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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.371

　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。

■�岩手県特定（産業別）最低賃金の　

改正

　次の産業で働く労働者に令和３

年12月29日以降適用されていま

す。賃金額が下回っている場合は

是正が必要です。

【対象】� ▼「鉄鋼業、金属線製品、

その他の金属製品製造業」（878円）

▼「光学機械器具・レンズ、時計・

同部分品製造業」（856円） ▼「電子

部品・デバイス・電子回路、電気機

械器具、情報通信機械器具製造業」

（847円） ▼「自動車小売業」（879円）

※令和３年10月２日から岩手県の

最低賃金が時間額821円に改正さ

れています。そのほかの現在適用

されている最低賃金などは下記へ

【問い合わせ】�岩手労働局労働基

準部賃金室（☎019-604-3008）

■目指そう‼ごみ減量生活

　10月から12月までの３カ月間の

家庭ごみの処理量は、令和２年度

と比べ減少しています。引き続き

適正な分別と、ごみの減量にご協

力をお願いします。

【問い合わせ】�清掃センター（☎
31-2114）

区分
令和３
年度

令和２
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 3,677 3,787

不燃ごみ 241 247

粗大ごみ 17 17

小計 3,935 4,051

資
源
ご
み

びん 121 124

ペットボトル 43 43

その他プラスチック 132 131

衣類 26 ー

小計 322 298

合計 4,257 4,349

■�ウシの飼育状況の定期報告をし

ましょう

　ウシを飼養している人は、２月

１日時点の飼養状況を所定の報告

書に記入の上、下記のいずれかの

窓口に提出してください。

【提出期限】�４月15日（金）

【提出先】�県南家畜保健衛生所、

農政課、■支産業係

【問い合わせ】�県南家畜保健衛生

所（☎0197-23-3531）

■第15回賢治三月祭

　賢治が石鳥谷で行った肥料相談

の詩「三月」。この詩碑がある道の

駅石鳥谷で、詩の朗読や精神歌の

合唱を行います。

【日時】�３月13日（日）、午後１時30

分

【会場】�道の駅石鳥谷

【問い合わせ】�石鳥谷賢治の会�北

田（☎090-5598-4216）

■�「解決の糸口を見つけに行こう！」

相談会

　消費者信用生活協同組合の専門

スタッフや弁護士が、お金や暮ら

しに関する悩みなどを丁寧に聴き

取りし、一緒に解決の糸口を見つ

けます。

【日時】�３月５日（土）、午前10時～

午後４時

【会場】�信用生協北上事務所（北上

市大通り1-3-1�北上開発ビル２

階）

【相談内容】�お金の問題（多重債務

問題など）、遺産相続、不動産売

買、公共料金の滞納、ＤＶ・離婚問

題、その他暮らしに関する悩み事

【相談料】�無料

※事前の予約が必要です

【問い合わせ・予約】�信用生協北上

事務所（☎0120-101-612）

■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
２月24日（木）10：00～15：00 市民生活総合相談センター ２月22日（火）

３月９日（水）10：00～15：00 石鳥谷総合支所1-1会議室 ３月８日（火）

市民生活（人権・行政）
相談

３月４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

■スポーツ安全保険に

　加入しましょう

【加入対象】�４人以上の団体

【補償期間】�４月１日～令和５年

３月31日（１年間）

※４月１日以降も申し込みを受け

付けます。この場合、補償期間は

加入の翌日からとなります

【申込用紙の配布場所】�総合体育

館、花巻球場、市民体育館、大迫体

育館、石鳥谷体育館、東和体育館

※補償内容や掛け金について詳し

くは下記へ

【問い合わせ】�花巻市体育協会（総

合体育館内�☎22-3444）

■空間放射線量測定結果

【測定結果（単位：マイクロシーベ

ルト／時）】

期間 測定場所 測定値

1/25～2/7
市役所新館前 休止中

田瀬振興センター 0.05

※国や県が示す指標を大幅に下

回っています。なお、測定器の点

検のため、本庁の測定を休止して

います。この間は、県が測定した

下記の値を参考としてください

期間 測定場所 測定値

1/25～2/7 花巻地区合同庁舎 0.023～0.025

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3512）

（単位：トン）
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■ポリテクセンター岩手

　公共職業訓練受講生

【訓練期間】 ４月５日（火）～９月30

日（金）

【募集科・定員】 ▼金属加工科…13

人 ▼電気設備施工科…15人 ▼建築

ＣＡＤ施工科…17人

【受講料】 無料

【申込期限】 ２月22日（火）

※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）

■勤労青少年ホーム講座

【対象】 30歳未満の勤労者で、市

内に在住または在勤している人

【時間】 午後７時～９時

【受講料】 無料（材料費は自己負担）

※会員登録（ポラーノ会年会費

1,000円）が必要

【申込期限】 各講座開始の３日前

【問い合わせ・会場・申し込み】 勤

労青少年ホーム（☎23-4839）

講座名 定員 期日

手作りカヌレ ８名 ３月２日（水）

リラクゼーション
ヨガ

８名
３月３日～24
日の毎週木曜
日、全４回

手作りパン（いち
じくとナッツの
クッペ）

８名 ３月16日（水）

■�岩手大学・花巻サテライト

　インハウスセミナー

■市営住宅入居者

【締め切り日】 ２月25日（金）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅22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

天下田 ２戸 ３ＤＫ 一般・単身

■�希望郷いわて国体・いわて大会

記念パネル巡回展

　懐かしい写真やグッズなどの展

示を行います。

【期間】 ２月25日（金）～３月16日（水）

【会場】 総合体育館

【入場料】 無料

【問い合わせ】 ●本スポーツ振興課

（☎41-3593）

■新規就農者研修（入門コース）

【対象】 令和４年４月１日現在で

70歳以下の野菜就農志向者など

【定員】 40人（上回る場合は選考）

【経費】 15,000円（傷害保険・教材・

実習経費）

【申込期限】 ３月25日（金）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【会場・問い合わせ】 岩手県立農業

者大学校（☎0197-43-2211）

内容 期日 時間

講義
５月７日～10月
15日の指定の土
曜日、全10回

10：00～11：30

実習
５月７日～10月
15日の毎週土曜
日、全24回

13：00～15：30
（７月23日～８
月13日は10：00
～12：30）

■花巻おもちゃ美術館

　おもちゃ学芸員養成講座

【対象】 同美術館で月２回程度ボラ

ンティア活動できる18歳以上の人

【日時】 ▼３月５日（土）、午後１時

～４時 ▼３月６日（日）、午前10時

～午後４時

【定員】 30人

【受講料】 4,500円（エプロン代など）

【申込期限】 ２月22日（火）

【申し込み方法】 ①氏名（ふりが

な）②性別③生年月日④住所⑤連

絡先⑥受講動機を記入の上、ファ

クス・メールのいずれかで下記へ

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻おもちゃ美術館（☎080-9257-

7987 思23-4333 死htm@otomoku.

co.jp）

①自社工場へのIoT導入

【期日】 ３月３日（木）

【講師】 株式会社システムベース 

ソリューション１部１グループマ

ネージャーの小笠原元さん

【申込期限】 ２月24日（木）

②�マーケティングの基礎と実践

【期日】 ３月10日（木）

【講師】 岩手大学花巻サテライト

客員教授の及川哲也さん

【申込期限】 ３月３日（木）

①②共通

【時間】 午後１時30分～３時

【受講方法】 Zoomアプリを使用し

たオンラインによる受講

【受講料】 無料

【申込方法】 電話、ファクス、メー

ルのいずれかで下記へ

※ファクス、メールの場合は、氏

名、連絡先を明記

【問い合わせ・申し込み】 岩手大

学・花巻サテライト（☎30-1172 思

30-1170 死rcist@iwate-u.ac.jp)

■高村光太郎記念館企画事業

①�第二弾・光雲の鈿
うずめのみこと

女命�受け継が

れた「形」

　光太郎の父・光雲作の木彫「鈿女

命」や、新たに寄贈された光太郎や

光雲に関係する作品を公開します。

【期間】 ２月23日（水・祝）～５月15日（日）

【時間】 午前８時30分～午後４時30分

【入館料】 大人350円、高校生・学

生250円、小中学生150円

②講座「光雲と東雲の彫刻（仮）」

【日時】 ３月６日（日）、午前10時～正午

【講師】 高村光太郎連
れんぎょう

翹忌
き

運営委

員会代表の小山弘明さん

【定員】 15人（抽選）

【受講料】 無料

【申込期限】 ２月28日（月）

①②共通

【会場・問い合わせ・②の申し込み】 

高村光太郎記念館（☎28-3012）


