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情報 information

■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

無料アプリ

で広報はなまきをご覧

いただけます
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■いわてエコアクション2022�夏編

　県では、エネルギー消費の多く

なる夏に効果的で身近なエコアク

ション（省エネ行動）をウェブサイ

ト上で紹介しています。

　期間中、省エネ行動を実践し

て、アンケートに答えるかＳＮＳ

に参加すると、抽選で15人に緑の

募金付きＱＵＯカード1,000円分

が当たります。

【期間】 ９月30日（金）まで

【応募方法】 ウェ

ブ サ イ ト「 い わ

て エ コ ア ク シ ョ

ン 2 0 2 2 夏 編 」

（http://www.aiina.jp/site/

environment/6494.html）にアクセ

スし、ウェブアンケートに回答

【問い合わせ】 岩手県環境生活部

環境生活企画室（☎019-629-5272）
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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防止により、
延期や中止・変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■市政懇談会

　市長または副市長が各地区に伺

い、直接皆さんの声をお聴きしま

す。地域の声を市政に伝える機会

ですので、ご参加ください。

期日 地区 会場

８月23日（火） 湯本 湯本振興センター

８月25日（木） 八重畑 八重畑振興センター

【時間】 午後６時から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）

■森林の現地調査にご協力を

　市が進める航空機による森林資

源調査の一環として、現地の照合

調査を実施します。

　調査員は、市が発行した身分証

明書を所持し、オレンジ色のベス

トと腕章を着用します。民有林へ

の立ち入りにご協力をお願いしま

す。

【対象】 東北本線以東の民有林の

うち20カ所

【期間】 10月31日（月）まで

【問い合わせ】 農村林務課（☎23-

1400）

■�花巻市子育てガイドブックを改

訂しました

　「花巻市子育て

ガイドブック」の

令和４年６月改訂

版を作成しまし

た。このガイド

ブックでは、花巻

市の子育て支援事

業や各種手続き窓口、保育施設へ

の入所手続き方法などを紹介して

います。

※ガイドブックは、教育委員会こ

ども課、こどもセンター、保育園

入所相談窓口、健康福祉部各課、

各総合支所市民生活係などで配布

するほか、市ホームページに掲載

しています

【問い合わせ】 教育委員会こども

課（☎41-3149）

花 巻 市

フラワーロールちゃん

令和4年6月改訂版

花巻市 子育てガイドブック
改訂版発行／令和4年6月
発行／岩手県花巻市
〒025-8601 岩手県花巻市花城町９番30号

事務局／教育委員会 教育部 こども課
TEL 0198-45-1311　FAX 0198-45-1321

■�花巻市シルバーワークプラザ

（南万丁目）の臨時休館

【期間】 ８月12日（金）・15日（月）・16

日（火）

【問い合わせ】 花巻市シルバー人

材センター（☎24-0556）

■目指そう‼ごみ減量生活

　４月～６月の家庭ごみの処理量

は、令和３年度と比べ減少してい

ます。引き続きごみの減量に皆さ

んのご協力をお願いします。

【問い合わせ】 清掃センター（☎
31-2114）

◉ごみ出しの注意ポイント

　収集処理時の爆発火炎事故の防

止のため、下記の手順を行った後

不燃ごみに出してください。

▼電池類は必ず取り外し、電池類

だけ透明な袋に入れる ▼ライター

は中身を使い切り、ライターだけ

透明な袋に入れる ▼スプレー缶は

中身を使い切り、穴を３カ所以上

空ける

（単位：トン）

区分
令和４
年度

令和３
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 3,839 3,904

不燃ごみ 262 271

粗大ごみ 21 18

小計 4,122　 4,193

資
源
ご
み

びん 135 135

ペットボトル 49 48

その他プラスチック 142 145

衣類 28 35

小計 354 363

合計 4,476 4,556

■児童扶養手当の現況届を忘れずに

　児童扶養手当の受給資格者（支

給停止の人を含む）は「児童扶養手

当現況届」を提出する必要があり、

対象者には７月に通知済みです。

　この届けは、受給資格および11

月以降の支給額を決定するもの

で、提出が遅れると11月分以降の

手当の支払いが一時差し止めとな

りますので、期間内に必ず提出し

てください。

【受付期間】 ８月１日（月）～31日（水）

【受付場所】 ●新地域福祉課、■支健

康福祉係

【問い合わせ】 ●新地域福祉課（☎
41-3575）、■支健康福祉係（■大☎41-

3127、■石☎41-3447、■東☎41-6517）

■�障がい者就労施設等からの物品

などの調達実績・今年度目標

　市では、障がい者就労施設等か

らの物品などの調達を推進してい

ます。令和３年度の目標・実績額

と、本年度の目標額は下記のとお

りです。

▼令和３年度

目標額　 8,000,000円

実績額　 9,907,162円

▼令和４年度

目標額　 9,500,000円

【問い合わせ】 ●新障がい福祉課（☎
41-3581）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔７月８日(金）～22日（金）〕

（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）

■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時から電話で下記へ

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

司法書士法律相談 ８月17日（水）13：30～15：30

市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

８月10日（水）

消費者救済資金貸付相談８月18日（木）13：00～17：00 ８月10日（水）

弁護士法律相談 ８月24日（水）10：00～15：00 ８月23日（火）

暮らしの行政書士相談 ８月25日（木）13：30～15：30 ８月18日（木）

■�いわておかえりプロジェクト

「いわてへのＵターン・移住」の

ススメ

　県では、ＪＲ駅内に駅ナカ移住

相談ブースを設置し、お盆に県外

から帰省する人を対象にＵターン

に関する支援制度を紹介するとと

もに、相談も承ります。この夏は

帰省を検討している家族や友人と

一緒にＵターン・移住を考えてみ

ませんか。

【実施期間】 ８月10日（水）～16日（火）

【実施場所】 盛岡駅ビルフェザン

１階・ＪＲ一ノ関駅西口

※詳しくは「いわておかえりプロ

ジェクト」ホームページをご覧く

ださい

【問い合わせ】 岩手県定住推進・雇

用労働室（☎019-629-5588）

№２№１

花巻保健センター
（健康づくり課）

（公）花巻市
シルバー人材センター

東北農政局和賀中央農業
水利事務所

アイリス花巻

ドラックストア

※通り抜けできません

西側進入路
東側進入路

構内通路通行止め

バリケード

■防災情報伝達試験

　市では、エフエムワン、大迫地

域防災行政無線、東和地域有線放

送を通じて災害情報の配信試験を

行います。花巻市防災ラジオが自

動起動し、災害情報が放送されま

す。

【日時】 ８月10日（水）、午前11時

※携帯電話の緊急速報メールには

配信されません。天気などの状況

によっては中止することがありま

す

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■花巻保健センター駐車場への進入路閉鎖および構内通路の通行止め

　花巻保健センター駐車場全面舗装のため、駐車スペースを№１（西側）

と№２（東側）に分けて利用範囲および駐車場進入路を制限します。ま

た、工期中の構内通路の通り抜けはできませんので、ご了承ください。

【東側駐車場および進入路の閉鎖期間】

①８月１日（月）～14日（日）②９月５日（月）～11日（日）

※期間中は№１駐車場をご利用ください

【西側駐車場および進入路の閉鎖期間】 ８月29日（月）～９月４日（日）

※期間中は№２駐車場をご利用ください

【構内通路通行止め期間】 

９月30日（金）まで

※工事の進
しん

捗
ちょく

状況などに

より期間に変更が生じる場

合があります

【問い合わせ】 健康づくり

課（☎41-3607）

（納期限は８月31日）

国　保　税（第２期）

市 県 民 税（第２期）

今月の納税今月の納税

■「毎月勤労統計調査特別調査」

　を実施します

　令和４年７月31日現在で、常用

労働者を１～４人雇用している事

業所を対象に「毎月勤労統計調査

特別調査」を実施します。

　この調査は、小規模事業所に

おける賃金、労働時間および雇用

の実態について全国や都道府県別

に明らかにすることを目的として

います。調査対象となる事業所

には、８～９月にかけて都道府県

知事が任命した調査員が訪問しま

す。感染症拡大の状況を踏まえ、

郵送またはオンラインの回答をお

願いする場合があります。回答い

ただいた内容は、統計法に基づき

厳しく秘密が守られます。統計以

外の目的に用いることも固く禁じ

られていますので、調査へのご協

力をお願いします。

※詳しくは、厚生労働省ホーム

ページをご覧ください

【問い合わせ】 ●本総務課（☎41-

3507）

■第11回宮沢賢治やまなし祭

　朗読や合唱を行い、自然との共

存の大切さを学びます。参加料無

料、申し込みは不要です。

【日時】 ８月７日（日）、午前10時

【会場】 宮沢賢治やまなし園（石鳥

谷町大瀬川第11地割地内）

※雨天時は大瀬川構造改善センター

【問い合わせ】 石鳥谷賢治の会 熊

谷（☎090-8258-6170）


