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10月（予定）からマイナンバーカードの健康保険証利用が開始

従来の保険証は継続して利用できます

　10月（予定）から順次、マイナンバーカード

が健康保険証として利用できるようになりま

す。

　マイナンバーカードの健康保険証利用がで

きるのは、カードリーダーなど必要な機器を

導入した医療機関や薬局です。導入ができて

いない医療機関や薬局では、従来の保険証を

ご利用ください。

■ 医療機関・薬局で順次マイナンバーカード

の健康保険証利用が可能に

　医療機関や薬局では、マイナンバーカード

対応機器の導入を進めています。令和５年３

月末までには、おおむね全ての医療機関や薬

局でマイナンバーカードの健康保険証利用が

できる予定です。

　

■マイナンバーカードをお持ちでない人は

　従来の保険証をご利用ください。 【問い合わせ】 本館国保医療課（☎41-3583） 

マイナンバーカードの

健康保険証利用

　マイナンバーカードの健康保険証利用

には、事前の申し込みが必要です。

 申し込み方法について詳しくは下記

へお問い合わせいただくか、ウェブ

サイト「マイナポータル」

（https://myna.go.jp/

html/hokenshoriyou_top.

html）をご覧ください。
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■ 問い合わせ　マイナンバー総合フリー

ダイヤル（☎0120-95-0178）

■ 受付時間　

▲

月～金曜日…午前９時30

分～午後８時

▲

土・日曜日、祝日…午

前９時30分～午後５時30分

※年末年始を除く

マイナポイントの申込・取得期間が

12月末まで延長されます
【問い合わせ】

本館秘書政策課（☎41-3503）

■マイナポイントとは

　マイナンバーカードを取得している人を対象

に、国が付与するポイントです。キャッシュレ

ス決済サービス（電子マネー、ＱＲコード決済、

クレジットカード、プリペイドカード）でチャー

ジまたは買い物をすると、25㌫がポイントとし

て加算されます（１人当たり上限5,000円分）

■ マイナポイントの申込・取得期間が延長され

ます

　９月末までとされていたマイナポイントの申

込・取得期間が12月末まで延長されます。

　対象は、４月末までにマイナンバーカードを

申請した人でマイナポイントの申し込みを行っ

ていない人となります。

＊�すでにマイナポイントの手続きがお済みの人

は改めての手続きは不要です

■ マイナポイントはキャッシュレス決済サービ

スでチャージまたは買い物した場合に付与さ

れます

　マイナポイントを申し込んだだけでは、マイ

ナポイントを取得することはできません。12月

末までにキャッシュレス決済サービス（電子マ

ネー、ＱＲコード決済、クレジットカード、プ

リペイドカード）でチャージまたは買い物した

場合に、マイナポイントが付与されます。

※�選択したキャッシュレス決済サービスによっ

ては、チャージまたは買い物をしてから、マ

イナポイントが付与されるまでに１カ月以上

の時間を要する場合があります

※�マ イ ナ ポ イ ン ト の 申 し 込 み・
取 得 方 法 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.city.hanamaki.
iwate.jp/kurashi/todokede/
mynumber/1012591.html)をご覧く
ださい
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■いわて震災児童文学2022

　東日本大震災および震災後の風

土や心象などをテーマにした作品を

募集し、入選作品集を発行します。

【応募資格】 県内在住者や出身者、

被災地支援のため来県したことが

あるなど、岩手にゆかりのある人

【応募作品】 400字詰め原稿用紙換算

15～30枚で自作未発表の児童文学

【応募期限】 10月31日（日）消印有効

※応募方法など、詳しくは下記へ

【問い合わせ・応募】 いわてアート

サポートセンター（☎019-604-9020）

■岩手県立博物館協議会委員

　岩手県立博物館の運営に対し県

民の幅広い意見を反映させるた

め、委員の一部を公募します。 

【応募資格】 次の要件を全て満た

す人 ▼県内に在住している人 ▼調

査審議する内容に関して十分な見

識を有している人 ▼年１～２回、

平日に盛岡市で開催される協議会

に出席できる人

【募集人数】 １人

【任期】 12月23日から２年間

【申込期間】 ９月13日（月）～10月15

日（金）必着

【申し込み方法】 応募申込書兼履

歴書と作文「岩手県立博物館につ

いて考えること」（800字程度）を、

持参、郵送、メールで下記へ

【問い合わせ・申し込み】 岩手県教

育委員会事務局生涯学習文化財

課文化財担当（〒020-8570 盛岡

市内丸10-1 ☎019-629-6182 死

DB0005@pref.iwate.jp）

■庭木の手入れ講習会

【対象】 市内に在住している人

【日時】 ９月29日（水）、午前８時30

分～午後４時

【会場】 花巻市シルバーワークプ

ラザ

【講習内容】 落葉樹全般（サツキ、

ツツジなど）の手入れ

【受講料】 無料

【持ち物】 剪
せんてい

定はさみ、小型のこ

ぎり、筆記用具、昼食

【定員】 10人（先着順）

【申込期間】 ９月13日（月）～17日（金）

【問い合わせ・申し込み】 シルバー

人材センター（☎24-0556）

■令和４年度採用

　岩手中部水道企業団職員

【受験資格】 平成８年４月２日以

降に生まれた人で、高等専門学校

卒または高卒の人（令和４年３月

31日までに卒業見込みを含む）

【試験職種】 一般職

【採用予定数】 １人

【試験日】 10月17日（日）

【会場】 交流会館

【申し込み方法】 同企業団事務所

で配布している申込書に必要事項

を記入の上、持参または郵送で下

記へ

※申込書は郵送請求（返信用封筒同

封）のほか、同企業団ホームページ

（https://www.iwatetyubu-suido.

jp/）からダウンロードできます

【申込期限】 ９月24日（金）正午必着

【問い合わせ・申し込み】 岩手中部

水道企業団総務課（〒025-0004 葛

3-183-1 ☎41-5315）

■スポーツ推進審議会委員

【応募資格】 次の要件を全て満た

す人 ▼市内に在住または在勤もし

くは在学の人および市内で活動し

ている人 ▼満18歳以上の人

【募集人数】 ３人以内（選考）

【任期】 10月１日～令和４年３月31日

【申込期限】 ９月24日（金）必着

【申し込み方法】 ①住所②氏名③

生年月日④性別⑤電話番号⑥経歴

⑦地域活動・ボランティア活動の

参加状況⑧動機・スポーツ振興に

ついての作文（600字以内）⑨賞罰

の有無を記入の上、持参、郵送、

ファクス、メールで下記へ

【問い合わせ・申し込み】 ●本スポー

ツ振興課（〒025-8601 花城町9-30 

☎41-3593 思22-3448 死sports@

city.hanamaki.iwate.jp）

■普通救命講習Ⅰ

【対象】 市内に在住または在勤もし

くは在学している中学生以上の人

【日時】 10月16日（土）、午前９時～

正午

【会場】 消防本部

【内容】 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

の使い方、止血法、異物除去法など

【定員】 20人（先着順）

※参加者が３人未満の場合は中止

【受講料】 無料

【申込期間】 ９月１日（水）～30日（木）

【問い合わせ・申し込み】 花巻中央

消防署（☎22-6125）、東和分署（☎
42-2119）、花巻北消防署（☎45-

2119）、大迫分署（☎48-2030）、花

巻温泉分遣所（☎27-3030）、花巻

南温泉分遣所（☎25-2119）

■松園墓園の墓地使用者

種別
面積

区画番号
使用料

年間管理料

２種
６平方㍍

Ｂ区0606
Ｊ区0216

76,000円
3,600円

３種
４平方㍍

Ｃ区0108
Ｄ区0213
Ｇ区0510

41,000円
2,400円

４種
12平方㍍

Ｌ区0202
123,000円
7,200円

※全て一度使用許可が出された後

で、返還された区画です

【資格】 市内に住所があり、６カ

月以上居住している人で、次の①

または②に該当する人

①焼骨を保持している人②２年以

内に墳墓を設置する人

【申込期限】 ９月30日（木）消印有効

【申し込み方法】 募集要項を確認

の上、申込用紙に必要事項を記入

し、持参または郵送で下記へ

※申し込みは１世帯１件まで。募

集要項および申込用紙は●本生活環

境課に備え付けているほか、市

ホームページに掲載しています

【問い合わせ・申し込み】 ●本生活環

境課（〒025-8601 花城町9-30 ☎
41-3544）

◉抽選会

【期日】 10月18日（月）

【会場】 ●本302・303会議室

　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。
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