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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.383

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。

■８月30日～９月５日は

　建築物防災週間です

　県では、災害時に被害の発生す

るおそれのある建築物を中心に、

安全管理の状況を調査します。ま

た、週間に合わせ防災相談所を設

置します。

【設置日】 ８月30日（火）～９月５日

（月）〔３日（土）・４日（日）を除く〕

【時間】 午前９時～午後５時

【問い合わせ・設置場所】 県南広域

振興局花巻土木センター（☎22-

5026）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔７月23日(土）～８月５

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

市民生活（人権・行政）
相談

９月２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

司法書士法律相談 ９月８日（木）13：30～15：30東和総合支所第３会議室 ９月１日（木）

弁護士法律相談 ９月14日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター ９月13日（火）

■第十一回特別弔慰金の請求を

　受け付けています

　戦没者などの遺族に対する特別

弔慰金の請求を受け付けています。

【支給内容】 額面25万円、５年償

還の記名国債

【受付場所】 ●新地域福祉課または

■支健康福祉係

【請求期限】 令和５年３月31日（金）

※支給対象者や提出書類など、詳

しくは下記へ

【問い合わせ】 ●新地域福祉課（☎
41-3572）、■支 健康福祉係（■大☎
41-3127、■石☎41-3447、■東☎41-

6517）■�もりおか若者サポートステー

ション　花巻地区説明・相談会

【対象】 15歳～概ね50歳の人

【日時】 ８月30日（火）、午前10時

※事前に予約が必要です

【会場】 ハローワーク花巻

【申込期限】 ８月29日（月）

【問い合わせ・予約】 もりおか若

者サポートステーション（☎019-

625-8460）

■�点訳ボランティア養成講座

　点訳を学びながら、視覚障がい

者の情報環境への理解を深めます。

【期日】 ９月22日～11月24日の毎週

木曜日、全９回（11月３日を除く）

※後半３回はパソコンを使用しま

すので持参してください。お持ち

でない人には貸し出します

【時間】 午前10時～正午

【会場】 花巻市総合福祉センター

【定員】 10人（先着順）

【受講料】 無料

【申込期限】 ９月13日（火）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市社

会福祉協議会（☎41-8739）

■�要約筆記ボランティア養成講座

　要約筆記の知識および技術の習

得を目的に開催します。

【期日】 ９月２日～10月７日の毎週

金曜日、全５回（９月23日を除く）

【時間】 午後１時30分～３時30分

【会場】 花巻市総合福祉センター

【定員】 10人（先着順）

【受講料】 無料

【申込期限】 ８月26日（金）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市社

会福祉協議会（☎41-8739）

■あなたの大切な遺言書を

　法務局が守ります

　遺言の利用を促進し、相続をめ

ぐる紛争を防止することを目的と

して、法務局で自筆証書遺言書を

お預かりすることができます。

　詳しくは、法務省のホームペー

ジをご覧いただくか下記へお問い

合わせください。

【問い合わせ】 盛岡地方法務局花

巻支局（☎24-8311）

■�次世代へ繋ぐ社会貢献セミナー

　ご自身や故人の思いを社会に役

立てる「遺贈・相続財産寄付」につ

いて考えてみませんか。

【日時】 ９月１日（木）、正午～午後

２時30分

【会場】 ブランニュー北上（北上市）

【内容】 ▽ランチの提供 ▽岩手県

司法書士会による相続・遺言講座
▽日本赤十字社岩手県支部による

事業紹介

※終了後、希望者を対象に個別相

談会を実施します

【定員】 30人（先着順）

【受講料】 無料

【申込期限】 ８月19日（金）

【問い合わせ・申し込み】 日本赤十

字社岩手県支部（☎019-638-3610）

■みんなできれいに

　市民総参加早朝一斉清掃

【日時】 ９月18日（日）、午前６時

【問い合わせ】 ●本生活環境課（☎
41-3544）、■支市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東☎41-6516）
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■自治公民館整備事業補助金

　令和５年度に自治公民館の新

築、改築、修繕などを予定してい

る町内会および自治会などに、整

備費用の一部を補助します。

【補助率】 ▼新築、改築…経費の

３分の１ ▼改修、修繕…30万円を

超える場合に経費の３分の１

※公共下水道および農業集落排水

に係る給排水設備並びに合併処理

浄化槽の設置が必要な場合は、２

分の１を補助。工事内容により交

付限度額があります

【申込期限】 ９月15日(木）

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3513）

�　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。

■�犯罪被害者支援県民のつどい

　事件や交通事故の被害者やその

家族は、さまざまな苦しみを抱え

ています。被害者支援の活動に理

解を深めてみませんか。

【対象】 県内在住の人

【日時】 10月15日（土）、午後１時～

４時

【会場】 文化会館

【内容】 基調講演「犯罪被害者と隣

人-佐世保小６女児同級生殺人事

件を通じて-」（講師は毎日新聞夕

刊編集部の川名壮志さん）、ミニ

コンサート（演奏は岩手県警察音

楽隊）

※入場には事前に申し込みが必要

【申込期限】 ９月15日（木）

【申し込み方法】 往復はがきに①

氏名②住所③電話番号④人数を記

入して下記へ（返信用はがきが後

日返送され、当日の入場券となり

ます）

【問い合わせ・申し込み】 いわて被

害者支援センター（〒020-0021盛岡

市中央通3-10-2☎019-621-3750）

■岩手県農業研究センター

　一般公開デー

　最新の研究成果の展示や役立つ

ミニセミナーのほか、農産物や加

工品の販売、クイズラリーなどを

行います。皆さまのご来場をお待

ちしています。

【日時】 ９月３日（土）、午前９時30

分～午後３時

【入場料】 無料 

【会場・問い合わせ】 岩手県農業研

究センター（☎0197-68-2331）

■�女性就業援助技術講習

①建設業経理士養成科

　就職に有利な建設業経理士検定

試験２級、建設業経理事務士検定

試験３級の資格取得に向けて受講

してみませんか。

【対象】 県内在住で、県内に就業

を希望する女性

【選考日時】 ９月26日（月）、午前10時

【講習期間】 10月５日（水）～11月８

日（火）のうち、23日間

【受講料】 無料（テキスト代4,400

円、訓練保険料が別途かかります）

【募集期限】 ９月21日（水）

【講習場所・問い合わせ・申し込み】 

遠野職業訓練協会（☎0198-62-

6310）

②ネイリスト養成科

　12月に行われるＪＮＡジェルネ

イル技能検定試験（初級）の資格取

得を目指します。

【対象】 県内在住で、県内に就業

を希望する女性

【選考日時】 ９月15日（木）、午前９

時30分

【講習期間】 ９月28日（水）～12月２

日（金）のうち、23日間

【訓練場所】 胆江地域職業訓練セ

ンター（奥州市）

【受講料】 無料（別途、テキスト・

教材代、傷害保険料が３万2,000

円程度かかります）

【募集期限】 ９月12日（月）

【問い合わせ・申し込み】 水沢職業

訓練協会（☎0197-23-3388）

■�危険物取扱者試験

【試験種類】 甲種、乙種（第１～６

類）、丙種

【試験日】 10月１日（土）

【試験開始時間】 ▼甲種、乙種…

午前10時（受け付け開始は午前９

時） ▼丙種…午後２時（受け付け開

始は午後１時20分）

※乙種第４類は午前と午後に分け

て実施する場合があります

【試験会場】 富士大学ほか（予定）

【申し込み方法】 電子申請、郵送

または持参（提出先は消防試験研

究センター岩手県支部）のいずれ

かで申し込み

※電子申請の利用方法は消防試

験研究センターホームページ

（https://www.shoubo-shiken.

or.jp/）に掲載しています

【申込期間】 ▼電子申請…８月15

日～22日、午後５時 ▼郵送または

持参…８月18日～25日（消印有効） 

【問い合わせ】 ▼試験について…

消防試験研究センター岩手県支部

（〒020-0015 盛岡市本町通1-9-

14 JT本町通ビル５階 ☎019-654-

7006） ▼電子申請について…消防

試験研究センター電子申請室（☎
0570-07-1000）

■花巻おもてなし観光ガイド

　養成講座

　本市を訪れる観光客に、花巻の

魅力発信とおもてなしを行うため

のスキルを身に付けます。

【対象】 18歳以上70歳未満で、観

光ガイドとして活動できる人

【期間】 10月13日（木）～令和５年３

月16日（木）のうち、12日間

【定員】 10人（選考）

※申し込みが２人以下の場合、中

止になることがあります

【申込期限】 ９月30日（金）

【申し込み方法】 電話、ファクス、

メールのいずれかで下記へ

【問い合わせ・申し込み】 花巻観

光協会（☎29-4522 思29-4447 死

kero@kanko-hanamaki.ne.jp）


