
4広報はなまき　No.373

北（桃園）線、上海（浦東）線は新型コロナウイルス

感染症の影響で運休しています

■航空券の予約購入・問い合わせ

①日本航空（ＪＡＬ）…緯0570-025-071

②�フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）…緯0570-55-0489

※�電話受け付けは①②共に午前７時～午後８時（年

中無休）

　いわて花巻空港定期便ダイヤが３月27日（日）から

変わります。同空港から札幌線、名古屋線、大阪線、

神戸線、福岡線の直行便のほか、沖縄（大阪線、神

戸線または福岡線から乗り継ぎ）や九州（大阪線、神

戸線または名古屋線から乗り継ぎ）への乗り継ぎ便

としても利用できます。

※�いわて花巻空港駐車場（1,150台）は利用無料。台

いわて花巻空港のダイヤが改正されます

花巻 札幌（新千歳） 花巻

出発 到着 出発 到着

9:20 10:20 7:45 8:45

15:05 16:00 13:40 14:35

17:15 18:10 15:45 16:40

▽札幌（新千歳）線（ＪＡＬ）

花巻 名古屋（小牧） 花巻

出発 到着 出発 到着

8:40 9:55 7:00 8:10

12:00 13:15 10:20 11:30

17:30 18:45 13:00 14:10

18:45 20:00 17:05 18:15

▽名古屋（小牧）線（ＦＤＡ）
※ＪＡＬコードシェア便

花巻 大阪（伊丹） 花巻

出発 到着 出発 到着

9:05 10:35 7:10 8:35

12:35 14:05 10:40 12:00

15:55 17:25 14:05 15:25

18:40 20:20 16:45 18:05

▽大阪（伊丹）線（ＪＡＬ）

花巻 福岡 花巻

出発 到着 出発 到着

14:05 16:15 11:40 13:35

▽福岡線（ＪＡＬ）

【�問い合わせ】

��本館観光課（緯41-

3541）

■定期便ダイヤ（３月27日～10月29日）

▽台北（桃園）線（タイガーエア台湾）

▽上海（浦東）線（中国東方航空）

煙水・土曜日の毎週２往復運航

※�新型コロナウイルス感染症の影響で運
休。再開は未定

花巻 神戸 花巻

出発 到着 出発 到着

14:40 16:20 15:30 17:00

▽神戸線（ＦＤＡ）
※ＪＡＬコードシェア便

３月27日～10月29日

引っ越しシーズンの窓口案内
【問い合わせ】
��本館市民登録課（緯41-3547）、各総合
支所市民生活係（大迫☎41-3126、石鳥
谷☎41-3446、東和☎41-6516）

　３～４月の引っ越しシーズンは、住所変更の手続

きなどにより、市役所および各総合支所の窓口が大

変混雑します。下記に記載の各種手続きにかかる時

間の目安などを参考にして、時間に余裕をもった手

続きをお願いします。

　手続きの受け付けは、来庁順となります。また、

マイナンバーカードの申請・交付などに関する手続

きは、予約優先となりますので、事前予約をお薦め

します。

■各種手続きにかかる時間の目安

※�住所変更などの手続き後、国民健康保険や児童手

当などの手続きが必要な場合は、左記の所要時間

のほかにも時間がかかります

■混雑しやすい時間帯

　午前10時～午後３時

手続きの種類 所要時間の目安

各種証明書の交付
＊相続手続きに必要な戸籍（除籍、改製原）の交付

10～15分
＊20分以上

印鑑登録 15分

転入届（他市区町村から本市に引っ越し） 15～40分

転居届（市内で引っ越し） 15～30分

転出届（本市から他市区町村に引っ越し） 10分

戸籍届出（出生、死亡、婚姻、離婚、養

子縁組、転籍など）
30～60分

マイナンバーカードの申請・交付、電子

証明書新規発行・更新
１人当たり10～20分

パスポートの申請・交付 １人当たり10～20分

◉コンビニ交付サービス
◦�取得できる証明書…住民票の写し、印鑑登録証明

書、課税（所得）証明書、戸籍全部・個人事項証明
書（戸籍謄本・抄本）、戸籍の附票の写し

◦必要なもの…マイナンバーカード

◉自動交付機
◦�取得できる証明書…住民票の写し、印鑑登録証明

書、課税（所得）証明書
◦必要なもの…はなまき市民カード

コンビニ交付サービス・自動交付機を
ご利用ください
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＊�利 用 方 法 な ど は 、 市 ホ ー ム

ページ（https://www.city.

hanamaki.iwate.jp/kurashi/

todokede/1011490.html）に掲載

しています

5 2022（R4）.3.15

全ての業種が

対象です
国の事業復活支援金

感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援

　国では、新型コロナウイルス感染症に
より大きな影響を受ける中堅・中小・小規
模事業者、個人事業主を対象に、事業規
模に応じた給付金を支給しています。
　申請は、電子申請（オンライン）のみと
なっていますが、自分自身で申請するこ
とが難しい人のための申請サポート窓口
を市独自で設置しています。

■�対象　市内に主な事業所を有する個人
事業者

■�期間　４月27日（水）までの毎週月・水・
金曜日〔４月６日（水）、祝日を除く〕

■時間　午前９時30分～午後４時30分

■会場　なはんプラザ
※�新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

い、同施設を休館としている場合でも
申請サポート窓口は利用可能です

■相談料　無料

■�予約方法　

＊�申請補助シートは、本
館商工労政課や申請サ
ポート窓口に設置して
いるほか、市ホームペー
ジに掲載しています
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◆　◆　◆　国の事業復活支援金の概要　◆　◆　◆

　次の要件を全て満たす事業者

　 ▼新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた場合 ▼令和３年11月～令和４年３月の

いずれかの月（対象月）の売上高が、平成30

年11月～令和３年３月の間の任意の同じ月

（基準月）の売上高と比較して50㌫以上、ま

たは30㌫以上50㌫未満減少した場合

※�新型コロナウイルス感染症対策として国

や地方公共団体から受けた給付金や補助

金などは、各月の事業収入から除く

■�対象

　「基準期間（※）の売上高」から「対象月の

売上高×５カ月」を差し引いた額

※�基準期間…

▲

平成30年11月～平成31年３

月

▲

令和元年11月～令和２年３月

▲

令和

２年11月～令和３年３月ーのいずれかの

期間（基準月を含む期間であること）

■給付額

売上高減少率
上限額

個人
法人年間売上高

１億円以下 １億円超５億円以下 ５億円超

▲ 50 ㌫以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲ 30 ㌫以上 50 ㌫未満 30万円 60万円 90万円 150万円

■上限額

■�申請期限

５月31日（火）まで
※登録確認機関による事前確認は５月26日（木）まで

■�相談窓口

▲

国の電話相談窓口…☎0120-789-140▲

�国の申請サポート会場（完全予約制）…マリ

オス（盛岡市） 予約先電話☎0120-789-140

【問い合わせ】�本館商工労政課（緯41-3539）

を しています申請サポート窓口 開設

個人事業者
向け

　�➊国の事業復活
支援金のホーム
ページ（https://
jigyou-fukkatsu.
go.jp/）にアクセ
スし申請ＩＤを取得❷市内登録確認機
関（上記ホームページで確認）で必要書
類の事前確認を受ける❸申請補助シー
トに必要事項を記入の上、本館商工労
政課（☎41-3539）に予約

予約前の手続きが難しい
人は、本館商工労政課

にご相談ください

新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ


