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18広報はなまき　No.391

年末年始
市の業務のお知らせ

市の主な施設の休業・休館

（土・日曜日などの定休日を含む）

施設の名称 休業・休館日

市役所（本庁・各総合支所）

12/29（木）～1/3（火）

振興センター（全地域）

保健センター（全地域）

こどもセンター

まなび学園

石鳥谷生涯学習会館

花巻市交流会館

勤労青少年ホーム

ジョブカフェはなまき

ビジカフェはなまき

なはんプラザ 12/29（木）～1/4（水）

文化会館 12/27（火）～1/3（火）

図書館（全地域） 12/28（水）～1/3（火）

花巻市博物館

12/28（水）～1/1（日・祝）

宮沢賢治記念館

宮沢賢治童話村

宮沢賢治イーハトーブ館

花巻新渡戸記念館

総合文化財センター
12/28（水）～1/3（火）

高村光太郎記念館

萬鉄五郎記念美術館 12/29（木）～1/3（火）

石鳥谷歴史民俗資料館
12/29（木）～1/1（日・祝）

石鳥谷農業伝承館

南部杜氏伝承館 休館中

各体育館（総合・市民・大
迫・石鳥谷・東和） 12/29（木）～1/3（火）

社会体育館など

石鳥谷アイスアリーナ 12/31（土）、1/1（日・祝）

石鳥谷医療センター 12/29（木）午後～1/3（火）

各斎場（大迫・石鳥谷・東和）1/1（日・祝）

しみず斎園 12/31（土）、1/1（日・祝）

窓口業務（各種届け出など）△ �

出生、婚姻などの戸籍の届け出は、年末年始の休み期間中も市

役所本庁・各総合支所の宿日直窓口で受け付けます（死亡の届け

出は市役所本庁のみ受け付け）

※�受け付けた届け出に関する手続きは、１月４日（水）以降となります△ �

12月29日（木）～１月３日（火）は、証明書コンビニ交付サービス

と、市役所本庁、なはんプラザに設置している証明書自動交付

機を停止するため、各種証明書の取得はできません

路線名 運休・ダイヤ変更日 問い合わせ

市街地循環バス
ふくろう号

12/30（金）、
1/2（月）・3（火）

8：00発と17：00発を
運休 県交通（株）花巻営業所

（☎23-1020）12/31（土）、
1/1（日・祝）

8：00発、9：00発、15：
00～17：00発を運休

市街地循環バス
星めぐり号

12/30（金）、
1/2（月）・3（火）

7：30発と16：30発を
運休 （株）東和町総合サービ

ス公社（☎42-2090）12/31（土）、
1/1（日・祝）

7：30発、8：30発、14：
30～16：30発を運休

大迫花巻線
（大迫・花巻地域間連
絡バス）

12/30（金）～
1/3（火）

土日祝ダイヤで運
行。花巻駅～中部
病院間は運休

県交通（株）花巻営業所
（☎23-1020）

岩手医科大学附属病
院利用者連絡バス

12/30（金）～
1/3（火）

運休
（株）東和町総合サービ
ス公社（☎42-2090）

大迫地域・岩手医科
大学附属病院・盛岡
赤十字病院連絡バス

12/30（金）～
1/3（火）

運休
（株）東和町総合サービ
ス公社（☎42-2090）

予約乗合バス

大迫
石鳥谷
東和
西南

12/30（金）～
1/3（火）

運休

予約センター（大迫
☎21-3777、石鳥谷
☎22-0900、東和☎
23-0300、西南☎29-
4100、湯口☎29-5654）

予約乗合タク
シー

湯口

コミュニティバスなどの運休・ダイヤ変更

※�県交通が運行する路線バスの年末年始ダイヤは、県交通のホームページでご確認ください

ごみ収集と持ち込みごみの受け入れ

　12月29日（木）～１月３日（火）の家庭ごみ収集日と各施設の受け入

れ日は次のとおりです。

【問い合わせ】�清掃センター（☎31-2114）△

燃やせるごみの収集日

『なくそう犯罪　ふやそう笑顔　みんな大好き岩手県』

12 月 15 日～１月３日は年末年始地域安全運動

■�重点項目　

△

特殊詐欺の被害防止

△

少年の非行防

止

△

子どもと女性の安全確保

△

鍵掛けの励行

■�特殊詐欺被害防止標語　「大事なお金　守るは　

わたし」を心掛けましょう。

◦わたさない（キャッシュカード、お金）

◦たしかめる（家族や友人に相談）

◦しゃべらない（暗証番号、個人情報）

■�電話で「キャッシュカード」「暗証番号」といった言

葉が出たらそれは詐欺です！

　不安を感じたり、「詐欺かも」と思ったら、迷わず

「#9110（警察相談専用電話）」へ相談を！

【�問い合わせ】� ▽花巻市防犯協会（☎24-2966） ▽新
館市民生活総合相談センター（☎41-3550）

搬入先 受け入れ日 受け入れ時間
岩手中部クリーンセンター

（燃やせるごみ、可燃性の粗大ごみ）
12/29（木）・30（金）、
1/3（火）

8：30～17：00

△

持ち込みごみの受け入れ

収集日 収集区域

12/29（木） 燃やせるごみを木曜日に収集する区域
1/3（火） 燃やせるごみを火曜日に収集する区域

※清掃センターでは年末年始に持ち込みごみの受け入れを行いません

19 2022（R4）.12.15

継続検査（車検）の際の納税証明書の提示が原則不要に

軽自動車税納付確認システム「軽ＪＮＫＳ(ジェンクス)」を開始します

　１月から、軽自動車

検査協会が市町村の納

付情報をオンラインで

確認できる軽自動車税

納付確認システム「軽Ｊ

ＮＫＳ(ジェンクス)」を

開始します。

　開始後は、継続検査

時の納税証明書の提示

が原則不要になります。

※�軽ＪＮＫＳは三輪・四輪が対象です。二輪の

小型自動車は、これまで通り納税通知書に添

付されている納税証明書の提示が必要です

■�軽自動車税種別割を納付後、すぐに継続検査

を申請したい場合は？

　軽自動車税種別割の納付方法によっては、納

付情報が軽ＪＮＫＳに登録されるまで相応の日

数を要する場合があります。納付後すぐに継続

検査を申請したい場合は、▶本館収納課または

総合支所税務会計係▶金融機関の窓口▶コンビ

ニなどの有人レジ－で納付いただき、納税通知

書に添付されている納税証明書をご提示くださ

い。

■�軽ＪＮＫＳによる納付確認ができない場合は

あるの？

　下記のようなケースは、軽ＪＮＫＳによる納

付確認ができず、紙の納税証明書が必要となる

場合があります。詳しくは、本館収納課へお問

い合わせください。

◦�納付したばかりのため、軽ＪＮＫＳに納付情

報が登録されていない場合

◦中古車の購入直後の場合

◦他の市区町村へ引っ越した直後の場合

◦対象車両に過去の未納がある場合

【問い合わせ】�本館収納課（☎41-3530）

年末年始の行政ラジオ番組

12月29日（木） 12月30日（金） 12月31日（土）

6:00 市民の歌  6:00 市民の歌 6:54 市民の歌
6:15 外国語インフォメーション  6:15 外国語インフォメーション 8:55 花巻インフォメーション

（今日の予定・休日当番医）7:30 花巻インフォメーション  7:30 花巻インフォメーション
7:40 市役所かわら版  7:40 市役所かわら版 20:45 花巻インフォメーション

（明日の予定・休日当番医）7:45 こちら市役所情報局  7:45 こちら市役所情報局
7:55 くらしのＱ＆Ａ  7:55 くらしのＱ＆Ａ

●����花巻インフォメーション

��　今日・明日の予定、休日当番医

　情報などの市からのお知らせ

●����花巻ナビ！

���　市内のイベント紹介、市民の皆

　さんへのインタビューなど

●�������市役所かわら版

　�広報はなまきの内容を中心に、

市民へコンパクトにお知らせ

●����こちら市役所情報局

��　市の事業や業務を、市の職員と　

　パーソナリティによる対談方式

　で紹介

●�������くらしのＱ＆Ａ

　皆さんが普段疑問に思っている

　ことについて、市の職員がわか

　りやすく解説

※�番組の詳細は、市やエフエム・ワンのホームページをご覧ください

エフエム・ワンは78.7ＭＨz

１月１日（日・祝）

6:54 市民の歌
 8:55 花巻インフォメーション

（今日の予定・休日当番医）

9:00

20:45

市長新春あいさつ

花巻インフォメーション
（明日の予定・休日当番医）

インターネットラジオ
「サイマルラジオ」でも同時配信中！

年末特番「FM�One�久しぶりだよ�年末特番」　12月28日（水）、午後２時から５時まで生放送でお届け！

１月２日（月）

 6:00 市民の歌
 6:15 外国語インフォメーション
 7:30 花巻インフォメーション
 7:40 市役所かわら版
 7:45 花巻ナビ！
 7:55 くらしのＱ＆Ａ

１月３日（火）

 6:00 市民の歌
 6:15 外国語インフォメーション
 7:30 花巻インフォメーション
 7:40 市役所かわら版
 7:45 花巻ナビ！
 7:55 くらしのＱ＆Ａ

●�������外国語インフォメーション

　�市内在住の外国人に役立つ情報

を「英語」「韓国語」「中国語」「ベ

トナム語」でお知らせ


