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■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

１月18日（月） 市役所本庁本館

１月20日（水） 大迫総合支所

１月26日（火） 石鳥谷総合支所

１月29日（金） 東和総合支所

■岩手中部水道企業団

　競争入札参加資格審査申請

　岩手中部水道企業団が発注する

競争入札・見積もりに参加を希望

する場合は「競争入札参加資格審

査申請書」を提出してください。

　令和元・２年度の「建設関連業

務」「物品の買い入れ・役務の提供」

の参加資格を有する人は、有効期

間を１年延長するため、申請は不

要です。

【対象業種】�①建設工事②建設関

連業務③物品の買い入れ・役務の

提供

【有効期間】�①令和３・４年度②③

令和３年度

【受付期間】�２月１日（月）～26日（金）

【申請方法】�申請様式に必要事項

を記入の上、郵送で下記へ

※申請様式は、岩手中部水道企

業団ホームページ（https://www.

iwatetyubu-suido.jp/）に掲載し

ています

【問い合わせ・申請】�岩手中部水

道企業団総務課（〒025-0004�葛

3-183-1�☎41-5315）

■新型コロナウイルス感染症拡大

　防止に伴うイベントなどの開催

　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、中止になったイベ

ントなどをお知らせします。

①市政懇談会（外川目・大瀬川地区）

　12月22日（火）〔外川目地区対象〕

と24日（木）〔大瀬川地区対象〕に予定

していた市政懇談会を中止します。

【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）

②令和３年花巻市消防出初式

　１月10日（日）に予定していた令

和３年花巻市消防出初式を中止し

ます。

【問い合わせ】�消防本部総務課（☎
22-6122）

③第14回「雨ニモマケズ」朗読全国

大会

　１月30日（土）に予定していた第

14回「雨ニモマケズ」朗読全国大会

を中止します。

【問い合わせ】�同大会実行委員会事

務局�菊池洋子（☎090-6454-3210）

■花巻市高齢者いきいきプラン

　（花巻市高齢者福祉計画・第８期

　介護保険事業計画）〔骨子案〕

　高齢者が慣れ親しんだ地域で、

心身共に健康で生きがいを持って

生活できるまちを目指し、具体的

な取り組みを定めた計画を策定す

るため、計画骨子案について皆さ

んの意見を募集します。

【期間】� 12月15日（火）～１月15日

（金）

【公表方法】�●新長寿福祉課、●本総

務課、■支 地域振興課、まなび学

園、各振興センターに備え付ける

ほか、市ホームページに掲載

【意見の提出方法】�①住所②氏名

③電話番号④意見を明記の上、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・提出】�●新長寿福祉

課（〒025-8601�花城町9-30�☎
24-2111内線596�思41-1299�死

choujyu@city.hanamaki.iwate.

jp）

■第２次岩手県地球温暖化対策

　実行計画（素案）・次期岩手県環

　境基本計画（素案）

　県では、第２次岩手県地球温暖

化対策実行計画および次期岩手県

環境基本計画を策定するため、計

画素案について皆さんの意見を募

集しています。

【期間】�12月24日（木）まで

【公表方法】� 県庁行政情報セン

ター・県庁県民室・県立図書館（盛

岡市）、各地区合同庁舎行政情報

サブセンターに備え付けるほか、

県ホームページに掲載

【意見の提出方法】�①住所②氏名

③意見を明記の上、郵送、ファク

ス、メールのいずれかで下記へ

【問い合わせ・提出】�県環境生活企

画室（〒020-8570�盛岡市内丸10-1�

☎019-629-5329�思019-629-5334�

死AC0001@pref.iwate.jp）

＊パブリックコメントとは
　計画案などを公表して市民に意見を求め、出され
た意見を考慮して計画などを決定する方法です。

■埋蔵文化財講座

　「花巻の遺跡を学ぶ会」

　花巻城跡三之丸（城内）や似内遺

跡（上似内）、殿屋敷遺跡（石鳥谷町

新堀）など、最新の市内遺跡発掘

の成果を報告するほか、出土した

遺物などを会場内に展示します。

【日時】�１月23日（土）、午後１時30

分～４時

【会場】�花巻市交流会館

【定員】�40人（先着順）

【入場料】�無料

【申込期間】�12月18日（金）～１月16

日（土）

【問い合わせ・申し込み】�花巻市総

合文化財センター（☎29-4567）
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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.345

■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

■空間放射線量測定結果

【測定結果（単位：マイクロシーベルト／時）】

期間 測定場所 測定値

11/24～11/27 市役所新館前 0.02～0.04

11/24～12/9 田瀬振興センター 0.06～0.07

※国や県が示す指標を大幅に下

回っています。なお、測定器の点

検のため、本庁の測定を休止して

います。この間は、県が測定した

下記の値を参考としてください

期間 測定場所 測定値

11/30～12/9 花巻地区合同庁舎 0.029～0.03

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3512）

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

■第十一回特別弔慰金の請求を

　受け付けています

　戦没者などの遺族に対する特別

弔慰金の請求を受け付けています。

【受付場所】�●新地域福祉課または

■支健康福祉係

【請求期限】�令和５年３月31日（金）

【問い合わせ】�●新地域福祉課（☎
41-3572）、■支 健康福祉係（■大☎
41-3127、■石☎41-3447、■東☎41-

6517）

■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

【日時】�１月９日（土）、午後１時～

４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）

■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】�

▲

１月12日（火）、午前10時

～午後３時30分

▲

１月13日（水）、

午前９時30分～午後３時

※２日間、計８時間

【会場】�東和総合福祉センター

【受講料】�無料

【申込期限】�１月８日（金）

【問い合わせ・申し込み】�花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 １月７日（木）10：00～15：00 市民生活総合相談センター １月６日（水）

司法書士法律相談
１月７日（木）13:30～15:30 石鳥谷総合支所１階委員会室 12月24日（木）

１月13日（水）13:30～15:30

市民生活総合相談センター

１月６日（水）

弁護士法律相談 １月20日（水）10:00～15:00 １月19日（火）

消費者救済資金貸付相談 １月21日（木）13:00～17:00 １月14日（木）

市民生活
（行政）相談

１月８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

■医療通訳者養成研修会

　県南広域振興局では、日本語を

母語としない人たちの病院受診を

サポートする医療通訳者の養成研

修会を開催します。

【期日】�１月17日（日）・24日（日）

【会場】�奥州地区合同庁舎（奥州市）

【対象言語】�英語、中国語、ベト

ナム語、タガログ語

【受講料】�無料（テキスト代は自己

負担）

【申込期限】�１月12日（火）

【問い合わせ・申し込み】�奥州市国

際交流協会（☎0197-22-6111）

■証明書コンビニ交付サービスの

　停止

　システムメンテナンスのため、

各種証明書のコンビニ交付サービ

スを停止します。

【停止日時】�１月14日（木）、午後７

時～11時

※作業状況により、時間を変更す

る場合があります

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■針葉樹の小口買い取り搬入受け　　

　入れ日（１～３月分）

期日 搬入場所

１月13日（水）・
23日（土）、２月
10日（水）・20日

（土）、３月10日
（水）・27日（土）

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）

３月10日（水）・
27日（土）

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）

【時間】�午前10時～午後３時

【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）

 　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。


