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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.381

■�花巻ばら会�夏の剪
せんてい

定講習会　　

　秋にバラをたくさん咲かせるた

め夏の剪定方法をベテランが指導

します。お気軽にご参加ください。

【日時】 ８月８日（月）、午前９時

【会場】 まなび学園

【持ち物】 手袋、剪定ばさみ

※参加無料。申し込み不要です

【問い合わせ】 花巻ばら会事務局

佐藤厚子（☎090-7568-0487）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔６月24日(金）～７月７日

（木）〕（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）

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。

■全国一斉「遺言・相続」相談会

【日時】 ８月７日（日）、午前10時～

午後４時

【会場】 岩手県司法書士会館（盛岡市）

【実施方法】 ①対面（予約制）②

ウェブ（Zoomで実施。予約制）③電

話（当日0120-339-279へ電話）

※①②の予約方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 岩手県司法書士会

事務局（☎019-622-3372）

■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 ８月４日（木）10：00～15：00
市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

８月３日（水）

市民生活（人権・行政）
相談

８月５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

■�農薬散布によるミツバチへの被

害を防止しましょう

　毎年８月になると、水稲への農

薬散布に関連すると思われるミツ

バチの死亡事例が発生していま

す。

　散布の際は、水稲生産者とミツ

バチ飼養者などで、事前に農薬散

布時の注意事項や巣箱の移動など

について話し合い、被害の防止に

努めるようお願いします。

※地域の農薬散布時期の詳細は、

最寄りの農業改良普及センターま

たはＪＡいわて花巻へお問い合わ

せください　

【問い合わせ】 農政課（☎23-1400）

■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。

　夏の時期は、水難事故が多く発

生します。施設管理者は、木
ぼっ

杭
くい

や

ロープ、看板などを設置するな

ど、危険な場所に近づかないよう

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、呼び掛け

などの対応も重要です。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）

■宝くじ助成で地域活動支援　　

　市では、自治総合センターが実

施する宝くじの助成（＊）を活用

し、地域の活動を支援しています。

【助成対象事業】 ▼一般コミュニ

ティ助成事業…公民館の備品、祭

り用備品など ▼コミュニティセン

ター助成事業…公民館の建設など

◉本年度支援を行った団体

【団体】 島公民館

【内容】 草刈り機の整備

＊この事業は宝くじの助成金で実

施しており、事業実施年度の前年

度の８・９月に募集しています

【問い合わせ】 　地域づくり課（☎
41-3513）

●本

■�業務で新型コロナに感染した場

合、労災保険給付の対象に

　 ▼感染経路が業務によることが

明らかなとき ▼複数の感染者が出

た職場や、接触の機会が多い職場

にて感染した可能性が高い場合 ▼

医療・介護の職場で感染したとき ▼

症状が持続し療養が必要な場合―

は労災保険給付の対象となります。

※請求の手続きなど、詳しくは下

記へ　

【問い合わせ】 岩手労働局労働基

準部労災補償課（☎019-604-3009）

■オープンキャンパス2022

　国際医療福祉専門学校一関校

【期間】 ８月１日（月）から随時開催

※申し込み方法

な ど 詳 し く は

学校ホームペー

ジ（http://imwc-

◀
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

ichinoseki.ac.jp/入学要項/オープ

ンキャンパス日程)をご覧ください

【問い合わせ】 救急救命学科（室根

校舎☎0191-64-4001）、理学療法

学科（大東校舎☎0191-75-3007）
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■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

８月３日（水） 石鳥谷総合支所

８月４日（木） 市役所本庁本館

８月24日（水） 大迫総合支所

８月26日（金） 東和総合支所

■�花巻市保健福祉総合計画（素案）

　同計画は、市民の地域福祉、高

齢者福祉、障がい者福祉、健康・

食育、子ども・子育て支援の各分

野の連携を強化し、それぞれの個

別計画との整合を図る、保健福祉

の総合的な計画として定めるもの

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】 ７月20日（水）～８月19日（金）

【公表方法】 ●新地域福祉課、　総務

課、■支 地域づくり係、まなび学

園、各振興センター、各保健セン

ター、各図書館に備え付けるほ

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】 ●新地域福祉課

（〒025-8601 花城町9-30 ☎41-

3572 思41-2761 死chiikif@city.

hanamaki.iwate.jp）

●本

※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

■市政懇談会

【時間】 午後６時～（いずれも１時

間30分程度）

※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、マスクの着用をお願

いします。そのほかの地区につい

ても広報はなまきなどで順次お知

らせします

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3514）、■支地域づくり係（■石☎
41-3441、■東☎41-6511）

期日 地区 会場

８月２日（火） 好地 好地振興センター

８月５日（金） 太田 太田振興センター

８月10日（水） 土沢
東和コミュニティ
センター

■空家等無料相談会

【対象】 空き家の所有者・管理者、

空き家になる見込みの建物を所有

または管理している人

【期日】 ８月10日（水）・11日（木・祝）

【時間】 午前９時30分～午後４時

※相談時間は１組30分程度。事前

の予約を優先します

【会場】 文化会館

【予約期間】 ７月21日（木）～29日（金）

【問い合わせ・予約】 ●新建築住宅課

（☎41-3567）

　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により、延期や

内容変更、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。

■おでんせいわて　乗って応援！

　県産品プレゼントキャンペーン

　県では、新型コロナの影響によ

り県内への宿泊・旅行の需要が減

少していることから、期間中の指

定公共交通機関の利用者を対象と

して、抽選で県産品などが当たる

キャンペーンを実施中です。

【対象】 期間中に次の公共交通機

関が指定する路線またはツアー商

品を利用した人

▼航空機…日本航空㈱、㈱フジド

リームエアラインズ ▼新幹線…㈱

ＪＲ東日本びゅうツーリズム＆

セールス ▼長距離バス…ジェイ

アールバス東北㈱、岩手県交通

㈱、岩手県北自動車㈱

【期間】 ７月１日（金）～９月30日（金）

【賞品】 県産品1,500人、バーチャ

ル物産展利用クーポン1,500人

【応募期限】 10月７日（金）

※応募方法など詳しくは各公共交通

機関のホームページまたは下記へ

【問い合わせ】 同キャンペーン事

務局（0120-726-637）

■介護・保育・福祉の就職相談会

【対象】 県内の福祉施設・事業所へ

の就職を希望する一般求職者また

は学生

【日時】 ７月30日（土）、午後１時～

３時40分（受け付けは午後０時30

分～）

【会場】 ホテルメトロポリタン盛

岡本館（盛岡市）

【申込期限】 ７月27日（水）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 岩手県福祉人材セ

ンター（☎019-637-4522）

■子育て支援研修

　（地域保育コース）

【対象】 市内在住または市内の保育

施設などに勤務する18歳以上の人

【期日】 ９月27日（火）、10月12日

（水）・18日（火）・25日（火）、11月28日

（月）、全５回

※上記のほか、見学実習を10月31

日（月）～11月22日（火）の間で２日間

実施

【会場】 まなび学園

【定員】 40人（先着順）

【申込期限】 ８月19日（金）

【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）


