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■農業のお手伝いを紹介「アグリ

　ワーク」をご利用ください

　ＪＡいわて花巻では、農繁期な

どで人手が必要な農業者と農業を

手伝って収入を得たい人をつなぐ

無料職業紹介所「アグリワーク」を

開設しています。

※申し込み方法など詳しくは、ＪＡ

いわて花巻ホーム

ページ（https://www.

jahanamaki.or.jp/

einouseikatsu/job/）

をご覧いただくか、下記へ

【問い合わせ】 アグリワーク（ＪＡ

いわて花巻営農部営農企画課内 

☎29-5871）

■４月の花巻ばやし踊り練習会

　中止のお知らせ

　４月に予定していた練習会は、

まなび学園が４月に利用できなく

なったことから、中止といたしま

す。５月以降は、会場を市民体育

館に変更して実施します。

【期日】 ５月９日・16日・23日、６

月６日の月曜日

※上記以外の日程については決ま

り次第お知らせします

【時間】 午後６時30分（１時間程

度）

【会場】 市民体育館

【持ち物】 うちわ、袖付きの羽織、

草履（ある人はご用意ください）

【問い合わせ】 花巻まつり実行

委員会事務局（●本観光課内☎41-

3542）

■�各種証明書の取得はコンビニ交

付が便利です　

　マイナンバー

カードを利用して

住民票などを取得

できる、便利なコンビニ交付サー

ビスをぜひご利用ください。

【市内の対象店舗】 セブン‐イレブ

ン、ローソン、ファミリーマート、

ユニバース

◉取得できる証明書と利用時間

◦住民票の写し、印鑑登録証明

書、課税（所得）証明書…午前６時

30分～午後11時

※12月29日～１月３日を除く。利

用は店舗の営業時間内に限ります

◦戸籍の全部事項・個人事項証明

書（戸籍謄本・抄本）、戸籍の附票

の写し…午前９時～午後５時15分

※土・日曜日、祝日、12月29日～１

月３日を除く

【問い合わせ】 ●本市民登録課（☎
41-3547）

■森林伐採・林地開発、森林土地

　取得時の届け出

①森林伐採・林地開発手続き

　森林の伐採や林地の開発をする

際は、事前に届け出や許可申請が

必要です。計画がある場合は、下

記へご相談・ご連絡ください。

②森林土地取得時の届け出

　個人・法人にかかわらず、売買

契約や相続、贈与、法人合併など

により、森林土地を取得した場合

は、所有者届け出が必要です。

①②共通

【問い合わせ・相談】 農村林務課

（☎23-1400）、■支産業係（■大☎41-

3122、■石☎41-3442、■東☎41-6512）

※保安林・林地開発に関すること

は、県南広域振興局花巻農林振興

センター（☎41-5407）へお願いし

ます

■ ＰＭ2.5の注意喚起情報が発令　

されたときは

　微小粒子状物質「ＰＭ2.5」は非

常に小さいため呼吸器官の奥深く

まで入り込みやすく、呼吸器系疾

患のリスクが上がることや、循環

器系への影響が懸念されます。本

市ではこれまで、１日の平均濃度

が国の指針値を超えたことはあり

ません。超えることが予想される

場合は、エフエムワンや市ホーム

ページなどで高濃度情報の周知を

図ります。

◉注意喚起が発令されたら

◦窓の開閉を必要最小限にし、外

気を室内に入れないようにする

◦�外出はなるべく避ける

◦屋外での激しい運動はできるだ

け控える

◦呼吸器系の疾患のある人や小

児、高齢者は健康への影響に個人

差があるので、特に気を付ける

【問い合わせ】 ●本生活環境課（☎
41-3545）、県南広域振興局花巻保

健福祉環境センター環境衛生課

（☎41-5405） 

■土澤アートクラフトフェア

　県内外から美術品や工芸品など

さまざまな手作り作品のお店約

280店が集まります。

【期日】 ５月３日（火・祝）・４日（水・祝）

【時間】 午前10時～午後４時

【会場】 萬鉄五郎記念美術館前

庭、土澤商店街

【問い合わせ】 土澤アートクラフ

トフェア事務局（いちびっと内☎
42-2632）

最新の行政情報はラジオから
エフエム・ワンは

78.7MHz

■水道メーター交換にご協力を

　水道メーターは法令に基づき、

８年に一度交換しなければなりま

せん。交換の対象となる場合、「水

道使用水量等のお知らせ」（検針票）

にその旨を記載していますのでご

確認ください。期限を迎えるメー

ターの交換作業は、花巻市上下水

道協同組合に委託して行います。

　10分ほど水道を止めて作業をし

ます。作業員は、同企業団が発行

した身分証明書を所持しています。

※交換に係る費用を請求すること

はありません

【問い合わせ】 岩手中部水道企業

団 給配水課（☎41-5317） ◀
Ｑ
Ｒ
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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.375

　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。

��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 ５月11日（水）10:00～15:00 市民生活総合相談センター ５月10日（火）

司法書士法律相談
５月12日（木）

13:30～15:30
大迫総合支所第２会議室 ５月２日（月）

５月18日（水） 市民生活総合相談センター ５月11日（水）

消費者救済資金貸付相談 ５月19日（木）13:00～17:00

市民生活総合相談センター

５月12日（木）

弁護士法律相談 ５月25日（水）10：00～15：00 ５月24日（火）

暮らしの行政書士相談 ５月26日（木）13:30～15:30 ５月19日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

５月13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

■無料相談をご利用ください

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔３月25日（金）～４月７日（木）

分〕（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…0.07～0.08

※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）

■東北財務局盛岡財務事務所

　からのお知らせ

①多重債務無料相談窓口

　自らの収入で返済しきれないほ

どの借金を抱え、悩んでいる人か

らの相談に応えています。

【相談日時】�毎週月～金曜日（祝

日・年末年始を除く）、午前８時30

分～正午、午後１時～４時30分

【問い合わせ・相談】�東北財務局盛

岡財務事務所（盛岡市内丸7-25盛

岡合同庁舎４階☎019-622-1637）

②無料出前講座

　地域のコミュニティ活動や各種

団体の勉強会などに伺い、出前講

座を行っています。

【講座内容】�

▲

お買い物ゲームを

やってみよう

▲

キャッシュカード

詐欺などの金融犯罪被害に遭わな

いために－など

【問い合わせ】�東北財務局盛岡財

務事務所（☎019-625-3353）

■�広報はなまきをアプリで配信し

ています

　市では、行政情報配信アプリ「マ

チイロ」で、広報はなまきを配信

しています。

【マチイロの機能】� ▼気になる記

事は画像として保存 ▼ダウンロー

ド済みの広報紙はオフラインで閲

覧可能 ▼最新号が発行されると

プッシュ通知でお知らせ－など

【ダウンロード方法】� 下記ＱＲ

コードを読み取り、または「Google�

Play」か「AppStore」で「マチイロ」

と検索してダウンロード

アンドロイド端末 iOS 端末

【問い合わせ】�●本秘書政策課（☎
41-3504）

■�中部保健所からのお知らせ

①�ＨＩＶなどの検査

　中部保健所では、ＨＩＶなどの

検査を無料で実施しています。

※匿名可。事前の予約が必要です

【日時】�毎月第１火曜日、午前10時

30分～11時30分・午後１時～２時30分

※５月と令和５年１月は第２火曜日

【検査内容】�ＨＩＶ抗体、性器ク

ラミジア、梅毒、肝炎（Ｂ型・Ｃ型）

②ＨＩＶなどの相談

【日時】� 月～金曜日（祝日を除

く）、午前８時30分～午後５時15分

③骨髄バンクドナー登録

　骨髄バンクのドナー登録を実施

しています。

※事前の予約が必要です

【日時】�毎月第３火曜日、午後１

時～２時

※令和５年３月は第２火曜日

④骨髄バンクドナーの相談

【日時】� 月～金曜日（祝日を除

く）、午前８時30分～午後５時15分

①～④共通

【会場】�中部保健所

【料金】�無料

【問い合わせ・予約】　中部保健所�

保健課（☎22-4952）

■�岩手県高齢者総合支援センター

からのお知らせ

①いわて認知症電話相談

　認知症介護経験のあるスタッフ

が認知症に関する相談に応えます。

【相談電話】�0120-300-340

②��～高齢者なんでも相談～

　シルバー110番

　高齢者やその家族を対象に、

困っていることや知りたいことな

どの相談に応えます。

【相談電話】�0120-84-8584

①②共通

【相談日時】�毎週月～金曜日（祝

日・年末年始を除く）、午前９時～

午後５時

【相談料】�無料

【問い合わせ】�岩手県高齢者総合

支援センター（☎019-625-7490）


