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■�花巻税務署からのお知らせ��

令和４年分の確定申告期限など

は以下のとおりです。納税には、

便利で確実な振替納税をご利用く

ださい。なお、振替納税をご利用

の人は、確実に振替納税ができる

よう、事前に口座残高をご確認く

ださい。

①令和４年分の確定申告期限と納

期限

◦申告所得税、復興特別所得税、

贈与税…３月15日（水）

◦�消費税、地方消費税…３月31日（金）

②令和４年分確定申告の振替日

◦申告所得税、復興特別所得税…

４月24日（月）

◦消費税、地方消費税…４月27日（木）

①②共通

【問い合わせ】 花巻税務署（☎23-

3341）

■��犯罪被害者支援ボランティア

いわて被害者支援センターで

は、犯罪や交通事故の被害者とそ

の家族への支援活動などを行うボ

ランティアを募集しています。

【対象】 25～65歳くらいで、支援

活動に必要な技術を習得するため

の養成講座に参加できる人

※養成講座は、５～12月の平日に

月１回開催する予定です

【申込期限】 ３月15日（水）

【問い合わせ・申し込み】 いわて被

害者支援センター（☎019-621-3750）

■市営住宅入居者

【締め切り日】 ２月24日（金）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅20戸、定住

促進住宅（新堀）２戸を随時募集し

ています

【問い合わせ・申し込み】 花巻市営

住宅管理センター（☎21-3100）

団地名 戸数 間取り 入居対象

旭町 ２戸 ２ＬＤＫ 一般・単身

■花巻おもちゃ美術館

おもちゃ学芸員養成講座

遊びの文化・花

巻の魅力を伝える

遊びの案内人とし

て「花巻おもちゃ

美術館」の活動に参加しませんか。

【対象】 同美術館で月２回程度ボラ

ンティア活動ができる18歳以上の人

【日時】 ▼３月４日（土）、午前10時

～午後４時 ▼３月５日（日）、午前

９時～午後４時（全２日間）

【定員】 30人

【受講料】 4,500円（エプロン代など）

【申込期限】 ２月27日（月）

【申し込み方法】 ①氏名（ふりが

な）②性別③生年月日④住所⑤連

絡先⑥受講動機を記入の上、ファ

クス・メールのいずれかで下記へ

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻おもちゃ美術館（☎080-9257-

7987 思23-4333 死htm@otomoku.

co.jp）

■���（公社）花巻青年会議所主催事業

　�企業の魅力向上～選ばれる企業

を花巻から～

　最近話題の「ウェルビーイング

（＊）」について、実例を紹介しな

がら理解を深め、自社での取り組

みに結び付けます。

�＊…身体だけでなく、精神的、社

会的にも満たされている、広い意

味での幸福を指す概念

【対象】 市内在住の経営者および

ウェルビーイング経営に興味のあ

る人

【日時】 ３月４日（土）、午後２時～

４時40分（受け付けは午後１時40

分～）

【会場】 土沢振興センター

【講師】 ㈱ベアレン醸造所代表取

締役社長の嶌田洋一さん

【定員】 30人（先着）

【申込期限】 ２月28日（火）

【参加料】 無料

【予約方法】 専用申

し込みフォームに

アクセスし予約

【問い合わせ】 花巻

青年会議所（☎24-2025）
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■��花巻国際交流協会有期契約職員

【募集人数】 １人

【職種】 一般事務（国際都市推進員）

【必要な資格など】 高度な英語力

および普通自動車運転免許を所有

する人（取得見込み含む）

【採用期間】 ４月１日～令和６年

３月31日

【選考方法】 書類審査および面接

審査

【採用試験日】 ２月25日（土）

【採用試験会場】 交流会館

【申込期限】 ２月21日（火）、午後５

時

※申し込み多数の場合は、期限前

に募集を締め切る場合があります

【申し込み方法】 ハローワークを

通じて申し込み

【問い合わせ】 花巻国際交流協会

（☎26-5833）

■空間放射線量測定結果

【測定結果（単位：マイクロシーベ

ルト／時）】

期間 測定場所 測定値

1/25～2/7
市役所新館前 休止中

田瀬振興センター 0.05～0.06

※国や県が示す指標を大幅に下

回っています。なお、測定器の点

検のため、本庁の測定を休止して

います。この間は、県が測定した

下記の値を参考としてください

期間 測定場所 測定値

1/25～2/7 花巻地区合同庁舎 0.022～0.028  

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎41-3512）

最新の行政情報はラジオから
エフエム・ワンは

78.7MHz
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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.394

　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。

■��第16回賢治三月祭

賢治が石鳥谷で行った肥料相談

の様子を描いた詩「三月」。この詩

碑がある道の駅石鳥谷で、詩の朗

読や精神歌の合唱を行います。

【日時】 ３月12日（日）、午後１時30分

【会場】 道の駅石鳥谷

【問い合わせ】 石鳥谷賢治の会　

熊谷（☎090-8258-6170）

■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 ３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）

３月７日（火）

市民生活
（人権・行政）相談

３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３会議室

■�岩手県高齢者総合支援センター

からのお知らせ��

①高齢者なんでも相談～シルバー

110番～

　高齢者やその家族を対象とした

毎日の生活での困りごと、知りた

いことなどの相談窓口を設置して

います。相談は無料で秘密は守ら

れます。お気軽にお電話ください。

【相談電話】 0120-84-8584

②いわて認知症電話相談

認知症の人やその家族を対象と

した認知症に関する相談に、認知

症介護経験のある相談員が応えま

す。相談は無料で秘密は守られま

す。お気軽にお電話ください。

【相談電話】 0120-300-340

①②共通

【相談時間】 月～金曜日、午前９

時～午後５時

【問い合わせ】 同センター（☎019-

625-7490）

■�目指そう‼ごみ減量生活

令和４年10～12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。引き続き適正な分別とご

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）

◉ごみ出しの際の注意点

◦円滑な収集作業のため、ごみ集

積所の除雪作業にご協力ください

◦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

区分
令和４
年度

令和３
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 3,616 3,677

不燃ごみ 232 241

粗大ごみ 15 17

小計 3,863 3,935

資
源
ご
み

びん 121 121

ペットボトル 43 43

その他プラスチック 132 132

衣類 27 26

小計 323 322

合計 4,186 4,257

（単位：トン）

■��「解決の糸口を見つけに行こ

う！」相談会

　消費者信用生活協同組合の専門

スタッフや弁護士が、お金や暮ら

しに関する悩みなどを丁寧に聴き

取りし、一緒に解決の糸口を見つ

けます。

【日時】 ３月４日（土）、午前10時～

午後４時

【会場】 信用生協北上事務所（北上

市大通り1-3-1　北上開発ビル２

階）

【相談内容】 お金の問題（多重債務

問題など）、遺産相続、不動産売

買、公共料金の滞納、ＤＶ・離婚問

題、その他暮らしに関する悩み事

【相談料】 無料

※事前の予約が必要です

【問い合わせ・予約】 信用生協北上

事務所（☎0120-101-612）

■��北方領土を知るための資料を探

しています

▲

戦前・終戦直後の北方領土で

の暮らし

▲

引き揚げ時の状況とそ

の後の暮らし

▲

北方領土返還運

動ーの資料など、北方領土を知る

ための資料をご寄贈ください。

【問い合わせ】 独立行政法人北方

領土問題対策協会（☎0120-065-

175）

■��花巻国際交流協会からのお知らせ

「つなぐ・つながる」国際交流で広

がる世界

市内中学生による国際姉妹都市

とのオンライン交流会の実演およ

びJICAによる青年海外協力隊の事

業紹介を行います。

【日時】 ２月26日（日）、午前９時～

11時40分

【会場】 交流会館

【申込期限】 ２月24日（金）

【定員】 100人（先着）

【参加料】 無料

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■��ウシの飼育状況の定期報告をし

ましょう

ウシを飼育している人は、２月

１日時点の飼育状況を所定の報告

書に記入の上、下記のいずれかの

窓口に提出してください。

【提出期限】 ４月17日（月）

【提出先】 県南家畜保健衛生所、

農政課、■支産業係

【問い合わせ】 県南家畜保健衛生

所（☎0197-23-3531）


