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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.392

　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。

■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時から実施日前日の午後２時までに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 ２月８日（水）10：00～15：00 市民生活総合相談セン
ター（本庁新館１階）

２月７日（火）

暮らしの行政書士相談 ２月９日（木）13:30～15:30 ２月２日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

２月10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１相談室

■�花巻市在宅医療・介護連携推進講演会

【日時】�２月18日（土）、午後１時30

分～３時

【会場】�なはんプラザ

【内容】�講演「アドバンスケアプラン

ニング（人生会議）への向き合い方」

（講師は学校法人岩手医科大学緩和

医療学科特任教授の木村祐輔さん）

【定員】�100人（先着順）

【参加料】�無料

【申込期間】�１月18日（水）～２月10

日（金）

【問い合わせ・申し込み】�●新長寿福

祉課（☎41-3576）

■�花巻警察署の窓口業務時間が変

わりました

　花巻警察署では、夕暮れ時に多

く発生する交通事故や子どもへの

声かけの対応などの警戒態勢を強

化するため、１月４日から当面の

間、下記窓口の受け付け終了時間

を午後４時に変更しました。なお、

事件や事故、遺失物や拾得物の届

け出は従来通り24時間受け付けま

す。

【対象窓口業務】�▶自動車保管場

所証明申請関係▶運転免許証の記

載事項変更▶猟銃、空気銃関係▶
遺失物の返還―など

【問い合わせ】�花巻警察署（☎23-

0110）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔12月８日(木）～１月６日

（金）〕（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.03～0.07　

②田瀬振興センター…0.05～0.1

※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）

（納期限は１月31日）今月の納税今月の納税

市県民税（第４期）

国 保 税（第７期）

■�スカイランタンイベント「はなまき

星めぐりの夜」日帰りバスツアー

　本イベントの日帰りバスツ

アーの参加者を募集します。

【期日】�２月12日（日）

【料金】�１人2,000円（未就学児は無料）

※ランタンの打ち上げは１個２人

で行うため、１組２人以上でお申

し込みください

【問い合わせ・申し込み】�ファミ

リー観光㈱〔☎24-6673（受け付け

は月～金曜日、午前９時～午後５

時）〕�

◉ボランティアスタッフ募集

【対象】�18歳以上の人（高校生除く）

【期日】�１月22日～２月19日の日曜日

【時間】�午後４時30分～７時ごろ

【会場】��鉛温泉スキー場

【内容】�来場者の誘導やランタン

の着火など

※イベント終了後、�スタッフ全

員でランタン打ち上げ

【申込期限】��各日の７日前まで

【申し込み方法】花巻観光協会

のホームページ(https://www.

k a n k o - h a n a m a k i .

ne.jp/special/sky_

lantern/index.html)

内専用申し込みフォームから申し

込み、または電話で下記へ

【問い合わせ・申し込み】�花巻観光

協会（☎29-4522）

時刻 内容

16：40 花巻駅東口出発

17：10 山の駅昭和の学校出発

17：20 鉛温泉スキー場到着、願い事記入

18：00 ランタン打ち上げ

18：40 鉛温泉スキー場出発

18：50 山の駅昭和の学校到着

19：20 花巻駅東口到着
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■�第26回おおはさま宿場の雛まつ

り開催時間・料金変更のお知らせ

　広報はなまき12月１日号でお知

らせした、２月23日（木・祝）～３月５

日（日）に大迫交流活性化センター

ほか24カ所（予定）で開催する「第

26回おおはさま宿場の雛まつり」

の開催時間と入場料を下記のとお

り変更しました。

【時間】�午前９時～午後４時

【入場料】� 大迫交流活性化セン

ターのみ300円（そのほかの会場お

よび高校生以下は無料）

【問い合わせ】�同実行委員会（花巻

商工会議所大迫支所☎48-3230）

■懲戒処分の公表

　下記の通り懲戒処分を行ったの

で公表します。市では、公用車の

運転を担当する職員の運転免許証

の有効期限の確認を徹底し、再発

防止に努めてまいります。

【被処分者】�係長級（50歳代男性）

【処分内容】�減給10分の１（１カ

月）

【処分日】�令和４年12月28日

【処分理由】�自動車運転免許の更

新を失念し、免許失効期間中に公

用車を運転したこと

【監督者責任】�課長級（１人）、課

長補佐（２人）…文書訓告

【問い合わせ】� ●本 人事課（☎41-

3509）
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■子宮頸
けい

がん検診追加日程（予約制）

【対象】 令和３年度に未受診の20

歳以上の女性

【期日】 ２月14日（火）～17日（金）

【時間】 午前９時30分～11時15

分、午後１時30分～３時15分

【検診料】 1,500円

【予約開始日時】 １月24日（火）、午

前９時

【会場・問い合わせ・予約】 健康づ

くり課（花巻保健センター☎41-

3614）

■ミツバチの飼育届の

　提出をお願いします

　ミツバチを飼育している人は、

令和５年１月１日時点の飼育群数

と年間の飼育計画を１月31日（火）

までに提出してください。

※趣味で飼育している人も届け出

が必要です

【問い合わせ・届け出】 県南広域振

興局農政部農業振興課（☎0197-

22-2842）、花巻農林振興センター

（☎22-4931）

■若年者の消費者トラブル110番

　令和４年４月から成年年齢が引

き下げられたことに伴い、消費者

被害の発生が懸念されるため、下

記の期間、集中的に相談を受け付

けます。

【相談期間】 １月16日（月）～20日（金）

【問い合わせ・相談】 ●新市民生活総

合相談センタ―（☎41-3550）

■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・氏名などを記入いただ

きます。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）

開催日 会場

２月６日（月） 市役所本庁本館

２月７日（火） 東和総合支所

２月15日（水） 石鳥谷総合支所

２月16日（木） 大迫総合支所

■ 令和５年度市民税・県民税申告

相談のウェブ予約

　令和５年度市民税・県民税申告

相談を２月６日（月）～３月15日（水）

まで実施します。これに伴い、申

告相談会場に来場される人は、１

月15日（日）から事前に相談日時を

ウェブ予約できます。予約してい

ただくと申告日当日の待ち時間を

短縮できます。

※ご家族の代理予約も可能

【予約方法】 「市・

県 民 税 申 告 相

談 予 約 サ イ ト 」

（https://tax-

consul.jp/iwate/hanamaki-

city/）にアクセスし、予約

※来場日の２日前（土・日曜日、祝

日を除く）まで予約可能。なお、電

話予約は受け付けしておりません

◉上記での予約が困難な人への予

約支援

　スマートフォンまたはパソコン

をお持ちでない人やご家族の代理

予約が困難な人にも予約していた

だけるように、下記の期間中、本館

市民税課または各総合支所税務会

計係にて予約を受け付けします。

なお、窓口の混雑状況により、お待

ちいただくことがございますので

ご了承ください。

【予約支援期間】 １月23日（月）～２

月３日（金）

【時間】 ①午前９時～正午②午後

１時～５時

※電話予約は原則受け付けしてお

りません。また、２月６日（月）～10

日（金）の申告日を除き、予約しなく

ても申告相談は可能です

【問い合わせ】 ●本市民税課（☎41-

3524）、■支 税務会計係（■大☎41-

3125、■石☎41-3445、■東☎41-6515）
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最新の行政情報はラジオから

エフエム・ワンは

78.7MHz
外国語インフォメーション

　 [英語・中国語・韓国語・ベトナム語]

　（月～金曜日、午前６時15分から）

■シルバー人材センター

　シルバー無料スキー講習会

【対象】 50歳以上で緩斜面を滑れ

る人

※会員・非会員は問いません

【日時】 ２月11日（土・祝）、午前10時

～正午

【会場】 鉛温泉スキー場

【講師】 花巻市シルバー人材セン

ター事務局長の佐藤祥二さん（Ｓ

ＡＪ公認指導者）

【受講料】 無料（リフト代は自己負

担）

【申込開始日】 １月16日（月） 

【問い合わせ・申し込み】 花巻市シ

ルバー人材センター（☎24-0556）

■�花巻市広域まち巡り� ルンビ

ニーアート展

　知的な障がいのある作者による

美術作品の展示会を全５会場で開

催。期間中に３会場以上回った人

に記念品をプレゼントするスタン

プラリーなどを行います。

【期日】 １月21日（土）～２月26日（日）

※各会場において開始時間および

終了時間が異なります

【会場】 ▶メイン会場（原画展）…

ぷらっと花巻（イトーヨーカドー

花巻店２階）▶サブ会場（複製画

展）…道の駅「はなまき西南」、大

迫図書館、道の駅「石鳥谷」酒匠

館、東和温泉

【入場料】 無料

【問い合わせ】 ●本定住推進課（☎
41-3516）


