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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

いただけます
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■空間放射線量測定結果

【測定結果〔４月12日(月）～４月23

日（金）〕（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…0.06～0.07

※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）

（納期限は５月31日）

軽 自 動 車 税

今月の納税今月の納税

■「経済センサス－活動調査」

　を実施します

　全ての事業所および企業を対象

に、「経済センサス－活動調査」を

実施します。

　この調査は、６月１日を基準日

とし、売上高や経理項目の把握に

重点を置いています。

　調査票は、都道府県知事が任命

した調査員が直接配布するほか、

国が郵送します。回答いただいた

内容は、統計法に基づき厳格に管

理・保護されますので、調査への

ご理解とご協力をお願いします。

※新型コロナウイルス感染症防止

のため、インターネットによる回

答を推奨しています。24時間利用

可能です

【問い合わせ】 ●本総務課（☎41-

3507）

■�新たな過疎計画策定に向けた説明

会・ワークショップを開催します

　４月１日より新過疎法（過疎地

域の持続的発展の支援に関する特

別措置法）が施行され、これまで

同様に「大迫地域」と「東和地域」が

過疎地域に指定されました。市で

は、地域の皆さんのご意見などを

伺いながら持続的発展につながる

過疎計画策定を進めるため、説明

会およびワークショップを開催し

ます。

①住民説明会

【対象】 開催地域に在住している人

※事前の申し込みは不要

②ワークショップ

【対象】 開催地域に在住し、２回

全てに参加できる人

【申込期限】 ５月14日（金）、正午

【定員】 ５人程度

※定員を超えた場合は抽選

①②共通

【問い合わせ】 ●本秘書政策課（☎
41-3503）

地域 回 期日 時間 会場

大迫
１ ５月18日（火）

18：30
大迫交流活性
化センター２ ５月25日（火）

東和
１ ５月19日（水）

18：00
東和コミュニ
ティセンター２ ５月26日（水）

地域 期日 時間 会場

東和 ５月12日（水）18：00
東和コミュニ
ティセンター

大迫 ５月14日（金）18：30
大迫交流活性
化センター

■�証明書コンビニ交付サービス・

自動交付機の停止

　システム更新を行うため、各種

証明書のコンビニ交付サービスお

よび自動交付機を次のとおり停止

します。ご理解・ご協力をお願い

します。

【停止期間】 ▼証明書コンビニ交

付サービス…５月１日（土）～５日

（水）終日 ▼自動交付機（本庁・なは

ん）…５月５日（水）終日

【問い合わせ】 ●本市民登録課（☎
41-3547）

■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）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談
６月９日（水）

10：00～15：00

市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

６月８日（火）

６月23日（水） ６月22日（火）

司法書士法律相談 ６月16日（水）13：30～15：30 ６月９日（水）

消費者救済資金貸付相談６月17日（木）13：00～17：00 ６月10日（木）

暮らしの行政書士相談６月24日（木）13：30～15：30 ６月17日（木）

■�いわて男女共同参画フェスティ

バル2021

【日時】 ６月12日（土）、午後１時30分

【会場】 アイーナ（盛岡市盛岡駅西

通1-7-1）

【内容】 講演「笑って考えよう！ 

ひとり一人の幸せのために～性別

による固定的な役割分担意識をな

くそう いわて宣言～」（講師は東

京大学大学院総合文化研究科教授

の瀬地山角さん）、表彰式

【定員】 200人（先着順）

【申し込み方法】 

岩手県男女共同

参 画 セ ン タ ー

専 用 申 し 込 み

フォーム（https://forms.gle/

Z5cMn3q3YC8Mjkum7）から申し込み

【申込期限】 ５月31日（月）、午後５

時

【問い合わせ】 岩手県男女共同参

画センター（☎019-606-1761）

◉講演動画を配信します

　講演動画を後日YouTubeで期間

限定配信するほか、講演動画の上

映会を開催する予定です。

　詳しくは、岩手県男女共同

参 画 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ

（https://danjo12.wixsite.com/

iwatedanjosankaku）をご覧くださ

い。
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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。

■�太陽光発電設備・蓄電池共同購入

　県では、太陽光発電設備や蓄電

池の共同購入希望者を募集してい

ます。共同購入を行うことで、個

人負担が軽減できるほか、厳選さ

れた業者により施工されます。

　購入の際は、最終的な見積額を

確認した上で購入の意思を決定す

ることができます。

【対象】 下記のいずれかの購入を

希望する人

▼太陽光パネルのみ ▼太陽光パネ

ルと蓄電池 ▼蓄電池のみ

※住宅用、事業所用、太陽光パネ

ル（10㌔㍗未満）は屋根置きとします

【登録期限】 ８月31日（火）

【登録方法】 募集専用ホームペー

ジ（https://group-buy.jp/solar/

iwate/home）から参加登録（無料）

※詳しくは県ホームページをご覧

いただくか下記へ

【問い合わせ】 ▼参加登録につい

て…アイチューザー株式会社［県

協定締結事業者☎0120-698-300

（月～金曜日、午前10時～午後６

時）］ ▼事業について…岩手県環境

生活企画室（☎019-629-5272）

■�「エコリーダー・防災リーダー育

成プログラム」受講生

　岩手大学では、「地域を支えるエ

コリーダー・防災リーダー育成プロ

グラム」を開講します。環境問題や

地域防災活動の重要性を地域・学

校・職場などへ伝え、活動をけん引

しませんか。

【対象】 18歳以上で環境問題や地

域防災に関心があり、実践的な活

動をけん引するリーダーとして活

躍したい人

【日程】 ６月５日～12月４日の隔

週土曜日、全15回（予定）

【会場】 岩手大学内施設ほか

【定員】 各15人（先着順）

【受講料】 無料

※別途保険料がかかります

【募集期間】 ５月13日（木）～27日（木）

【問い合わせ・申し込み】 同リー

ダー育成事務局（岩手大学システ

ム創成工学科内（☎019-621-6447）

■ポリテクセンター岩手（公共職

　業訓練）受講生

【受講料】 無料

【申込期間】 ５月６日（木）～25日（火）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 ポリテクセンター

岩手（☎23-5712）

訓練期間 募集科 定員

７月１日（木）～
12月27日（月）

金属加工科 13人

電気設備エンジニ
ア科

15人

建築ＣＡＤ施工科 17人

■�多文化サロン「I�am�British!!」

～イギリスってこんなとこだっ

け？～

　コロナの影響で旅行に行けない

今、イギリス出身・ピーターさん

のプレゼンテーションを聞いてイ

ギリスへ旅行した気分を味わって

みませんか。

【対象】 市内に在住または在勤し

ている人

【日時】 ５月31日（月）、午後６時30

分～８時

【会場】 花巻市交流会館

【定員】 18人（先着順）

【参加料】 一般200円、賛助会員

100円

【申込開始日時】 ５月６日（木）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）

センターホーム

ページ（http://

w w w . i w a t e -

shakyo.or.jp/

■�第１回�介護・保育・福祉の就職

相談会

【日時】 ５月30日（日）、午後１時～

４時（受け付けは午後０時30分）

【会場】 ホテルメトロポリタン盛

岡NEW WING（盛岡市盛岡駅前北通

2-27）

【内容】 介護事業所および保育所・

児童・障がい者施設の事業所ＰＲ

や個別相談、人材センターおよび

保育士・保育所支援センターでの

就労相談など

【対象】 県内の福祉施設・事業所へ

の就職を希望する一般求職者、学

生（全学年対象）

【申込期限】 ５月20日（木）

【参加料】 無料

【申し込み方法】 電話、ファクス、

メールのいずれかで下記へ申し込み

※申し込み用紙は岩手県福祉人材

jinzai/）に掲載しています

【問い合わせ・申し込み】 岩手県福

祉人材センター（☎019-637-4522�思
019-637-9612�死fukushijinzai-1@

iwate-shakyo.or.jp）
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■花づくり講習会

　花にあふれたきれいな花巻を目

指し、花づくりを学んでみません

か。

【対象】 市内在住または市内に花

壇のある人

【日時】 ６月８日（火）、午後１時30

分～３時

【会場】 花巻農業高校 愛農農場

【内容】 ①育苗編（種まき、育苗、

土づくりなど）②管理編（管理方

法、肥料の与え方など）

※実技として「寄せ植えづくり」を

実施します

【定員】 28人（先着順）

※申し込み多数の場合は初めての

人を優先

【受講料】 1,000円（教材費）

【申込開始日】 ５月11日（火）

【問い合わせ・申し込み】 ●新公園緑

地課（☎41-3569）

お�わびと訂正　広報令和３年４月15日号３ページの亀ケ森小学校校長の氏

名に誤りがありました。正しくは高橋校長です。おわびして訂正します。

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


