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【�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

■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

■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）

■新農業人フェア�in�いわて

　県内の就農に関する的確な情報

を提供し、円滑な定着を図るた

め、新規就農相談会を開催します。

【対象】�

▲

独立・自営就農を希望する

人

▲

農業法人へ就業・研修を希望す

る人

▲

農業体験を希望する人ーなど

【日時】�１月８日（土）、午後１時～

４時

【会場】�いわて県民情報交流セン

ター「アイーナ」（盛岡市）

※入場無料。申し込み不要です

【問い合わせ】�岩手県農業公社就

農支援部就農支援課（☎019-623-

9390）

�■�証明書コンビニ交付サービス・

自動交付機の停止

　システム更新のため、各種証明

書のコンビニ交付サービスと自動

交付機を停止します。ご理解とご

協力をお願いします。

【停止日時】�

▲

１月６日（木）終日

▲

１月21日（金）午後５時～23日（日）終

日

※作業状況により時間を変更する

場合があります

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■�第四次花巻市子ども読書活動推

進計画（素案）

　同計画は、子どもの自主的な読

書活動を推進するため、家庭、地

域、学校および行政などがそれぞ

れ担うべき役割や取り組みを定め

るものです。この素案に関して、

皆さんの意見を聞かせてください。

【期間】�12月20日（月）～１月25日（火）

【公表方法】�各図書館、　総務課、

　地域づくり係、まなび学園、各

振興センター、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】� 花巻図書

館（〒025-0097� 若葉町三丁目

16-24�☎23-5334�思23-5780�死

toshokan@ext.city.hanamaki.

iwate.jp）

※パブリックコメントとは、計

画案などを公表して市民に意見

を求め、出された意見を考慮し

て計画などを決定する方法です

■�第14回「雨ニモマケズ」朗読全国

大会出場者募集

　「雨ニモマケズ」を朗読や群読す

る個人・団体を募集します。

【日時】�３月19日（土）、午後１時

【会場】�文化会館

【定員】�15組（先着順）

【参加料】�1,000円（団体は２人目

以降500円）、高校生以下500円

【申込期限】�２月10日（木）

【問い合わせ・申し込み】�同大会実

行委員会事務局�菊池洋子（☎090-

6454-3210）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 １月12日（水）10：00～15：00 市民生活総合相談センター １月11日（火）

司法書士法律相談
１月13日（木）13:30～15:30 石鳥谷総合支所1-1会議室 １月６日（木）

１月19日（水）13:30～15:30 市民生活総合相談セン
ター（本庁新館１階）

１月12日（水）

消費者救済資金貸付相談 １月20日（木）13:00～17:00 １月13日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

１月７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１相談室

■農業用ため池などでの水難事故

　にご注意ください

　農業用ため池や用排水路などの

農業用水利施設の周りには危険な

場所がたくさんあります。冬の時

期は、積雪による視界不良などに

伴う事故が想定されます。施設管

理者は、危険な場所に木
ぼっ

杭
くい

やトラ

ロープ、看板を設置するなど、近

づかないよう注意喚起をお願いし

ます。ため池などでの水難事故は、

子どもが被害に遭う事例が多くあ

ります。子どもたちがため池や水

路などに近寄らないよう、地域の

皆さんのご協力をお願いします。

【問い合わせ】�農村林務課（☎23-

1400）

●本

■支

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（１～３月分）

　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 搬入場所

１月12日（水）・
22日（土）、２月
９日（水）・19日

（土）、３月９日
（水）・26日（土）

中根子ステーション
（中根子字弐拾弐神明
4-10）

大迫ステーション（大
迫町大迫1-4）

３月９日（水）・
26日（土）

三郎堤ステーション
（幸田8-408-1）

【時間】�午前10時～午後３時

【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）
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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。

■交通安全川柳作品

　花巻市交通安全対策協議会では、

交通安全川柳を通じて、市民の皆さ

んの交通安全に対する意識高揚を図

るための作品を募集します。

【応募資格】 市内に在住・在勤の人

【募集内容】 歩行者や自転車、自

動車などの交通安全に関する題材

の川柳

※未発表のものに限る。応募作品

はイトーヨーカドー花巻店に展示

する予定です

【応募期間】 12月15日（水）～１月31

日（月）

【応募方法】 応募用紙に①住所②

氏名③年齢④電話番号⑤（必要で

あれば）ペンネームを記入の上、

応募作品（１人２句以内）を添えて

●新市民生活総合相談センターもし

くは■支市民生活係へ持参、郵送、

ファクスのいずれかで下記へ

※応募用紙は●新市民生活総合相談

センター、■支市民生活係で配布す

るほか、市ホームページに掲載し

ています

【問い合わせ・応募】 ●新市民生活総

合相談センター（〒025-8601 花城

町9-30 ☎41-3551 思41-1299）

■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】 12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23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

旭町 １戸 ２ＬＤＫ 一般・単身

■ポリテクセンター岩手

　公共職業訓練受講生

【訓練期間】 ３月２日（水）～８月31

日（水）

【募集科】 ビル管理技術科

【定員】 17人

【受講料】 無料

【申込期間】 １月４日（火）～26日（水）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【会場・問い合わせ】 ポリテクセン

ター岩手（☎23-5712）

■�花巻市任期付職員（一般事務職・

保育士）採用試験

①一般事務職

【受験資格】 

▲

昭和41年４月２日

以降に生まれた人

▲

高校卒業以上

の人（３月31日までに卒業する見

込みの人を含む）

【募集人数】 ３人程度

【試験日】 ２月５日（土）

【試験科目】 面接、書類審査、性

格検査（ＳＰＩ３）

②保育士

【受験資格】 保育士の資格を有す

る人（３月31日までに取得見込み

の人を含む）

【募集人数】 ６人

【試験日】 １月30日（日）

【試験科目】 面接、作文、書類審査

①②共通

【任用期間】 ４月１日～令和６年

３月31日（２年間）

【試験会場】 市役所本館

【申込期間】 12月15日（水）～１月10

日（月・祝）

【申込方法】 市ホームページ

syokuinsaiyo/index.html）の専用

フォームから申し込み

※郵送や持参による申し込みは受

け付けしません

【問い合わせ】 　人事課（☎41-

3509）
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■普通救命講習Ⅰ

【日時】 ２月12日（土）、午前９時～

正午

【会場】 花巻市消防本部

【内容】 ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）の使い方を含めた心肺蘇生法

や止血法、異物除去法など

【定員】 20人（先着順）

※参加者が３人未満の場合は中止

【受講料】 無料

【申込期間】 １月４日（火）～31日（月）

【問い合わせ・申し込み】 花巻中央

消防署（☎22-6125）、東和分署（☎
42-2119）、花巻北消防署（☎45-

2119）、大迫分署（☎48-2030）、花

巻温泉分遣所（☎27-3030）、花巻

南温泉分遣所（☎25-2119）

■多文化共生推進のための

　ワークショップ

　市では、国籍や民族などの異な

る人たちが多様性と包摂性のある

社会を実現するためのプランの策

定に向け準備を進めています。本

プランの策定検討に際し、地域の

皆さんのご意見を伺うためのワー

クショップを開催します。

【対象】 市民または市内に在住・在

勤・通学している外国出身者

【期日】 ➊１月13日（木）➋１月14日

（金）

※どちらも同じ内容です

【時間】 各回とも午後６時30分～

８時

【会場】 市役所本館

【定員】 各回10人（先着順）

【申込期限】 12月22日（水）

【申込方法】 ①住所②氏名③連絡

先④参加希望日を記入の上、ファ

クスまたはメールで下記へ

【問い合わせ】 　国際交流室（☎
41-3589 思24-0259 死kokusai@

city.hanamaki.iwate.jp）

※外国出身者は花巻国際交流協会

（☎26-5833）を経由しての申し込

みも可能です

●本


