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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.359

■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 ８月25日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

８月24日（火）

暮らしの行政書士相談 ８月26日（木）13：30～15：30 ８月19日（木）

（納期限は８月31日）

国　保　税（第２期）

市 県 民 税（第２期）

今月の納税今月の納税

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔７月９日(金）～７月21日

（水）〕（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…0.07

※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）

自動交付機の停止　電気工事作業に伴う停電のため、本庁およびなはんプ
ラザに設置している自動交付機を停止します。�【停止日時】�８月７日（土）終日

【問い合わせ】���市民登録課（☎41-3547）

■�花巻市シルバーワークプラザ

（南万丁目）の臨時休館

【期間】�８月12日（木）・13日（金）・16

日（月）

【問い合わせ】�花巻市シルバー人

材センター（☎24-0556）

■�「第29回宮沢賢治生誕祭全国俳

句大会」中止のお知らせ

　６月１日号でお知らせした宮沢

賢治誕生祭全国俳句大会は、新型

コロナウイルス感染症の拡大防止

のため中止します。

　作品募集は終了しており、応募

句の中から大会賞を選出して、応

募者へ入選句集を送付します。

【問い合わせ】�同大会事務局�安部

克詠（☎24-4251）

■児童扶養手当の現況届を忘れずに

　児童扶養手当の受給資格者（支給

停止の人を含む）は、「児童扶養手当

現況届」を提出する必要があり、対

象者には７月に通知済みです。

　この届けは、受給資格及び11月

以降の支給額を決定するもので、

提出しないと11月分以降の手当が

受けられない場合がありますの

で、必ず提出してください。

【受付期間】�８月２日（月）～31日（火）

【受付場所】�●新地域福祉課、■支健

康福祉係

【問い合わせ】�●新地域福祉課（☎
41-3575）、■支健康福祉係（■大☎41-

3127、■石☎41-3447、■東☎41-6517）

■�いわてレッドデータブック改訂

に伴う調査

　県では、県内の希少な野生生物

の保護対策基礎資料となる「いわ

てレッドデータブック」を改訂す

るため、令和５年度まで生息調査

を実施します。

　腕章をつけた「岩手県学術調査

員」が調査に伺いますので、土地

の立ち入りなどにご協力をお願い

します。

【問い合わせ】�岩手県環境生活部

自然保護課（☎019-629-5371）

■農業経営収入保険の加入申請

　新型コロナウイルス感染症の影

響や、全国各地での気象災害によ

り、農作物の売り上げ不振や被害

が多発しています。農業経営収入

保険は全ての農産物が対象で、自

然災害や価格下落などによる収入

減少を補
ほ

填
てん

する保険です。青色申

告者で加入を希望する人はお早め

に申請してください。

【申請期限】�11月30日（火）

※申請方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】�岩手県農業共済組

合�中部地域センター（☎23-5201）

■�花巻市再生可能エネルギー事業　

と地域との共生に関する条例

（素案）

　再生可能エネルギー発電設備の

安全な導入について基本的かつ必

要な事項を定め、地域と共生して

調和のとれた再生可能エネルギー

発電事業の促進を図るための条例

素案に関して、皆さんの意見を募

集します。

【期間】�８月16日（月）～９月15日

（水）

【公表方法】�　生活環境課、●本総

務課、■支地域振興課、まなび学園、

各振興センター、各図書館、花巻

保健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】�　生活環境課

（〒025-8601�花城町9-30�☎41-

3543�思21-1152�死kankyou@city.

hanamaki.iwate.jp）

●本

●本

■�障がい者就労施設等からの物品

などの調達実績・今年度目標

　市では、障がい者就労施設等か

らの物品などの調達を推進してい

ます。令和２年度の目標・実績額

と、本年度の目標額は下記のとお

りです。

▼令和２年度

目標額　�6,800,000円

実績額　10,081,019円

▼令和３年度

目標額　�8,000,000円

【問い合わせ】�　障がい福祉課（☎
41-3581）

●新

●本
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■旧料亭「まん福」公売物品の下見会

　工芸品や床材などの公売を予定し

ている物品の下見会を実施します。

【実施日時】 ８月22日（日）・23日

（月）・25日（水）の午前10時～正午、

午後２時～４時

※22日（日）は午前のみ

【下見時間】 １回15分程度を予定

（入れ替え制）

【申込期間】 ８月４日（水）～６日

（金）、午前10時～午後４時 

【申し込み方法】 ①住所②氏名③

電話番号④希望日時を電話または

直接下記問い合わせ先へ

※人数制限のため先着順とします

【問い合わせ】 ●本契約管財課（☎
41-3520）

◉公売日程（予定） ▼石灯籠・工芸

品など…９月１日（水）～３日（金） ▼

床の間などの木材…令和４年１月

■�花巻市子育てガイドブックを改

訂しました

　「花巻市子育てガイドブック」の

令和３年６月改訂版を作成しまし

た。このガイドブックでは、花巻

市の子育て支援事業や各種手続き

窓口、保育施設への入所手続き方

法などを紹介しています。

※ガイドブックは、教育委員会こ

ども課、こどもセンター、保育園

入所相談窓口、健康福祉部各課、

各総合支所市民生活係などで配布

するほか、市ホームページに掲載

しています

【問い合わせ】 教育委員会こども

課（☎41-3149）

■�点訳ボランティア養成講座

　点訳を学びながら、視覚障がい

者の情報環境への理解を深めます。

【期日】 ９月９日～11月11日の毎

週木曜日、全９回

※後半３回はパソコンを使用しま

すので持参してください。お持ち

でない人には貸し出します

【時間】 午前10時～正午

【会場】 花巻市総合福祉センター

【定員】 10名（先着順）

【受講料】 無料

【申込期限】 ８月31日（火）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

■中学校卒業程度認定試験

　中学校卒業程度の学力があるか

どうかを認定するために、国が行

う試験です。合格者には高等学校

の入学資格が与えられます。

【対象】 

▲

病気などのやむを得な

い理由で就学義務を猶予または免

除された人

▲

15歳以上で日本国籍

を有しない人―など

【試験日】 10月21日（木）

【会場】 県立総合教育センター

【申込期限】 ９月３日（金）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 教育委員会学校教

育課（☎41-3146）

■目指そう‼ごみ減量生活

　４月～６月の家庭ごみの処理量

は、令和２年度と比べ減少してい

ます。引き続きごみの減量に皆さ

んのご協力をお願いします。

【問い合わせ】 清掃センター（☎
31-2114）

（単位：トン）

区分
令和３
年度

令和２
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 3,904 4,072

不燃ごみ 271 309

粗大ごみ 18 23

小計 4,193 4,404

資
源
ご
み

びん 135 144

ペットボトル 48 49

その他プラスチック 145 149

衣類 35 28

小計 363 370

合計 4,556 4,774

　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。

■�特定外来生物の駆除にご協力を

　特定外来生物とは、他の地域か

ら持ち込まれた生物（外来生物）の

うち、旺盛な繁殖力で生態系や自

然環境、農作物に影響を与える生

物のこと。その種類は「特定外来

生物による生態系等に係る被害の

防止に関する法律」により指定さ

れています。庭などで見掛けたら

駆除にご協力ください。

▼アレチウリ…北米原産で、ウリ

科の一年生草本。５月ごろから芽

生え、花は８月下旬から咲き始め

ます。９月下旬には果実が熟し始

め、種子をつけ、冬には枯れます。

〔駆除のポイント〕

①種子を付ける前に抜き取る

② １年に数回抜き取る（６月中

旬、７月下旬、９月上旬など）

③現れなくなるまで数年間続ける

▼オオハンゴンソウ…北米原産

で、キク科の多年生植物。７月か

ら９月ごろにかけて黄色い花を咲

かせます。

〔駆除のポイント〕

① 丁寧に抜き取る（結実前に根を

引き抜くのが有効）

②現れなくなるまで数年間続ける

【問い合わせ】 　生活環境課（☎
41-3545）

●本

■�要約筆記ボランティア養成講座

　要約筆記の知識および技術の習

得を目的に開催します。

【期日】 ８月27日～10月24日の隔

週金曜日、全５回

【時間】 午前10時～正午

【会場】 花巻市総合福祉センター

【定員】 10名（先着順）

【受講料】 無料

【申込期限】 ８月20日（金）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

■戦後76年「非核平和展」

【会期】 ８月６日（金）～９日（月）

【時間】 午前８時30分～午後４時30分

【会場】 花巻新渡戸記念館

【内容】 ヒロシマ・ナガサキ原爆写

真ポスター展

【入館料】 小中高生150円、一般

300円

【問い合わせ】 ●本 総務課（☎41-

3506）


