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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.346

■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

暮らしの行政書士相談１月28日（木）13：30～15：30
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

１月21日（木）

弁護士法律相談 ２月３日（水）10：00～15：00 ２月２日（火）

司法書士法律相談 ２月10日（水）13：30～15：30 ２月３日（水）

�　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。

■証明書自動交付機の停止

　システム更新のため、市役所本

庁となはんプラザの各種証明書の

自動交付機を停止します。

【停止日】�１月27日（水）

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■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

12/10～1/7
市役所新館前 休止中

田瀬振興センター 0.05～0.07

※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

12/10～1/7 花巻地区合同庁舎 0.022～0.042

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3512）

■いわて冬エコキャンペーン

　県では、地球温暖化防止を目的

に「いわて冬エコキャンペーン」を

実施しています。

　期間中、ウェブサイト上で紹介

している「省エネ行動」を閲覧して

アンケートに答えると、抽選で20

人に緑の募金付きＱＵＯカード

1,000円分が当たります。

【期間】�２月28日（日）まで

【応募方法】�ウェブサイト「いわ

てエコアクション2020冬eco編」

（http://www.aiina.jp/environment/

iwate_share/index.html）にアクセ

スし、ウェブアンケートに回答

【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）

■相続登記はお済みですか月間

　岩手県司法書士会では、２月を

「相続登記はお済みですか月間」と

定め、期間中に無料相談などを実

施します。

①特設無料相談所

【期日】�２月５日～26日の毎週金

曜日

【時間】�午前10時～正午

【会場】�岩手県司法書士会館（盛岡

市本町通2-12-18）

※申し込み不要。２月中は県内の

司法書士事務所でも無料相談を受

け付けます（土・日曜日、祝日を除

く）

②無料電話相談

【期日】�２月２日～25日の火・木曜

日（11日・23日を除く）

【時間】�午前10時～午後１時

【相談電話】�0120-823-815

※通話料はかかりません

①②共通

【問い合わせ】�岩手県司法書士会

事務局（☎019-622-3372）

■第11回�岩手県民の健康を

　考える講演会

【日時】�１月31日（日）、午後１時30

分～４時30分（午後１時開場）

【会場】�文化会館

【内容】�

▲

講演「ハカセに聴く�な

ぜ姿勢を良くしなければいけない

のか？～『姿勢科学』から考える大

人が知るべきこどもの発育～」

▲

特別講義「徒手療法業界の現状」

▲

姿勢調整・体験相談会

【講師】�健康科学博士の小野寺靖

さん

【定員】�200人（先着順）

【受講料】�一般1,200円（前売り券

1,000円）、高校生以下無料

【問い合わせ】�姿勢専科ＫＣＳセ

ンター花巻・北上� 熊谷幸子（

0120-411-121）

最新の行政情報はラジオから

エフエム・ワンは78.7MHz
「外国語インフォメーション」

　英語・中国語・韓国語で放送中

　（月～金曜日、午前６時15分から）

■「新花巻図書館―まるごと市民

　会議」�オンライン講演会

　「新花巻図書館―まるごと市民

会議」主催のオンライン講演会を

Zoomで開催します。

※ZoomのＵＲＬは同会議のフェイ

スブックでお知らせします

【日時】�１月24日（日）、午後２時

【内容】�講演「図書館と私～本から

のおくりもの～」（講師は絵本専門

士で読書推進団体「こども広場・マ

グノリア」代表の牧野幹さん）

※参加無料。申し込み不要です

【問い合わせ】�同会議�事務局長�

増子義久（☎090-5356-7968）

オンライン講演会のサテライト

を設けます

【会場】�賢治の広場（上町）
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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

２月５日（金） 市役所本庁本館

２月９日（火） 大迫総合支所

２月12日（金） 石鳥谷総合支所

２月16日（火） 東和総合支所

■子宮頸
けい

がん検診追加日程（予約制）

【対象】�令和元年度に未受診の20

歳以上の女性

【期日】�２月16日（火）～18日（木）

【時間】�①午前９時～10時45分②

午後１時～２時45分

【会場】�花巻保健センター

【検診料】�1,500円

【予約開始日時】�１月20日（水）、午

前９時

【問い合わせ・予約】�健康づくり課

（☎23-3121）

■新型コロナウイルス感染症拡大

　防止に伴うイベントの開催中止

　のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の拡

大防止に伴い中止になったイベン

トをお知らせします。

①2020花巻まつり特別公演

　開催を見合わせていた2020花巻

まつり特別公演を中止します。

【問い合わせ】�花巻まつり実行委

員会事務局（●本観光課内☎41-3542）

②元祖わんこそば全日本大会

　２月11日（木・祝）に予定していた

元祖わんこそば全日本大会を中止

します。

【問い合わせ】�同大会運営委員会事

務局（花巻青年会議所内☎24-2025）

③わらび座特別公演『賢治さんの

贈り物』

　２月28日（日）に予定していたわ

らび座特別公演『賢治さんの贈り

物』を中止します。

※チケット代の払い戻しについて

詳しくは、文化会館ホームページ

をご覧ください

【問い合わせ】�幸せ出ずる国いわ

て実行委員会事務局（SAP内☎03-

6912-0945）

■ミツバチの飼育届の

　提出をお願いします

　ミツバチを飼育している人は、

令和３年１月１日時点の飼育群数

と年間の飼育計画を１月29日（金）

までに提出してください。

※趣味で飼育している人も届け出

が必要です

【問い合わせ・届け出】�県南広域振

興局花巻農林振興センター（☎22-

4931）

■高病原性鳥インフルエンザの

　対策をしましょう

　国内の養鶏場で高病原性鳥イン

フルエンザの発生が相次いでいま

す。家きん飼養者は、ウイルスへ

の対策を徹底しましょう。

【感染予防・対策のポイント】

▲

家きんの様子を毎日観察する

▲

野生動物の侵入防止策を講じる

など

※万が一、死亡家きんが増加した

場合は、速やかに下記へ通報して

ください

【問い合わせ・通報】�県南家畜保

健衛生所（☎0197-23-3531）、花

巻保健福祉環境センター（☎22-

4921）、農政課（☎23-1400）

■あなたの大切な遺言書を

　法務局が守ります

　遺言の利用を促進し、相続を巡

る紛争を防止するため、法務局が

自筆証書遺言書をお預かりする制

度が令和２年７月10日から始まり

ました。

　同制度の内容や手続き方法など

詳しくは、法務省ホームページ

（http://www.moj.go.jp/MINJI/

minji03_00051.html）をご覧いた

だくか、下記へお問い合わせくだ

さい。

【問い合わせ】�盛岡地方法務局花

巻支局（☎24-8311）

■シルバー無料スキー講習会

【対象】�50歳以上で緩斜面を滑れ

る人

※会員・非会員は問いません

【日時】�２月13日（土）、午前10時～

正午

【会場】�鉛温泉スキー場

【受講料】�無料（リフト代は自己負担）

【問い合わせ・申し込み】�花巻市シ

ルバー人材センター（☎24-0556）

■世代に応じた就活、

　就職サポート説明・相談会

　もりおか若者サポートステー

ションと、しごとネットさくらの

就職支援事業の説明会と就職に向

けた説明会を開催します。

【日時】�１月29日（金）、午後１時30

分～４時

【会場】�ハローワーク花巻

【内容】�就職相談、就労支援内容

の説明、個別相談など

【定員】�10人（先着順）

【予約期限】�１月28日（木）、午後５時

【問い合わせ・予約】�もりおか若

者サポートステーション（☎019-

625-8460）

（納期限は２月１日）今月の納税

市県民税（第４期）

国�保�税（第７期）


