画区域外…10,000平方㍍以上

【届け出先】�土地の所在する市町村

【問い合わせ】�●新都市政策課（☎
41-3553）

■岩手県の最低賃金が

　改正されました

　岩手県の最低賃金は、10月３日

から時間額793円に改正されまし

た。県内で働く全ての労働者に適

用されます。賃金額が下回ってい

る場合は是正が必要です。

【問い合わせ】�岩手労働局労働基

準部賃金室（☎019-604-3008）

■�大規模小売店舗の変更に関する

説明会

【対象店舗】�WING301（上小舟渡50

ほか）

【日時】�10月23日（金）、午後６時

【会場】�花北振興センター

【店舗設置者】�株式会社北洲

【変更の予定日】�令和３年５月上旬

【問い合わせ】�●本商工労政課（☎
41-3539） ■�第14回「雨ニモマケズ」朗読全国

大会出場者募集

　「雨ニモマケズ」を朗読や群読す

る個人・団体を募集します。

【開催日時】� 令和３年１月30日

（土）、午後１時

【会場】�文化会館

【定員】�15組（先着順）

【参加料】�1,000円（団体は２人目

以降500円）、小学生以下500円

【申込期限】�12月25日（金）

【問い合わせ・申し込み】�同大会実

行委員会事務局�菊池洋子（☎090-

6454-3210）

■里親制度パネル展示

　「知ってほしい、里親のこと」

　里親制度に関するパネル展示を

行います。

【期間】�10月19日（月）～30日（金）

【時間】�午前９時～午後８時

※19日は午前11時から。30日は午

後３時まで

【会場】�ぷらっと花巻（イトーヨー

カドー花巻店２階）　

【問い合わせ】�岩手県福祉総合相

談センター児童女性部（☎019-

629-9608）、●新地域福祉課（☎41-

3575）

■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 11月４日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

11月２日（月）

司法書士法律相談 11月11日（水）13：30～15：30 11月４日（水）

■�生活支援ボランティア（ご近所

サポーター）養成研修（実践編）

　ボランティア養成研修の基礎編

を受講した人の、実践に向けたス

キルアップを目的に研修を実施し

ます。

【日時】� ▼11月12日（木）、午前９時

30分～午後３時 ▼ 11月13日（金）、

午前９時30分～午後２時

※２日間、合計10時間

【会場】�花巻市総合福祉センター

【受講料】�無料

【申込期限】�11月６日（金）

【問い合わせ・申し込み】�花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

■�花巻中学校吹奏楽部

　「第40回記念定期演奏会」

【日時】�10月25日（日）、午後２時（午

後１時30分開場）

【会場】�文化会館

【入場料】�無料

※来場を希望する場合は、下記へ

ご連絡ください

【問い合わせ】�花巻中学校吹奏楽

部�菅原、菅（☎23-2151）

■次世代自動車キャンペーン

　県では、地球温暖化防止のた

め、自動車に関する省エネの取り

組みとして次世代自動車キャン

ペーンを実施しています。アン

ケートに回答すると抽選で20人に

緑の募金付きＱＵＯカードが当た

ります。

【期間】�令和３年２月15日（月）まで

【応募方法】�キャンペーン専用ウェ

ブサイト（http://www.aiina.jp/

environment/co2-diet/ecocar.

html)にアクセスし、ウェブアン

ケートに回答する

【問い合わせ】�岩手県地球温暖化

防止活動推進センター（☎019-

606-1752）

■市政懇談会・市長との対話

①市政懇談会

　市長または副市長が各地区へ伺

い直接皆さんの声をお聴きします。

　

【開始時間】�午後６時から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）、■支地域づくり係（■石 ☎
41-3441、■東☎41-6511）

②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 地区 会場

10月27日（火）花西 花巻保健センター

10月30日（金）新堀 新堀振興センター

11月２日（月）八重畑 八重畑振興センター

11月６日（金）土沢 東和コミュニティセンター

期日 会場

11月６日（金）市役所本庁本館

11月17日（火）大迫総合支所

11月19日（木）石鳥谷総合支所

11月27日（金）東和総合支所

■�2021年版「県民手帳」「能率手帳」

の販売

【販売価格（税込み）】� ▼県民手帳

…700円 ▼能率手帳…800円

【販売期間】�令和３年１月20日（水）

まで

※土・日曜日、祝日、12月29日～令

和３年１月３日を除く

【問い合わせ・取り扱い】�市統計調

査員協議会事務局（●本総務課内☎
41-3507）、■支地域づくり係（■大 ☎
41-3121、■石 ☎41-3441、■東 ☎41-

6511）

※市内の書店でも販売しています

■市場まつり中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、本年の市場まつりは

中止します。

【問い合わせ】�●本商工労政課（☎
41-3539）

■�文化財セミナー

　「花巻の山城を歩く」

　東和町内の城址（安俵城、毒沢

城）をガイド付きで巡ります。

【日時】�11月10日（火）、午前８時30

分～午後０時30分

【集合場所】�まなび学園駐車場

【定員】�15人（先着順）　

【参加料】�100円（保険料）

【申込開始日】�10月22日（木）

【問い合わせ・申し込み】�教育委員

会文化財課（☎41-3152）

■�岩手大学教育学部出前講座「く

らしに活
い

かそう！わくわく入門

講座」

【対象】�市内に在住している人

【会場】�まなび学園

【定員】�各回30人（先着順）

【受講料】�無料

【申込開始日】�10月19日（月）

【問い合わせ・申し込み】�●本生涯学

習課（☎41-3587）

期日 講座内容 講師

11月
10日（火）

高齢者にとっての運
動と肉食―最近の研
究から

（家政）
三井隆弘
准教授

11月
24日（火）

洗濯をランクアッ
プ！洗剤と洗浄の科
学

（家政）
天木桂子
教授

12月
８日（火）

もうお薬では治せな
い？薬剤耐性菌につ
いて

（理科）
安川洋生
教授

12月
22日（火）

生きた証を語り継ぐ
―震災・戦災死の伝
承

（社会）
麦倉哲
教授

令和３年
２月２日
（火）

楽しく聞こう！現代
日本語よもやま話

（国語）
菊地悟
教授

■�定住外国人支援事業「日本文化

体験講座―絵手紙で年賀状を書

こう」

【対象】�市内に在住または在勤し

ている外国出身者

【日時】�11月８日（日）、午前10時～

11時30分

【会場】�花巻市交流会館

【講師】�照井�満喜子さん

【定員】�15人（先着順）

【受講料】�無料

【申込開始日時】�10月19日（月）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】�花巻国際

交流協会（☎26-5833）

�　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。


