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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.360

■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）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔７月22日(木）～８月　

５日（木）〕（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…0.06～0.07

※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）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

司法書士法律相談 ９月９日（木）13：30～15：30東和総合支所第３会議室 ９月２日（木）

市民生活（人権・行政）
相談

９月３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

クマを見掛けたら　本庁（☎24-2111）または各総合支所（■大☎48-
2111、■石☎45-2111、■東☎42-2111）に電話の上「クマを見た」とお伝え
ください。担当課へつなぎます。けがや救急の場合は☎119番へ。

■�特定不妊治療費の一部助成

【対象】�市内在住の夫婦（事実婚を

含む）で、県の「不妊に悩む方への

特定治療支援事業費助成金」（以下

「県助成金」）の交付決定を受けた人

※男性不妊治療も対象となりました

【助成金額】�治療費から県助成金

額を控除した額（上限10万円）

【申請期限】�県助成金の交付決定

を受けてから１カ月以内

※申請方法など詳しくは下記へ

【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）

■排水設備工事責任技術者試験

【日時】�10月17日（日）、午後１時～

３時30分

【会場】�岩手県産業会館（盛岡市）

【試験科目】�

▲

排水設備の法令分

野（関係法令）

▲

排水設備の技術分

野（調査・測量・設計・施工）

【受験料】�3,000円

【申込期限】�８月31日（火）

【申し込み方法】��●新下水道課に備

え付けの申込書に必要事項を記入

の上、住民票の写し（３カ月以内

に発行のもの）、卒業または修了

を証明する書類、実務従事証明書

を添えて同課へ持参

【問い合わせ・申し込み】�●新下水道

課（☎41-3564）

受験講習会

【日時】�９月26日（日）、午前10時～

午後３時20分

【会場】�岩手県産業会館

【受講料】�3,000円

■いわて女性のスペース・ミモザ

　県では、令和４年３月25日まで

女性専用の無料相談窓口「いわて

女性のスペース・ミモザ」を開設。

利用者で必要な人には、無料で生

理用品をお渡ししています。

①相談〔予約制〕

【日時】�随時（希望を伺います）

【相談方法】� ▼電話 ▼対面 ▼メー

ル ▼オンライン（ZOOM）―のいずれ

か

②�サロン「こころとからだの相談

室」〔予約制〕

【対象】�10～20代の女性

【日時】�毎月第３木曜日、午後３

時～６時

【会場】�co-ba�hanamaki

【定員】�１回10名(組)程度

①②共通

【予約方法】�①氏名②電話番号③

希望日時④希望する相談方法を電

話またはメールで下記へ

※メールの場合、件名に「相談希

望の件」または「サロン予約」とご

記入ください

【問い合わせ・予約】�いわて女性

のスペース・ミモザ南（まんまる

ママいわて�☎090-1375-4103�死

sodan@manmaru.org）

※受け付けは平日午前９時～午後

５時

■�家屋取り壊しの届け出

　固定資産税は、毎年１月１日現

在の所有者に課税されます。今年

中に家屋を取り壊した人（法務局

で滅失登記した人を除く）は、年

内に下記へ届け出ください。

　また、令和２年以前に取り壊し

た家屋が、本年度の課税明細書に

記載されている場合は下記へご相

談ください。

【問い合わせ】�　資産税課（☎41-

3529）

●本

■８月30日～９月５日は

　建築物防災週間です

　県では、週間中に防災相談所を

設置し、建築物の災害対策に関す

る相談にお答えします。

【設置日】�８月30日（月）～９月３日

（金）

【時間】�午前９時～午後５時

【問い合わせ・設置場所】�県南広域

振興局花巻土木センター（☎22-

4971）

■いわて環境の森整備事業

　県では、「いわての森林づくり県

民税」を活用して、所有者に代わっ

て間伐しています。

　スギやカラマツなどの人工林の

間伐は、森を元気にし、次の世代

に引き継ぐために大事な作業で

す。森林所有者ご自身で手入れが

難しい場合は、下記へご相談くだ

さい。

【問い合わせ】�県南広域振興局花

巻農林振興センター（☎22-4932）
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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。

■自治公民館整備事業補助金

　令和４年度に自治公民館の新

築、改築、修繕などを予定してい

る町内会及び自治会などに、整備

費用の一部を補助します。

【補助率】 ▼新築、改築…経費の

３分の１ ▼改修、修繕…30万円を

超える場合に経費の３分の１

※公共下水道及び農業集落排水に

係る給排水設備並びに合併処理浄

化槽の設置が必要な場合は、２分

の１を補助。工事内容により交付

限度額があります

【申込期限】 ９月15日(水）

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3513）

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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■勤労青少年ホーム講座

【対象】 35歳未満の勤労者で、市

内に在住または在勤の人

【時間】 午後７時～９時

【会場】 勤労青少年ホーム

【受講料】 無料（材料費は自己負担）

※会員登録（年会費1,000円）が必

要です

【申込期限】 各講座開始の３日前

【問い合わせ・申し込み】 勤労青少

年ホーム（☎23-4839）

講座名 定員 期日

バレトン 10名

９月１日・22日・29
日、10月６日・13
日・20日・27日の水
曜日、全７回

リ ラ ク ゼ ー
ションヨガ

８名
９月２日・９日・
16日・30日の木曜
日、全４回

陶芸・ろくろ
体験

８名
９月８日（水）・９日
（木）、全２回

陶芸・手びね
り体験

８名
９月15日（水）・16日

（木）、全２回

■富士大学花巻市民セミナー

【テーマ】 コロナ禍の先にあるも

の―新たな時代への展望―

※５回以上受講した人に修了証書

を授与します

【対象】 市内に在住または在勤の人

【時間】 午後７時～８時30分

※初回は午後６時45分～８時30分

【会場】 まなび学園

【定員】 25人（抽選）

【受講料】 無料

【申込期間】 ８月16日（月）～９月３

日（金）

※申し込み方法など詳しくは市

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】 ●本生涯学習課（☎
41-3587）

期日 内容 講師

９月
８日（水）

開講式、講義「人新世・
地域脱炭素時代のエ
ネルギーと環境」

遠藤元治
教授

９月
15日（水）

講義「経済社会の変
化と企業活動」

吉田哲朗
教授

９月
22日（水）

講義「時代をつくる
音楽のちから」

佐々木裕
教授

９月
29日（水）

講義「情報化の進展
と社会」

柳田久弥
教授

10月
13日（水）

講義「世界経済の現
状と展望」

影山一男
教授

10月
20日（水）

講義「個人の誕生の意
外な側面」、閉講式

高橋秀憲
教授

■特定公共賃貸住宅入居者

【締め切り日】 ８月25日（水）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅20戸、定住

促進住宅（新堀）３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

赤坂 ２戸 ２ＬＤＫ 一般・単身

■�「北方領土」に関する

　全国スピーチコンテスト

　北方領土について皆さんが考え

たことや、話し合ったことなどを

発表してください。

【応募資格】 中学生

【応募期限】 10月18日（月）

※応募方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 同事務局（☎03-

5966-5784）

■日露交歓コンサート2021

　岩手公演（一般公募）　

【対象】 県内在住で小学生以上の人

【日時】 ９月27日（月）、午後２時～

４時予定（開場は午後１時）

【会場】 大船渡市民文化会館

【参加料】 無料

【申込方法】 63円はがきに①郵便

番号②住所③氏名④年齢⑤電話番

号を記入し下記へ（車いす席希望

の場合はその旨も記入）

※はがき１枚につき１人の申し込

み。１人で複数枚応募があっても

１人の申し込みと見なします

【申込締切】 ８月27日（金）消印有効

※当選者には９月20日（月）までに

入場整理券を発送。応募多数の場

合抽選とし、当選は入場整理券の

発送に代えて発表します

【問い合わせ・申し込み】 岩手県ふ

るさと振興部国際室日露交歓コン

サート係（〒020-8570 盛岡市内丸

10-1 ☎019-629-5765）

最新の行政情報はラジオから
エフエム・ワンは

78.7MHz

■�市民講座「はなまき賢治セミ

ナー（一般編）」

　郷土の先人「宮沢賢治」への理解

を深めてみませんか。

【対象】 市内に在住または在勤の人

【日程】 ９月～10月　全３回

【会場】 まなび学園ほか

【定員】 20名（抽選、初めての人優先）

【受講料】 無料（昼食代などは自己負担）

【申込期限】 ８月25日（水）

※申し込み方法など詳しくは市

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】 ●本生涯学習課（☎
41-3587）

◉第１回講座「賢治と鬼―『鬼滅の

刃』と『ひかりの素足』―」

【開催日】 ９月３日（金）


