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最新の行政情報はラジオから
エフエム・ワンは

78.7MHz

外国語インフォメーション
[英語・中国語・韓国語・ベトナム語]
（月～金曜日、午前６時15分から）

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。

▲

17

【問い合わせ】 清掃センター（☎
31-2114）
◉ごみ出しの注意ポイント
せんてい
剪定枝や草を燃やせるごみに出
す場合は、できるだけ乾燥させ、
重量・容量ともに減量してください

▲

国 保 税（第５期）

資源ごみ

（納期限は11月30日）

令和３ 令和２
年度
年度
可燃ごみ
4,245
4,080
不燃ごみ
231
234
粗大ごみ
15
16
小計
4,491
4,330
びん
138
139
ペットボトル
59
58
その他プラスチック
145
148
衣類
27
56
小計
369
401
合計
4,860
4,731
区分

一般ごみ

■石鳥谷アイスアリーナ
今季オープン
【期間】 11月２日（火）～令和４年３
月31日（木）
【開館時間】 平日…午後１時～
６時 土・日曜日、祝日…午前10
時～午後６時
【料金】一般600円、高校生400円、
中学生以下300円
※小中学生と市内に在住または通
学している高校生、富士大学生
は、まなびキャンパスカードや学
生証の提示で土・日曜日および冬
休み期間の利用が200円減額にな
ります
【貸靴料金】300円
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合
は翌日。ただし、12月27日、令和
４年１月３日・17日は開館）、12月
31日、令和４年１月１日
【問い合わせ】 石鳥谷アイスア
リーナ（☎45-6661）

■目指そう‼ごみ減量生活
７月から９月までの３カ月間の
家庭ごみの処理量は、令和２年度
と比べ若干増加しています。引き
続きごみの減量にご協力をお願い
します。
（単位：トン）

ＱＲコード

【入札期間】11月８日（月）～10日（水）
【受付時間】午前９時～午後５時
【入札方法】 指定の入札書に必要
事項を記入の上、郵送、持参のい
ずれかで下記へ
▲
※公売物品の詳細や
入札の注意事項など
は、市ホームページ
（https://www.city.
hanamaki.iwate.jp/kurashi/
sumai_seikatsu/1014928/index.
html）に掲載しています
本 契約管財課
【問い合わせ・提出】●
（〒025-8601 花城町9-30 ☎413520）

▲

今月の納税

▲

１式

■社会保険料（国民年金保険料）
■令和２年度男女共同参画に関す
控除証明書の発行
る年次報告を公表しました
１月１日から12月31日までの
市では、花巻市男女共同参画推
１年間に納付した国民年金保険料
進条例に基づき、男女共同参画の
は、所得税および住民税の申告に
推進に関する施策の実施状況をま
おいて全額が社会保険料控除の対
とめた年次報告を毎年作成・公開
象になります。本年１月１日から
しています。年次報告には、 計
画の進捗状況を測るための成果指
９月30日までの間に、国民年金保
標 現状と今後の対策 施策ごと
険料を納めた人には「社会保険料
の具体的な事業の実績－などを掲
（国民年金保険料）控除証明書」が11
載しています。
月上旬に日本年金機構から送付さ
▲
れます。年末調整や確定申告の際
※年次報告は、
には、この証明書または領収証書
市ホームページ
を必ず添付してください。また、10 （ h t t p s : / / w w w .
月１日から12月31日までの間に、本
city.hanamaki.
年初めて国民年金保険料を納付し
iwate.jp/shisei/danjo_
た人には、来年２月上旬に控除証
jinken/1003456/1003457.html）で
明書が送付されます。なお、家族
紹介しています
本 地域づくり課
の国民年金保険料を納付した場合
（☎
【問い合わせ】●
も、実際に納付した人の社会保険
41-3514）
料控除に加えることができます。
■ご近所サポーター養成研修
申告の際には、家族宛てに送られ
ひとり暮らし高齢者などの生活
■も りおか若者サポートステー
た控除証明書を添付してください。
上の困り事の解決をお手伝いする 【問い合わせ】 ねんきん加入者ダ
ション 花巻地区説明・相談会
ボランティア（ご近所サポーター） イヤル（ナビダイヤル☎0570-003もりおか若者サポートステー
004）
〔「050」で始まる電話でかける
活動に必要な知識を学びます。
ションの就職支援事業の説明会
場合は☎03-6630-2525へ〕、花巻
【対象】市内に在住の人
と、就職に向けた相談会を開催し
年金事務所（☎23-3351）
【日時】 基礎編…11月24日（水）、
ます。
午前９時45分～午後３時 実践編
【対象】15～49歳の人
…11月25日（木）、午前９時30分～
【日時】 11月29日（月）、午後１時30
午後３時
分～３時
■空間放射線量測定結果
【測定結果〔10月８日(金）～10月22日
【会場】東和総合福祉センター
※事前に予約が必要です
（金）（
〕単位：マイクロシーベルト/時）
】 【会場】ハローワーク花巻
【受講料】無料
①市役所新館前…0.04～0.05
【申込期限】11月19日（金）
【内容】 就職相談、面接練習、就
【問い合わせ・申し込み】花巻市社
②田瀬振興センター…0.07
活セミナー、職場体験・見学など
会福祉協議会（☎24-7222）
※国や県の示す指標を大幅に下 【予約期限】11月26日（金）
【問い合わせ・予約】 もりおか若
回っています
本
者サポートステーション（☎019【問い合わせ】 ●防災危機管理課
■歯のテレホン相談
（☎41-3512）
625-8460）
歯や口の健康に関する相談に歯
科医師が応えます。
【受付日時】 11月８日（月）、午前10
■無料相談をご利用ください
相談名
実施日
時間
会場
申込開始日
時～午後７時
司法書士法律相談 11月17日（水）13：30～15：30
11月10日（水）
※午後７時以降、歯科医師から相
市民生活総合相談センター
消費者救済資金貸付相談 11月18日（木）13:00～17：00
11月11日（木）
談者に折り返し電話します
（本庁新館１階）
暮らしの行政書士相談 11月25日（木）13：30～15：30
11月18日（木）
【相談電話】☎019-651-7341
【相談料】無料
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
【問い合わせ】 岩手県保険医協会
前９時から電話で同センターへ
イ イ 歯 デ ー テ レ ホ ン 相 談 係（ ☎
書類作成に係る相談は受け付けておりません
新 市民生活総合相談センタ―
019-651-7341）
（☎41-3550）
【問い合わせ・申し込み】●
▲
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M-4 １階客室 床の間

■第80回一関・盛岡間駅伝競走大会
11月23日（火・祝）、一関市から盛
岡市までたすきをつなぐ「一関・盛
岡間駅伝競走大会」が開催されま
す。
当日、選手が国道４号および県
道298号線を通過するため交通規
制が行われます。
渋滞が予想されますが、ご協力
をお願いします。
【規制時間】午前10時40分～正午ごろ
▲
※コース図や通過
時間など詳しくは
岩手日報社ホーム
ペ ー ジ（ h t t p s : / /
www.iwate-np.co.jp/page/
ekiden2021）で紹介しています
【問い合わせ】同大会事務局（岩手
日報社事業部☎019-653-4121）

▲
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M-3 大広間 床の間

新＝新館
●

▲

木材

M-2 大広間 床の間

▲

■緊急地震速報の配信訓練
緊急地震速報
（予想震度５弱）が
発表されたという想定で、エフエ
ムワン、大迫地域防災行政無線、
東和地域有線放送から緊急地震速
報を配信します。
※テレビ放送や携帯電話の緊急速
報メールには配信されません
【日時】11月５日（金）、午前10時
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎41-3511）

数量

▲

内容

M-1 大広間 縁側
（杉丸太） ４本

ＱＲコード

■医療通訳者養成研修会
県南広域振興局では、日本語を
母語としない人たちの病院受診を
サポートする医療通訳者の養成研
修会を開催します。
・28日（日）
【期日】11月27日（土）
【会場】 奥州地区合同庁舎（奥州市
水沢大手町1-2）
【対象言語】 英語、中国語、ベト
ナム語、タガログ語
【定員】各言語15人程度
【受講料】無料
（テキスト代は自己
負担）
【申込期限】11月20日（土）
【問い合わせ・申し込み】 奥州市国
際交流協会（☎0197-22-6111）

品目 No

■子育て支援員研修
（地域保育コース）
【対象】 市内に在住または保育施設
などに勤務する18歳以上の人
【期日】 12月２日～令和４年２月
３日までの木曜日、全５回
※12月30日および１月の木曜日を
除く。上記のほか、見学実習を令
和４年１月12日（水）～28日（金）の間
で２日間実施
【会場】なはんプラザ
【定員】40名（先着順）
【申込期限】11月15日（月）
【参加料】無料（テキスト代は自己
負担）
【問い合わせ・申し込み】教育委員
会こども課（☎41-3149）

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

■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
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
■
■
■
■

ＱＲコード

■花巻市長選挙
立候補予定者説明会
令和４年１月23日執行予定の花
巻市長選挙立候補届出に係る事前
説明会を開催します。
【日時】12月10日（金）、午後１時30分
【会場】本庁３階302・303会議室
※出席者は候補者１人につき３人まで
本 選挙管
【問い合わせ・申し込み】●
理委員会事務局
（☎41-3603）

■旧料亭「まん福」物品（木材）の
公売を実施します
建物内部で使用していた木材の
一部の公売を実施します。

アンドロイ
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ド端末

information

端末
iOS

情報

無料アプリ
で広報はなまきをご覧
いただけます

大 ☎48クマを見掛けたら 本庁（☎24-2111）または各総合支所（ ■
石 ☎45-2111、■
東 ☎42-2111）
に電話の上「クマを見た」とお伝え
2111、■
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。
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