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■�対象　マイナンバーカードをすでに取得してい

る人または２月末までに申請した人で、マイナ

ポイントの申し込みをまだしていない人

■�付与されるポイント

■�マイナポイントの申し込み方法　　 ▲

スマートフォン
▲

パソコン

▲

マイナポイント

手続きスポットーのいずれかで申し込むことがで

きます。

◉申し込みに必要なもの

◦�マイナンバーカード、マイナンバーカード取得

時に設定した数字４桁の暗証番号

◦�ポイント付与を希望するキャッシュレス決済

サービス

◦�公金受取口座の登録をする場合は、申請者本人

の口座の金融機関名・支店名・口座番号

�※�詳 し く 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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今なら最大２万円分の
ポイントがもらえる！
急がなきゃ！

マイナポイントを取得するにはマイナポイントを取得するには２月末まで２月末まで

にマイナンバーカードの申請が必要です！にマイナンバーカードの申請が必要です！

■問い合わせ

◦�マイナンバーカードの申請・交付に関すること

…本館市民登録課（☎41-3547）

◦�マイナンバーカードの出張申請に関すること…

株式会社エスプールセールスサポート（☎0120-

305-425）

◦�マイナポイントに関すること…本館秘書政策課

（☎41-3503）

最大２万円分のポイントが付与されるマイナポイント第２弾が実施されています

最大5,000円
分のポイント

7,500円分
のポイント

7,500円分
のポイント

選択した決済
サービスの利
用・チャージ
金額に応じて

公金受取口座
の登録完了

最大２万円分のポイント！最大２万円分のポイント！

健康保険証と
しての利用申
し込み

マイナンバーカードおよびマイナポイントの出張申請サポートを行っています

①�マイナンバーカードの交付を受け、マイナ

ポイントを申し込む

②�選択した決済サービスで２万円分の買い物

またはチャージをする

最大２万円分のポイント受け取るためには・・・

�国が指定する期限（＊）までに①②を完了する
必要があります

＊…�マイナポイントの申請期限は、現時点で
２月末までですが、延長となる予定で
す。決まり次第、広報はなまきや市ホー
ムページなどでお知らせします

　出張申請サポートについて、混雑
時には整理券を配布しております。
整理券がなくなり次第、その日のサ
ポートは終了となりますので、ご了
承ください。

区分 会場 期間 時間 当日の持ち物

マイナンバー
カードの出張
申請サポート

イトーヨーカドー

花巻店

２月５日（日）ま
で

午前10時～午
後６時

本人確認ができる以下のもの
　◉�１点で有効…▶運転免許証▶パスポート▶

写真付き住民基本台帳カード▶障害者手帳
▶在留カード－など

　◉�２点で有効…▶健康保険証▶介護保険証▶
年金手帳▶学生証－など銀河モール花巻

１月29日（日）ま
で

午前10時～午
後６時

マイナポイン
トの出張申請
サポート

銀河モール花巻
２月28日（火）ま
で

午前10時～午

後６時

上記「マイナポイントの申し込み方法」に記載さ
れている「◉申し込みに必要なもの」

区分 会場 期間 時間 当日の持ち物

マ イ ナ ン バ ー
カードの出張申
請サポート

イトーヨーカドー
花巻店

２月５日（日）
まで

午前10時～
午後６時

本人確認ができる以下のもの
◉�１点で有効…運転免許証、パスポート、写真付き
住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カードー
など
◉�２点で有効…健康保険証、介護保険証、年金手帳、
学生証ーなど

銀河モール花巻
１月29日（日）
まで

午前10時～
午後６時

マイナポイント
の 出 張 申 請 サ
ポート

銀河モール花巻
２月28日（火）
まで

午前10時～
午後６時

上記「マイナポイントの申し込み方法」に記載されて
いる「◉�申し込みに必要なもの」

■サポート会場、期間など

　マイナンバーカードの申請から交付までに、通
常は１カ月程度の時間がかかります。
　市では、平日の窓口業務時間の延長のほか、土・
日曜日の開庁を行い、予約制により対応していま
すが、現在、マイナンバーカードの申請が殺到し
ており、通常よりも交付に時間をいただいている
状況です。また、予約が込み合い、市民の皆さま
には大変ご迷惑をおかけしています。
　マイナンバーカードを申請した人には、交付の
準備が整い次第、迅速に受け取りの連絡をするよ
う努めておりますので、引き続きご理解とご協力
をお願いします。

カードの交付に時間がかかっています
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種目番号 男子 種目番号 女子
01 70歳以上 ー ー
02 60歳代 07 60歳以上
03 50歳代 08 50歳代
04 40歳代 09 40歳代
05 30歳代 10 30歳代

06
18～30歳未満

（高校生含まず）
11

18～30歳未満
（高校生含まず）

【種目・種別】
■ハーフマラソンの部（8：50スタート）

種目番号 男子 種目番号 女子
12 70歳以上 ー ー
13 60歳代 18 60歳以上
14 50歳代 19 50歳代
15 40歳代 20 40歳代
16 30歳代 21 30歳代

17
30歳未満

（高校生含む）
22

30歳未満
（高校生含む）

■10㌔㍍の部（9:10スタート）

種目番号 男子 種目番号 女子
23 70歳以上 30 70歳以上
24 60歳代 31 60歳代
25 50歳代 32 50歳代
26 40歳代 33 40歳代
27 30歳代 34 30歳代

28
30歳未満

（高校生含む）
35

30歳未満
（高校生含む）

29 中学生の部 36 中学生の部

■３㌔㍍の部（女子9:20、男子9：25スタート）

■期�日

　４月23日（日）（雨天決行）

■�会�場

　�日居城野陸上競技場　発着、イーハトーブ花

巻ハーフマラソンコース（日本陸上競技連盟

公認）

�■種目

　▶ハーフマラソンの部▶10㌔㍍の部▶３㌔㍍

の部

※�男女別、年代別の種別があります。詳細は右
表のとおり

■定�員

　3,000人（全種目合計。先着順）

■参�加料

　▶ハーフマラソンの部…7,350円▶10㌔㍍の

部…5,260円▶３㌔㍍の部…4,210円▶中高生

（10㌔㍍の部、３㌔㍍の部）…2,110円

※�大会中止保険料を含みます。なお、大会が中
止になった場合、判断理由によって返金対応
が異なります。詳しくは大会ホームページを
ご覧ください

■申�込期限

　２月28日（火）

■申�し込み方法

　�大会ホームページ（https://hanamaki-half.

▲
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♦♦特別賞♦♦
◉「東京マラソン2024」出場権
　ハーフマラソンの部男女各総合１位、完
走者の中から抽選１人合計３人に大会出場権
を贈呈します
「第18回湘南国際マラソン」出場権
　ハーフマラソンの部完走者の中から抽選
４人に大会出場権を贈呈します

【問い合わせ】
��イーハトーブ花巻ハーフマラソン大
会実行委員会事務局（本館スポーツ振
興課内☎41‐3593）

ゲストランナーと走ろうゲストランナーと走ろう‼‼

�オリンピック男子マラソ
ン２大会連続メダリスト
が本大会に参加します！

エリック・ワイナイナさん
（ケニア共和国出身）

◦�アトランタ五輪男子マ
ラソン銅メダル（1996
年）
◦�シドニー五輪男子マラ

ソン銀メダル（2000年）

第11回 イーハトーブ花巻

ハーフマラソン大会
参加者募集

　県内のトップを切って開催されるハーフマラソン大会で

す。全国から集まるランナーと一緒に春の花巻路を走ってみ

ませんか。

jp）にアクセスし、必要事項

を入力。参加料の支払い方法

はクレジットカード、コンビ

ニ、ＡＴＭなどから選択

＊�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰
式は行いません

☝�大会参加者全員に、参加賞として大会オリジ
ナルＴシャツをプレゼントします！


