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▲
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▲

78.7MHz

マイナンバーカードがあれ
ばコンビニで住民票などの
証明書が取得できます！
本 市民登録
詳しくは●
課（☎41-3547）へ

装置①・②（＊） 装置①を登
を登載する車両 載する車両

登録車

10万円

６万円

軽自動車

７万円

３万円

中古車

４万円

２万円

＊ 装置①…衝突被害軽減ブレー
キ 装置②…ペダル踏み間違い急
発進等抑制装置
②後付け装置導入補助事業
【対象】 令和２年中に65歳以上に
なる人（65歳以上の運転者を雇用
する事業者を含む）に後付け装置
を販売する認定取扱事業者
【補助額】 障害物検知機能付き
ペダル踏み間違い急発進等抑制装
置を導入…４万円 ペダル踏み間
違い急発進等抑制装置を導入…
２万円

▲

エフエム・ワンは


「外国語インフォメーション」
英語・中国語・韓国語で放送中
（平日、午前６時15分～）

④文化会館自主事業「華道家・假屋
崎省吾『イーハトーブ花巻で美
を紡ぐ』」
（公演中止）
６月７日（日）に予定していた「華
道家・假屋崎省吾『イーハトーブ花
巻で美を紡ぐ』
」
を中止します。
【問い合わせ】 文化会館（☎246511）

区分

■住民異動の手続きなど
■土砂災害現地表示看板を設置
窓口の混雑緩和にご協力を
市では宝くじの助成事業により
４月の引っ越しシーズンは、住
土砂災害現地表示看板を設置しま
民異動の手続きなどにより、市役
した。この看板には、土砂災害警
所の窓口が大変混雑します。新型
戒区域や、周辺の避難場所などを
コロナウイルス感染症の拡大防止
掲載しています。
のためにも、市役所の窓口以外で 【設置場所】体験工房「森のくに」
できる下記手続き・サービスをぜ
ひご利用ください。
郵送による手続き… 転出の届
け出 住民票の写し、課税（所得）
証明書、戸籍全部・個人事項証明
書（戸籍謄本・抄本）、戸籍の附票
本 防災危機管理課
の取得
【問い合わせ】 ●
（☎41-3511）
コンビニ交付サービス…住民票
の写し、印鑑登録証明書、課税（所
得）証明書、戸籍全部・個人事項証
■家きんの飼育状況などの報告
明書（戸籍謄本・抄本）、戸籍の附
家畜伝染病予防法により、飼養
票の取得
者は２月１日時点の家きん（ニワ
トリなど）の飼育状況などを報告
自動交付機…住民票の写し、印
する必要があります。
鑑登録証明書、課税（所得）証明書 【報告期限】６月15日（月）
の取得
※報告方法など詳しくは下記へ
※手続き方法など詳しくは下記へ 【問い合わせ】 県南家畜保健衛生
本 市民登録課
【問い合わせ】 ●
（☎
所（☎0197-23-3531）
41-3547）
▲

▲

最新の行政情報はラジオから

■農業のお手伝いを紹介「アグリ
ワーク」をご利用ください
ＪＡいわて花巻では、農繁期な
どで人手が必要な農業者と農業を
手伝って収入を得たい人をつなぐ
無料職業紹介所「アグリ―ワーク」
を開設しています。
※申し込み方法など詳しくは下記へ
【問い合わせ】アグリワーク（ＪＡ
いわて花巻営農部営農企画課内
☎29-5871）

③第40回南部杜氏の里まつり
（開催延期）
６月６日（土）に予定していた「第
40回南部杜氏の里まつり」を10月
ごろに延期します。
※延期後の開催日は、決定次第広
報はなまきなどでお知らせします
石 産業係
【問い合わせ】 ■
（☎413442）

■安全運転サポート車購入などの
支援「サポカー補助金」
国では高齢運転者を対象に、安
全運転サポート車の購入補助と、
後付けのペダル踏み間違い急発進
抑制装置導入補助を行っています。
①車両導入補助事業
【対象】 令和２年中に65歳以上に
なる人（65歳以上の運転者を雇用
する事業者を含む）
【補助額】

■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
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
■
■
■
■

▲

▲

②無料出前講座
地域のコミュニティ活動や各種
団体の勉強会などに伺い、出前講
座を行っています。
【講座内容】
電子マネーや
キャッシュレスの使い方 架空請
求やキャッシュカード詐欺などの
手口と対策
【問い合わせ】 東北財務局盛岡財
務事務所
（☎019-625-3353）

■林業退職金共済制度の
退職金請求はお済みですか
林業の仕事に従事したことがあ
る人は、林業退職金共済制度（林
退共制度）の退職金を受けられる
場合があります。
林退共制度に加入していた、も
しくは加入していた可能性がある
人で、退職金請求の手続きをした
覚えがない場合は、下記へお問い
合わせください。
【問い合わせ】 林業退職金共済事
業本部（☎03-6731-2889）

②日本ワインフェスティバル花巻
大迫2020（開催中止）
５月30（土）
・31日（日）に予定して
いた「日本ワインフェスティバル
花巻大迫2020」を中止します。
【問い合わせ】 同実行委員会事務
大 産業係内☎41-3122）
局（■

新＝新館
●

▲

■東北財務局盛岡財務事務所
からのお知らせ
①多重債務無料相談窓口
自らの収入で返済しきれないほ
どの借金を抱え、悩んでいる人か
らの相談に応えています。
【相談日時】 毎週月～金曜日（祝
日・年末年始を除く）、午前８時30
分～午後４時30分
【問い合わせ・相談】東北財務局盛
岡財務事務所（盛岡市内丸7-25盛
岡合同庁舎４階☎019-622-1637）

■シルバー110番
高齢者やその家族を対象に、
困っていることや知りたいことな
どの相談に応えます。相談は無料
で、秘密は守られます。
【日時】毎週月～金曜日（祝日を除
く）、午前９時～午後５時
【相談電話】0120-84-8584
【問い合わせ】 岩手県高齢者総合
支援センター（☎019-625-0110）

■新型コロナウイルス感染症拡大
防止に伴うベント延期・中止の
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、延期・中止された
イベントをお知らせします。
①土澤アートクラフトフェア
2020春（開催延期）
５月３日（日・祝）
・４日（月・祝）に予
定していた「土澤アートクラフト
フェア2020春」を令和３年５月３
日（月・祝）
・４日（火・祝）に延期しま
す。
【問い合わせ】 同実行委員会事務
局（キクヤ内☎42-2632）

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

▲ ▲

■水道メーター交換にご協力を
水道メーターは法令に基づき、
８年に一度交換しなければなりま
せん。期限を迎えるメーターの交
換作業は、岩手中部水道企業団圏
域内の水道工事店に委託して行い
ます。10分ほど水道を止めて作業
をします。作業員は、同企業団が
発行した身分証明書を所持し、腕
章を着用します。
※交換作業後は水道管内に空気が
混入することがあります。交換に係
る費用を請求することはありません
【問い合わせ】 岩手中部水道企業
団 給配水課
（☎29-5377内線42）

■お持ちの障害者手帳を
ご確認ください
身体障害者手帳や療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳に書かれた
情報（住所や氏名など）が変わった
場合、変更の届け出が必要です。
新 障がい福祉課ま
【届け出窓口】 ●
支 健康福祉係
たは■
新 障がい福祉課
【問い合わせ】●
（☎
41-3581）

ド端末

Ȳሾʯɔ

アンドロイ

information

端末
iOS

情報

無料アプリ
で広報はなまきをご覧
いただけます

①②共通
※申請方法など詳しくは下記へ
【問い合わせ】 次世代自動車振興
センター サポカー普及促進部（☎
03-3527-9617）

■お風呂屋さんに、親子で
行こうっ！
ホテルベルンドルフでは、毎月
第１・３日曜日を「浴育の日」とし
ています。この日は親子でコミュ
ニケーションを取りながら入浴の
方法（かけ湯、半身浴など）やその
効果など、お風呂の楽しみ方を学
ぶことができます。
【入浴料】大人500円、小学生300円
【問い合わせ】 ホテルベルンドル
フ（☎48-4200）

■各種証明書コンビニ交付サービ
スの停止
システムメンテナンスのため、
各種証明書のコンビニ交付サービ
スを下記の期間停止します。
【停止期間】 ５月２日（土）～６日（水・
振休）
本 市民登録課
【問い合わせ】 ●
（☎
41-3547）

■空間放射線量測定結果
【測定結果〔３月25日(水）～４月８
日（水）〕
（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…0.06～0.08
※国や県の示す指標を大幅に下
回っています
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎41-3512）

■無料相談をご利用ください
法律の無料相談を行います。
相談名
弁護士法律相談

実施日

時間

会場

申込開始日

４月22日（水）

市民生活総合相談センター ４月21日（火）
10：00～15：00
（本庁新館１階）
５月13日（水）
５月12日（火）

司法書士法律相談 ５月14日（木）13：30～15：30 大迫総合支所第２会議室

５月７日（木）

◉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
新 市民生活総合相談センタ―
【問い合わせ・申し込み】●
（☎41-3550）

広報はなまき
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