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■「統計の日（10月18日）」の標語

　総務省では、統計への関心と理

解を深めるための標語を募集して

います。

　入選者には、表彰状と副賞が授

与され、入選作品は「統計の日」の

ポスターのほか、各種広報に活用

されます。

【応募期限】 ３月31日（水）

※応募方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 ●本 総務課（☎41-

3507）

■「市民ギャラリー展」出展者

　令和３年度「市民ギャラリー展」

出展者（個人・団体）を募集します。

絵画、写真、書道、手工芸など、

ジャンルは問いません。

【展示期間】 約１カ月

【会場】 石鳥谷図書館

【出展料】 無料

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 石鳥谷図書館（☎
45-6882）

■令和３年度国家公務員「国税専

　門官採用試験」（大卒程度）

【受験資格】 

▲

平成３年４月２日

～12年４月１日生まれの人

▲

平成

12年４月２日以降生まれの人で、

次の①②のいずれかに該当する人

①大学を卒業した人または令和４

年３月までに大学を卒業する見込

みの人

②人事院が①と同等の資格がある

と認める人

【申込期間】 ３月26日（金）～４月７

日（水）

【申し込み方法】 ウェブサイト

「国家公務員試験採用情報NAVI

（https://www.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.html）」から申し込み

【第１次試験日】 ６月６日（日）

【問い合わせ】 仙台国税局人事第

二課（☎022-263-1111内線3236）

※大迫保健福祉センターでの各種乳幼
児健診は、奇数月に実施しています

■母子健康手帳交付、乳幼児健診など（対象者に通知済み）　

７カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

３月９日（火） 大迫保健福祉センター 12：30～12：45 ２年７月～８月生まれ

３月11日（木） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年８月１日～15日生まれ

３月12日（金） 石鳥谷保健センター 12：30～12：45 ２年８月生まれ

３月25日（木） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年８月16日～31日生まれ

１歳６カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

３月９日（火） 大迫保健福祉センター 12：30～13：00 元年７月～８月生まれ

３月12日（金） 石鳥谷保健センター 12：45～13：00 元年８月生まれ

３月16日（火） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年９月１日～15日生まれ

母子健康手帳交付
実施日 受付時間 交付場所・予約先 備考

月～金曜日
（祝日を除く）

9：00
～

16：30

健康づくり課
（花巻保健センター）

予約なく来所の場合は交付まで
１時間ほどかかります

大迫・石鳥谷・東和総合支所
健康づくり窓口

予約者のみ

離乳食教室
実施日 会場 受付時間 対象

３月８日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年10月１日～８日生まれ

10:15～10:30 ２年10月９日～15日生まれ

３月22日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年10月16日～27日生まれ

10:15～10:30 ２年10月28日～31日生まれ

３月26日（金） 石鳥谷保健センター  9：00～ 9：15 ２年10月～11月生まれ

　新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を調整しご案内していま

す。ご案内の日程で受けられない場合は、必ず事前に健康づくり課また

は各総合支所健康づくり窓口へ電話でご連絡ください。

２歳児親子歯科健診
実施日 会場 受付時間 対象

３月９日（火） 大迫保健福祉センター 12：45～13：00 平成30年８月～９月生まれ

３月17日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成30年９月16日～30日生まれ

３歳児健診
実施日 会場 受付時間 対象

３月９日（火） 大迫保健福祉センター 12：30～13：00 平成29年８月～９月生まれ

３月10日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成29年９月16日～30日生まれ

３月12日（金） 石鳥谷保健センター 13：00～13：15 平成29年９月生まれ

３月24日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成29年10月１日～15日生まれ

・健康づくり課（花巻保健センター）☎ 23-3121
・大迫総合支所 健康づくり窓口　　 ☎ 41-3128 
・石鳥谷総合支所 健康づくり窓口　 ☎ 41-3448
・東和総合支所 健康づくり窓口　　 ☎ 41-6518 

妊娠前相談（予約制）
実施日 受付時間 交付場所・予約先 備考

月～金曜日
（祝日を除く）

① 9：00～11：00
②13：00～16：00

健康づくり課
（花巻保健センター）

事前の電話予約が必要。妊娠に関わ
るさまざまな悩みに対し、助産師や保
健師が個別に対応し、サポートしま
す。パートナーとの相談も可能です。
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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
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■家きんの飼育状況の定期報告を

　忘れずに

　ニワトリなどの家きんを飼養し

ている人は、２月１日時点の飼育

状況を所定の報告書に記入の上、

下記のいずれかの窓口へ提出して

ください。

【提出期限】 ６月15日（火）

【提出先】 県南家畜保健衛生所、

農政課、■支産業係

【問い合わせ】 県南家畜保健衛生

所（☎0197-23-3531）

■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 ３月17日（水）10：00～15：00

市民生活総合相談センター

３月16日（火）

消費者救済資金貸付相談３月18日（木）13：00～17：00 ３月11日（木）

暮らしの行政書士相談３月25日（木）13：30～15：30 ３月18日（木）

市民生活
（行政）相談

３月12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１－１会議室

東和総合支所第３会議室

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔２月８日（月）～18日（木）分〕

（単位：マイクロシーベルト／時）】

①市役所新館前…0.03～0.04

②田瀬振興センター…0.05

※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）

■まちなかビジターセンターを

　閉館します

　本市の中心市街地を訪れる観光

客に観光情報・休憩場所を提供す

るとともに、市内の特産品を販

売してきた「まちなかビジターセ

ンター（上町）」は、３月15日（月）を

もって閉館します。

【問い合わせ】 ●本 観光課（☎41-

3541）

■証明書自動交付機の停止

　システム更新のため、各種証明

書の自動交付機を停止します。

【停止日】 ３月６日（土）

【停止時間】 
▲

市役所本館…午前

８時30分～午後２時

▲

なはんプラ

ザ…午前９時～午後２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）

■引っ越しシーズンは窓口が

　混雑します

　３・４月の引っ越しシーズン

は、住所変更の手続きなどによ

り、市役所の窓口が大変混雑しま

す。新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のためにも、市役所の窓

口以外でできる下記サービスをぜ

ひご利用ください。

　また、マイナンバーカードの交

付や電子証明書の更新などの手続

きは予約優先となりますので、事

前に予約をお願いします。

①コンビニ交付サービス

【必要なもの】 マイナンバーカード

【取得できる証明書】 住民票の写

し、印鑑登録証明書、課税（所得）証

明書、戸籍全部・個人事項証明書（戸

籍謄本・抄本）、戸籍の附票の写し

②自動交付機

【必要なもの】 はなまき市民カード

【取得できる証明書】 住民票の写

し、印鑑登録証明書、課税（所得）

証明書

①②共通

※手続き方法など詳しくは市ホー

ムページをご覧いだだくか、下記

へお問い合わせください

【問い合わせ】 ●本市民登録課（☎
41-3547）、■支市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東☎41-6516）

�　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。

■令和３年度岩手県食品表示

　ウォッチャー

【応募資格】 県内に居住する18歳

以上（令和３年４月１日現在）の人

【任期】 委嘱の日から令和４年３

月31日（木）まで

※委嘱は５月頃を予定。活動に応

じて年間1,500円の範囲内で謝金

を支払います

【活動内容】 

▲

食品の表示状況の

モニターおよび報告

▲

不適正な食

品表示の情報提供

▲

食品表示に関

する研修会への参加

【募集人数】 30人（選考）

【応募期限】 ３月31日（水）必着

※応募方法など詳しくは県ホーム

ページをご覧いただくか、下記へ

お問い合わせください

【問い合わせ】 県庁県民くらしの

安全課（☎019-629-5270）

■～高齢者なんでも相談～

　シルバー110番

　高齢者やその家族を対象に、

困っていることや知りたいことな

どの相談に応えます。相談は無料

で、秘密は守られます。

【日時】 毎週月～金曜日（祝日を除

く）、午前９時～午後５時

【相談電話】 0120-84-8584

【問い合わせ】 岩手県高齢者総合

支援センター（☎019-625-7490）


