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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.362

■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 ９月29日（水）10：00～15：00
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

９月28日（火）

暮らしの行政書士相談
９月30日（木）

13：30～15：30
９月22日（水）

10月14日（木） 10月７日（木）

市民生活（人権・行政）
相談

10月８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。

■みんなできれいに

①秋の大掃除

　普段の清掃などでは行き届かな

い場所を重点的に清掃し、清潔で

快適な生活環境をつくりましょう。

【実施期間】�９月20日（月・祝）～26日（日）

②市民総参加早朝一斉清掃

【日時】�９月26日（日）、午前６時

※実施内容について詳しくは、回

覧などをご確認ください。新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のた

め、密集・密接を避けながら無理

のない範囲で作業をお願いします

①②共通

【問い合わせ】�●本生活環境課（☎
41-3544）、■支市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東41-6516）

■森林の現地調査にご協力を　　

　市では、森林の適正な管理を進

めるため、現地の照合調査を実施

します。

　調査員は、市が発行した身分証明

書を所持し、オレンジ色のベストと

腕章を着用します。民有林への立ち

入りにご協力をお願いします。

【対象】�大迫町外川目の一部

【期間】�10月31日（日）まで

【問い合わせ】�農村林務課（☎23-

1400）

■市長との対話

　市の取り組みについて、皆さん

が思っていること、感じているこ

とをお聞かせください。

【対話の時間】�

▲

本庁…午後１時

15分～３時（受け付けは午後１時

～１時45分）

▲

各総合支所…午前

９時30分～11時（受け付けは午前

９時15分～10時）

※事前の申し込みは不要。当日受

付で住所・氏名などを記入。１人

10分程度で、受け付け順に対話し

ていただきます

【問い合わせ】�●本地域づくり課（☎
41-3514）、■支地域づくり係（■大☎
41-3121、■石☎41-3441、■東☎41-

6511）

期日 会場

10月４日（月） 大迫総合支所

10月７日（木） 市役所本庁本館

10月12日（火） 石鳥谷総合支所

10月15日（金） 東和総合支所

■賢治葛丸祭

【日時】�10月10日（日）、午後１時30分

【会場】�葛丸ダム湖畔�賢治詩碑前

【内容】�児童・生徒が書いた「宮沢賢治

さんへの手紙」の発表、鹿踊の演舞

【問い合わせ】�石鳥谷賢治の会�北

田（☎090-5598-4216）

■�どでびっくり市�in�花巻中止の

お知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、10月10日開催予定の「ど

でびっくり市in花巻」を中止します。�

【問い合わせ】�花巻商工会議所（☎
23-3381）

【問い合わせ】�　地域づくり課（☎
41-3513）

成事業で、前年度の８～９月に一

般財団法人自治総合センターから

募集案内があります

■宝くじ助成で地域活動支援　　

　市では、宝くじの助成（＊）を活用

し、地域の活動を支援しています。

◉本年度支援を行った団体

＊宝くじの事業

収入を財源とし

て実施している

コミュニティ助

●本

【団体】�君ヶ沢親交会

【内容】�エアコンなどの整備

【団体】�二枚橋町町内会自主防災会

【内容】�バルーン投光器などの整備

【問い合わせ】�　防災危機管理課

（☎41-3512）

●本
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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。

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（10月～12月）

　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】 10月６日（水）・23日（土）、11

月10日（水）・27日（土）、12月８日（水）・

18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〕

【小口買い取り単価】 １㌧当たり

3,500円

【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）

■�10月からの国民健康保険被保険

者証を郵送します

　国民健康保険の保険証は１年更

新です。10月から使用する保険証

は９月末日までに世帯主宛てに郵

送します。有効期限が切れた保険

証は回収しません。個人情報に注

意して破棄してください。ほかの

健康保険に加入したときは、下記

へ届け出をしてください。

【問い合わせ】 ●本国保医療課（緯

41-3583）、■支健康福祉係（■大緯41-

3127、■石緯41-3447、■東緯41-6517）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔８月25日(水）～９月　

７日（火）〕（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）

■防災情報伝達試験

　市では、エフエムワン、大迫地

域防災行政無線、東和地域有線放

送を通じて災害情報の配信試験を

行います。花巻市防災ラジオをお

持ちの場合、ラジオが自動起動

し、災害情報が放送されます。

【日時】 10月６日（水）、午前11時

※携帯電話の緊急速報メールには

配信されません。気象状況によっ

ては中止になる場合があります

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■「農業日誌」「ファミリー日誌」

　「新農家暦」の予約受け付け

【予定価格（税込み）】 

▲

農業日誌

1,590円

▲

ファミリー日誌1,590円

▲

新農家暦600円

※下記予約受付場所での予約合計

が４冊以上の場合、価格が２割程

度割引になります

【予約期限】 10月25日（月）

【予約受付場所】 花巻市統計調査

員協議会事務局（●本総務課内、■支

地域づくり係内）

【問い合わせ】 ●本 総務課（☎41-

3507）

■市営住宅入居者

※シティコート花巻中央は

▲

12歳

以下の子または妊婦と同居

▲

収入

基準額が259千円以下

▲

入居後10

年以内の退去ーなどの要件を満た

す必要があります

【締め切り日】 ９月24日（金）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅21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

シティコー
ト花巻中央

１戸 ２ＤＫ 子育て世帯

緑ヶ丘 １戸 ２ＬＤＫ 一般

■萬鉄五郎記念美術館館長講座

　「絵画の見方とその歴史Ⅹ」

　全３回の美術鑑賞講座です。好

きな回のみの参加も可能です。

【対象】 高校生以上

【時間】 午後１時30分～３時

【会場】 東和総合支所第１会議室

【定員】 30人（先着順）

【受講料】 無料

【申込開始日】 ９月24日（金）

【問い合わせ・申し込み】 萬鉄五郎

記念美術館（☎42-4402）

回 期日 テーマ

① 10月16日（土）
キュービスムと萬鉄五
郎

② 11月６日（土）
造形主義の幕開け・20
世紀美術

③ 12月４日（土）文化と芸術

■環境学習講座

　「笛貫の滝自然観察会」

　自然観察を通じて、自然環境保

護の大切さを学びます。

【日時】 10月16日（土）、午前９時～正午

【集合場所】 うすゆき山荘駐車場

【定員】 10人程度（先着順）

【受講料】 無料

【持ち物】 軽登山用の装備、長靴

【申込開始日】 ９月21日（火）

【問い合わせ・申し込み】 　生活環

境課（☎41-3543）

●本

■多文化サロン

　�「The�Art�of�Peruvian�Culture」

　ペルー出身の講師とペルー文化

について学びます。

【対象】 市内に在住・在勤の人

【日時】 10月10日（日）、午前10時～

11時30分

【会場】 交流会館

【定員】 12人（先着順）

【参加料】 一般300円、賛助会員100円

【申込開始日時】 ９月21日（火）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）


