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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

無料アプリ

で広報はなまきをご覧
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　掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況のため、

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。

■ 特定不妊治療費助成を拡充

　市では、特定不妊治療を受けた

夫婦に対し、治療費の一部を助成

する事業の内容を拡充しました。

令和３年１月１日以降に終了した

治療分から適応されます。

【拡充内容】� ▼対象者…事実婚の

関係にある人を追加 ▼要件…所得

制限を撤廃 ▼対象治療…主治医の

治療方針に基づき行った男性不妊

治療を追加 ▼助成金額…治療費か

ら県助成金を控除した金額（１回

の申請につき上限10万円）に拡充

【問い合わせ】�●本国保医療課（☎
41-3584）、■支健康福祉係（■大☎41-

3127、■石☎41-3447、■東☎41-6517）

■  雪害による農業用施設等被害状

況の報告について

　大雪の影響で被害を受けた農業

用ビニールハウスなどの修繕や再

建の経費に対する、国および県の

支援事業が創設されました。支援

事業をご案内できる場合がありま

すので、被害を受けた農業者は被

害状況を下記へ報告してください。

※岩手県農業共済組合中部地域セ

ンターまたは花巻農業協同組合に

報告済みの人は報告不要

【問い合わせ・報告】�農政課（☎23-

1400）

■ 障害基礎年金等受給者の児童扶

養手当が３月分から変わります

　障害基礎年金などを受給してい

るひとり親世帯のうち、児童扶養

手当の額が障害年金の額（子の加

算部分）を上回る場合、３月分（５

月支給）からその差額を受給でき

るようになります。３月１日時点

で支給要件を満たしている人は、

６月30日までに申請することで３

月分の手当から受給できます。

※すでに児童扶養手当受給資格者

として認定を受けている人は申請

不要

【問い合わせ・申請】�●新地域福祉課

（☎41-3575）

■宝くじ助成で地域活動支援

　市では、コミュニティ助成事業

により、地域の活動を支援してい

ます。

【助成対象事業】� ▼一般コミュニ

ティ助成事業…公民館の備品、祭

り用備品など ▼コミュニティセン

ター助成事業…公民館の建設など

◉本年度支援を行った団体

※この事業は宝くじの助成金で実

施しており、事業実施年度の前年

度の８・９月に自治総合センター

が募集しています

【問い合わせ】�●本地域づくり課（☎
41-3513）

▲  小瀬川自治会
…エアコンな
どの整備

▲  新堀７区自治
会…公民館の
建設

▼  東和町土沢第
３区自治会…
地区盆踊り大
会用備品の整
備

■ 高齢者福祉タクシー助成券を交

付します

　80歳以上のひとり暮らしなどの

高齢者を対象に、タクシー料金の

一部を助成します。

【対象】� ▼ひとり暮らしの80歳以

上の人 ▼65歳以上の高齢者のみの

世帯で暮らしている80歳以上の人

※障がい者福祉タクシー助成券・

被災者支援タクシー助成券の交付

を受けている人や、社会福祉施設

に入所中の人、本人または同居の

家族が自動車やオートバイを所有

している場合は対象外です

【助成内容】�年間100円助成券120

枚

【利用方法】�１回の乗車に複数枚

の助成券が利用可能

【申請開始日】�４月１日（木）

【申請方法】�印鑑をお持ちの上、下

記へ

【問い合わせ・申請】�●新長寿福祉

課（☎41-3576）、■支健康福祉係（■大

☎41-3127、■石☎41-3447、■東☎41-

6517）

■ 障がい者福祉タクシー助成券を

交付します

　重度障がいがある人を対象にタ

クシー料金の一部を助成します。

【対象となる障がいの程度】� ▼身

体障害者手帳１級 ▼身体障害者手

帳２級（視覚・下肢・体幹障がいの

み） ▼療育手帳Ａ ▼精神障害者保

健福祉手帳１級

※社会福祉施設に入所中の人や、

軽自動車税・自動車税の減免を受

ける人は対象外です

【助成内容】�１カ月当たり100円助

成券15枚（年間最大180枚）

【利用方法】�１回の乗車に複数枚

の助成券が利用可能

【申請開始日】�４月１日（木）

【申請方法】�手帳と印鑑をお持ち

の上、下記へ

【問い合わせ・申請】�●新障がい福祉

課（☎41-3581）、■支健康福祉係（■大

☎41-3127、■石☎41-3447、■東☎41-

6517）

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（４月～６月分）

　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】�４月７日（水）・24日（土）、５

月12日（水）・22日（土）、６月９日（水）・

26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）

■固定資産縦覧帳簿の縦覧

　令和３年度分の土地と家屋の価

格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

自己の資産以外も縦覧可能です。

※固定資産税の納税通知書、課税

明細書は、４月１日に発送予定で

す

【縦覧期間】�４月１日（木）～30日（金）

【縦覧場所】�●本資産税課、■支税務

会計係

【縦覧できる人】�市内の土地・家屋

の固定資産税の納税者など

※土地のみ、または家屋のみの所

有者は、それぞれの帳簿のみの縦

覧となります

【縦覧できる事項】� ▼土地…所在

地番、地目、地積、価格 ▼家屋…

所在、家屋番号、種類、構造、床

面積、価格

※所有者情報は非開示です

【手数料】�無料

※固定資産税の自己資産の課税台

帳は、いつでも閲覧できます（有料）

【問い合わせ】�●本資産税課（☎41-

3527）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔２月19日（金）～３月５日（金）

分〕（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.04�

②田瀬振興センター…0.04～0.06�

※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）

■ 身体障がい者補助犬育成事業

　県では身体に障がいのある人の

自立と社会参加を促進するため、

補助犬育成事業を行っています。

補助犬をパートナーとして希望す

る人は下記へご相談ください。

※重度の障がいがあることや、補

助犬の世話ができることなど、一

定の要件があります

【相談期限】�３月31日（水）

【問い合わせ・相談】�●新障がい福祉

課（☎41-3581）

■ 国家公務員（総合職・一般職）

　

【申し込み方法】� 人事院ホー

ムページ（https://www.jinji.

go.jp/saiyo/saiyo.html）から申

し込み

※受験資格など詳しくは下記へ

【問い合わせ】�人事院東北事務局

第二課�試験係（☎022-221-2022）

試験
第１次
試験日

申込受付期間

総合職（院
卒者・大卒
程度）

４月
25日（日）

３月26日（金）、午前
９時～４月５日（月）

一般職（大
卒程度）

６月
13日（日）

４月２日（金）、午前
９時～14日（水）

一般職（高
卒者）

９月
５日（日）

６月21日（月）、午前
９時～30日（水）

■ わかくさ女性学級受講生

　体験や講演、移動学習などを通

し、趣味や健康、人生観など幅広

いテーマを学びます。

【対象】�１年間継続して受講でき

る市内在住の女性

【期間】�４月～令和４年２月（全11回）

【学習時間】�午前９時30分～正午

※講座の内容により変更あり

【会場】�まなび学園など

【定員】�30人（抽選。初めての人を

優先）

【受講料】�無料（材料代や見学料な

どは自己負担）

【申込期限】�４月２日（金）

【問い合わせ・申し込み】�まなび学

園（☎23-4234）

■市営住宅入居者

【締め切り日】�３月25日（木）

【入居の決定】�抽選により決定

※上記のほか市営住宅16戸、定住

促進住宅（新堀）４戸を随時募集し

ています

【問い合わせ・申し込み】�花巻市営

住宅管理センター（☎21-3100）

団地名 戸数 間取り 入居対象

天下田 ５戸 ３ＤＫ 一般・単身

緑ヶ丘 ２戸 ２ＤＫ 一般

　原画制作者の

安藤徳香さんか

ら寄贈された絵

本『やまなし』の

原画12点や、く

もん出版『宮沢

賢治絵童話集』

の原画を展示し

ています。

■ 宮沢賢治イーハトーブ館企画展

「安藤徳香『やまなし』原画展」

【会期】�５月31日（月）まで

【会場】�宮沢賢治イーハトーブ館

【入館料】�無料

【問い合わせ】�宮沢賢治学会イー

ハトーブセンター（☎31-2116）

▲企画展チラシ

■ 東京2020オリンピック・パラリ

ンピック聖火リレートーチ巡回

展示

　東京オリンピック聖火リレー

トーチや東京パラリンピック聖火

リレートーチ、東京五輪（1964・

2020年大会）の本市出身選手関連

グッズを展示します。

【期間】�３月30日（火）～４月13日（火）

【会場】�ステップイン・はなまき(

ＪＲ新花巻駅待合室内）

※トーチの写真を撮影した場合

は、ＳＮＳへのアップロードを控

えてください

【問い合わせ】� ▼トーチについて

…東京オリンピック・パラリン

ピック聖火事業等岩手県実行委員

会事務局（県オリンピック・パラ

リンピック推進室内（☎019-629-

6496） ▼選手関連グッズについて

…●本スポーツ振興課（☎41-3593）


