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■石鳥谷アイスアリーナ

　今季オープン

【開館期間】 11月１日（火）～令和５

年３月31日（金）

【開館時間】 ▶平日…午後１時～

９時▶土・日曜日、祝日…午前10

時～午後６時

【料金】 一般600円、高校生400円、

中学生以下300円

※小中学生および市内に在住また

は通学している高校生、富士大学

生は、まなびキャンパスカードや

学生証の提示で、土・日曜日、冬

休み期間の利用が200円減額にな

ります

【貸靴料金】 300円

【休館日】 毎週月曜日（祝日の場合

は翌日）、12月31日（土）、令和５年

１月１日（日）

※12月26日（月）、令和５年１月16

日（月）は開館

【問い合わせ】 石鳥谷アイスア

リーナ（☎45-6661）

■�河川などへの油の流出に注意し

ましょう

　令和３年度に県内の河川などで

44件の油流出事故が発生しまし

た。多くは、配管の破損などの管

理不備や給油中にその場を離れる

などの人的ミスが原因です。

　漏れた油の拡散防止の措置や、

清掃に係る費用は原因者の負担と

なります。費用が多額になる場合

もあるので、ホームタンクを設け

ている一般家庭や事業所の皆さん

は特に注意してください。

　万が一、油を流出させてしまっ

た、または流出しているのを発見

した場合は、下記または最寄りの

消防署、警察署へ連絡してくださ

い。

【問い合わせ】 ●本生活環境課（☎
41-3545）、■支市民生活係（■大41-

3126、■石41-3446、■東41-6516）、

岩手県企業局業務課（☎019-629-

6396）、岩手県企業局県南施設管理

所（☎0197-66-3233）

■�目指そう‼ごみ減量生活

　７～９月の家庭ごみの処理量は

令和３年度と比べ若干減少してい

ます。引き続きごみの減量にご協

力をお願いします。

【問い合わせ】 清掃センター（☎
31-2114）

◉ごみ収集処理時の爆発火災事故

を防止するため、以下の点に注意

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、不燃ごみに

出してください

◦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、不燃

ごみに出してください

◦スプレー缶は中身を使い切り、

穴を３カ所以上開けて、不燃ごみ

に出してください

区分
令和４
年度

令和３
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 4,139 4,245

不燃ごみ 214 231

粗大ごみ 17 15

小計 4,370 4,491

資
源
ご
み

びん 133 138

ペットボトル 61 59

その他プラスチック 145 145

衣類 18 27

小計 357 369

合計 4,727 4,860

（単位：トン）

■�「市場まつり」を中止します

　新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、今年度の「市場まつ

り」を中止します。

【問い合わせ】 ●本商工労政課（☎
41-3539）

■�11月は児童虐待防止推進月間

　「もしかして？」ためらわないで　

　189（いちはやく）

　児童虐待は社会全体で解決すべ

き問題です。児童虐待が疑われる

子どもを見つけたときは、すぐに

通報することが法律で義務付けら

れています。

　身の回りで虐待の疑いを感じた

ときは、下記へご相談ください。

秘密は厳守され、通報や相談した

人が特定されることはありませ

ん。

【問い合わせ・相談】 ●新地域福祉課

（☎41-3575）、児童相談所全国共通

３桁ダイヤル（☎189［いちはやく］）

■�花巻市安全・安心まちづくり大会

【日時】 11月28日（月）、午後１時30

分～３時30分

【会場】 文化会館

【内容】 ▶交通安全コンクール

「チャレンジ100」表彰▶「社会を明

るくする運動」作文発表▶「わたし

の主張花巻大会」作品発表▶岩手

県警察音楽隊「安全安心ふれあい

コンサート」

【入場料】 無料（事前申し込み不

要）

※会場までの無料送迎バスを運行

します。希望する人は下記へ申し

込みください

【問い合わせ】 ●新市民生活総合相

談センター（☎41-3550）、花巻市

防犯協会（☎24-2966）

出発地 バス出発時間

大迫総合支所 12：20

石鳥谷総合支所 12：40

東和総合支所 12：40

■�花壇の新設や補修などを支援し

ます

【対象】 次のいずれかに該当する

団体

▶市内の地域団体▶市内を拠点に

して活動する市民団体▶市内に住

所を有する事業所

※「花壇等実践者」の登録が必要です

【補助額】 事業に要する経費の２

分の１（上限20万円）

【補助対象】 ▶花壇の新設▶花壇

の補修費（用土の補充も含む）▶垣

（トレリス、ラティス、アーチなど）

の設置費

※事業実施前に申請が必要です。

申請方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ・申請】 ●新公園緑地課

（☎41-3569）

　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。 20

■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
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■�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

　若者の就職を支援する「もりお

か若者サポートステーション」

が、就職に向けた相談会を開催し

ます。

【対象】 15歳～概ね50歳の人

【日時】 11月29日（火）、午前10時

【会場】 ハローワーク花巻

【内容】 就職相談、面接練習、就

活セミナー、職場体験・見学など

※事前に予約が必要です

【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）　

■�保険証が変わったら、医療費助

成の手続きをお忘れなく

　市では、乳幼児、小学生、中高

生、重度心身障がい者、ひとり親

家庭、心身障がい児、寡婦などに

該当する人へ医療費受給者証を交

付し、医療費の助成を行っていま

す。

　現在、受給者証をお持ちの人

で、保険証が変わった場合は、新

しい保険証の登録が必要です。変

更があり次第、お早めに下記へ届

け出を行ってください。

※医療費助成の手続

きについて詳しく

は、市ホームページ

をご覧ください

【問い合わせ】 ●本国保医療課（☎
41-3584）、■支健康福祉係（■大41-

3127、■石41-3447、■東41-6517）
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■�市民のつどい

【日時】 11月18日（金）、午前10時～

正午

【会場】 まなび学園

【内容】 講演会「ジェンダー平等っ

てどういうこと？ ～“地方分散の

時代”のジェンダー平等“私”との

かかわりを考える～」

【講師】 岩手大学副学長・ダイバー

シティ推進室長の海妻径子さん

【参加料】 無料（事前申し込み必要）

※参加および無料託児を希望（対

象は１歳以上の未就学児）する人

は11月11日（金）までに下記へ申し

込みください

【問い合わせ・申し込み】 ●本地域

づくり課（☎41-3514　思22-6995

✉kyodo-danjo@city.hanamaki.

iwate.jp）

■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
司法書士法律相談 11月16日（水）13：30～15：30市民生活総合相談センター 11月９日（水）

消費者救済資金貸付相談 11月17日（木）13：00～17：00市民生活総合相談センター 11月10日（木）
弁護士法律相談 11月24日（木）10：00～15：00東和総合支所第３会議室 11月22日（火）

市民生活（人権・行政）
相談 11月11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

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔10月７日(金）～24日（月）〕

（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.03～0.05 

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）

■�花巻市消防演習

【日時】 11月13日（日）、午前８時30分

【会場】 北上川・朝日橋下流右岸河

川敷（小雨決行、荒天中止）

【内容】 ▶分列行進（会場内のみ）

▶火災想定訓練▶ラッパ訓練▶放

水訓練▶花巻市花巻地区赤十字奉

仕団による応急給食訓練

※観覧は自由ですが、自家用車は

係員の指示に従い駐車するようご

協力をお願いします

【問い合わせ】 消防本部総務課（☎
22-6122）

■�防災情報伝達試験

　えふえむ花巻、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。花巻市防災ラジオをお持ちの

場合、ラジオが自動起動し、災害

情報が放送されます。

【日時】 11月16日（水）、午前11時

※今回の訓練は、携帯電話の緊急

速報メールには配信されません。

気象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）

（納期限は11月30日）今月の納税今月の納税

国 保 税（第５期）

■第81回一関・盛岡間駅伝競走大会

　11月23日（水・祝）、一関から盛岡

までたすきをつなぐ「一関・盛岡間

駅伝競走大会」が開催されます。

　選手が市内のコースを通過する

ため、当日は交通規制が行われま

す。渋滞が予想されますが、ご協

力をお願いします。

【規制時間】 午前10時40分～正午

ごろ

※コース図や選手通過時間など詳

しくは岩手日報社ホームページ

（https://www.iwate-

np.co.jp/content/

ekiden/index.html）

で紹介しています

【問い合わせ】 同大会事務局（岩手

日報社事業部☎019-653-4121）
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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。


