引っ越しをする方へ 市役所の手続きチェックリスト
手続きの必要な方
□

□● ❷印鑑登録している方

□★

□●
□★
□●
□

明治時代に誕生した絵はがきは︑
新聞と並んで︑重要な情報伝達媒体
として使用されていました︒
絵はがきに残る当時の風景などを
通して︑市内十三地区の歴史や文化
をひもときます︒

連載シリーズ

いわき市長

内田 広之

新型コロナの感染拡大は落ち着く気配があ

りません（２月15日時点）。現在、流行する
オミクロン株は感染力が強く、子ども・若者
から高齢者まで幅広い世代に感染が広がって
います。
一昨年の３月上旬に、市内で初めての陽性

者が確認されてから現在の第６波まで、感染
力の強さや感染事例も刻々と変化しています。

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□●

市では、ワンストップで最新のコロナ情報
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を発信するため、市公式ホームページのトッ
プ画面に「新型コロナ特設サイト」（黄緑色
の画面）へのリンクを設けています。トップ
画面上部にあるバナーをクリックしていただ

ければ、アクセスできます。当サイトでは
日々の感染者数のみならず、最新の感染傾向
や病床使用率、クラスターの発生状況、クラ

印鑑登録手帳の返却

❸マイナンバーカードまたは住民基本
記載事項変更届
台帳カードを持っている方

全員
要介護認定を受けている

同被保険者証の返却
同被保険者証の住所変更

方、ワクチン情報、事
業者への支援策などを
ワンストップで発信し
ています。市民の皆さ
んに日々、当サイトを

ただければ幸いです！ 特設サイトのバナー

窓口／お問い合わせ

市民課、各支所・市民サー
ビスセンター／
❶＝同課届出・証明グルー
同手帳
プ
（☎22−7447）
いずれかのカード ❷＝同課住民台帳グループ
（☎22−7444）
（※１）
❸＝同課マイナンバーカー
ド交付グループ
（☎22−7026）
❹＝各 地 区 保 健 福 祉 セ ン
同被保険者証
ター
本人確認書類

受給資格証明書の発行

住所変更など

最寄りの各地区保健福祉セ
ンター・支所（小名浜・内
郷支所を除く）／
各地区保健福祉センター
平
（☎22−1163）
小名浜
（☎54−2111）
勿来・田人（☎63−2111）
常磐・遠野（☎43−2111）
内郷・好間・三和
（☎27−8690）
四倉・久之浜大久
（☎32−2114）
小川・川前（☎83−1329）
保育所の最寄りの各地区保
健福祉センター／
各地区保健福祉センター

幼稚園・認定こども園などに通っ 退園届
ている
住所変更など

各幼稚園・認定こども園な
ど

児童手当を受けている

消滅届
住所変更届

児童扶養手当や特別児童扶養手当 住所変更届
を受けている
住所変更届

各手当証書

乳幼児医療費助成受給者証を持っ 同受給者証の返却
ている
住所変更届

同受給者証

子ども医療費助成受給者証を持っ 同受給者証の返却
ている
住所変更届

同受給者証

保育所（園）に通っている

小・中学校に通っている

退所届

市民課、各支所・市民サー
ビスセンター／
学校教育課就学係
（☎22−1123）

転学通知書の発行
入学・転学通知書の発行

❻国民健康保険被保険者証を持っている方
❼後期高齢者医療被保険者証を持っている方
□●
□★
□●
□★
□●

全員

同被保険者証の返却
同被保険者証の住所変更

限度額適用認定証などを持ってい 同認定証などの返却
る
同認定証などの住所変更

同被保険者証
同認定証など

後期高齢者医療被保険者証を持っ
負担区分等証明書などの発行 同被保険者証
ている
❽ごみの処分

スター情報開示の考え

ご覧いただき、感染拡
大防止などにご協力い

転居届

❺お子さんがいる方

□★

コロナの最新情報を発信！

転出届（転出証明書の交付）

❹介護保険被保険者証を持っている方

右隅に波立寺が見える波立海岸の絵はがき『常磐
線四倉みやげ』〔昭和時代初期 柏屋旅館発行〕

市長です こんにちは③

❶本市に住民登録のある方

持参するもの

□

大型ごみを処分する方

電話申し込みによる有料収集
か、分別して各施設へ自己搬
入

□

別の地区に転居した方

ごみカレンダー（市内10地区
に区分）の交付

国保年金課（一部市民課扱
い）、各支所・市民サービ
スセンター／
❻＝同課調査給付係
（☎22−7456）
❼＝同課高齢者医療係
（☎22−7466）

各地区大型ごみ受付セン
ター（※２）
北部
（☎34−0053）
南部
（☎92−0053）
／清掃管理事務所事業係
（☎56−7963）
ごみ減量推進課、各支所・
市民サービスセンター
／清掃管理事務所事業係

●は転出届、★は転居届を提出する際に、市民課、各支所・市民サービスセンターで併せて手続きができるもの
※１ 顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、本人確認書類も必要です。
※２ 大型ごみの収集申し込みは、住所地により窓口を割り当てています。
北部＝平、内郷、四倉、小川、好間、三和、川前、久之浜・大久 南部＝小名浜、勿来、常磐、遠野、田人
◇上記のほか、引っ越しに伴う市役所での手続きについては、各担当窓口へお問い合わせください。
広報いわき
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トピックス

て絵はがきの題材に選ばれています︒
景観美の海岸と漁港のまち・久
その北側にある波立海岸・弁天島の
之浜︑大久地区
りゅう
海岸美や波立寺は度々題材になってい
久之浜町は市域北部に位置し︑海岸
ます︒特に︑弁天島の絵はがきは︑荒
に関するさまざまな絵はがきが発行さ
岩と高波︑ワニ伝説によっていずれも
れました︒
動的に仕立てられています︒
地域の南部に位置する江之網の湾は︑
久之浜町の市街地は︑江戸時代の宿
江戸時代には年貢米などの積み出し港
場として古くから機能していました︒
として栄え︑明治から大正時代にかけ
市街地の北側で東西に流れ︑殿上岬南
側で海に注ぐ大久川やその突端から突
き出ている横磯︑鍋磯などの天然の防
波堤を利用して営まれていた漁業の様
子は︑何種類も発行されています︒
海水浴場は殿上岬の北側︑陰磯と呼
ばれる小さな溺れ谷状の湾に指定され
ていたのですが﹁湾内の暗礁を除去し
て防波堤を築き︑市街から湾に通じる
道路の開削を施工することによって良
港になる﹂と地元民が訴えました︒そ
の結果︑大正から昭和時代にかけて築
港造りが進められ︑これらの経過は絵
はがきで見ることができます︒
現在は︑久之浜港は漁港のほか︑避
難港としての機能も付加されています︒
︵いわき地域学會 小宅幸一︶

□

手続き内容

令和４年３月１日現在
：市外に転出する方
：市内で転居した方

月〜金曜日

ラジオ福島（1431K㎐・90.2M㎐）

福島中央テレビ

３月19日㈯

９：25〜
３月26日㈯

９：25〜

いきいきシニアボラン
ティアポイント事業の
交換申請を

３月20日㈰

４月

130）
面

1,232.26㎢

（−

431）
161,260人

（−

207）

女

167,352人

積

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止・変更となる場合がありますので、事
前に各担当へお問い合わせください。

合わせください︒

詳しくは︑同課へお問い
※

のごみの分け方・出し方に
従って排出する必要があり
ます︒
自分で家庭ごみを排出す
ることができない場合には︑
市の一般廃棄物収集運搬業
の許可を受けている業者に
処理施設への運搬を依頼す
ることができます︒
最近︑市の許可を受けず
に不用品回収と称して︑家
庭ごみの収集運搬を行って
いる業者がいます︒不法投
棄などにつながらないよう︑
市の許可を受けていない不
用品回収業者には家庭ごみ
の収集運搬を依頼しないで
ください︒

令和４年２月１日現在／(前月比）

手伝ってもらったりと︑私はとても
感謝しています︒本当に恵まれた場
所で活動ができていると感じます︒
そして︑活動をすればするほど田人
のまちも人も好きになるのです︒
Ｑ 今後の目標を教えてください︒
田人小・中学校は昨年から小規模
特認校制度を受けて︑児童・生徒数
が六人増えました︒この制度は親の
送迎が条件になりますが︑共働きが
当たり前になっている今︑放課後の
子どもの居場所があることで︑少し
でも保護者にとってこの制度が使い
やすいものになってくれたらと思い
ます︒ただの預かりではなく︑もっ
と多くの保護者と子どもが通いたい
と思えるような付加価値を︑保護者
と一緒に考え︑形にすることが隊員
として活動する最終年度の目標です︒

224）

141,108世帯（−

しています︒日々の活動の中で心掛
けていることは︑子どもが大きく
なったときに﹁田人って楽しかった
な﹂と思える思い出をつくること︒
そのために︑子どものソーシャルス
キ ルや コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 が 豊
かになるよう工夫しながら子どもた
ちに接し︑子どもたちが友達と楽し
く遊べる環境づくりに努めています︒
また︑田人の地域資源を活用し︑
交流関係人口の増加を目的に﹁ほた
る 祭り ﹂や ﹁リ ース 作り﹂な どの イ
ベントも開催しました︒コロナ禍で
の開催となり︑難しさはありました
が ︑他 の隊員や 地区 の皆さん が協 力
してくれたおかげで開催することが
できました︒
地区の皆さんには︑よく声を掛け
てもらったり︑困っているときには

日㈮必着
合わせください︒

詳しくは︑同課へお問い
※

無許可の不用品回収
業者に注意を
廃棄物対策課指導係
☎ ・ ７６０４
家の片付けや引っ越し︑
遺品整理等で発生する大型
ごみや廃家電などの不用品
︵以下︑家庭ごみ︶は︑市

４月９日㈯

お知らせ

地域包括ケア推進課企画
係
☎ ・ ８５ ７ ４
同事業に参加して取得し
たポイントの交換申請を
行っていない方は︑早めに
手続きをしてください︒
ポイントカードを持参の
上︑同課または各地区保健
福祉センターで︵郵送も
可︶

※変更となる場合がありますので、広報広聴
課広報係（☎22−7402）へお問い合わせい
ただくか、市ホームページをご覧ください。
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市民のひろば

市政だより

記憶に残るイベントとなったリース作り

（−

世帯数

328,612人

人口と面積

13：55〜

11：40〜

テレビユー福島

口

11：40〜

３月12日㈯

福島テレビ

８：55〜
毎週土曜日
市政情報番組

男
人

いわき市の

７：45〜／12：10〜（再放送）

Ｑ 地域おこし協力隊に応募した
きっかけは何ですか︒
私は大学で学んだ地域活性化を実
践できる仕事を探していたとき︑福
島県への移住担当者から田人地区の
地域おこし協力隊を紹介されました︒
当時︑田人地区では古民家カフェ
ひ
と
た
び
﹁ＨＩＴＯ ︱ＴＡＢＩ﹂と放課後子
ども預かりを始める準備をしている
ところでした︒学童保育所で働いて
いた経験があったので︑自分のスキ
ルを生かしながら活動できるのでは
ないかという思いで応募したのが
きっかけです︒
Ｑ 活動内容を教えてください︒
基本的には︑ＨＩＴＯ ︱ＴＡＢＩ
で子ども預かりをしています︒平日
と子どもたちの長期休暇には︑土・
日曜日と祝日を除いてほぼ毎日開所

▶GOOD DAY いわき プラス

神谷・大野・川前公民館︑
三和ふれあい館
上遠野公民館︑田人ふれ
※
あい館は３月 日㈭で終
了します︒

８：30〜９：00（再放送）

農政流通課農産物流通係
☎ ・ ７４７０
出荷・販売等を目的とし
ない自家消費用作物などの
検査を実施する同検査所の
開 設 日 ・ 受 付 時 間 を ４月 １
日㈮から変更します︒
９時〜 時
①月・水・金曜日に開設
＝勿来支所︑常磐・内郷・
好間公民館︑久之浜・大久
ふれあい館 ②火・木曜日
に開設＝環境監視センター︑

放射能簡易検査所の
開設日を変更

毎週土曜日

広報いわき
2022. 3
広報いわき

11

19：00〜19：30

ＨＩＴＯ−ＴＡＢＩでの子ども預かり
シルミルいわき

吉川竜太さん
田人地区地域おこし協力隊。４月
で３年目を迎える。卒隊後も人のつ
ながりや温かさを感じる田人に住み
たいと考え、住居を探している。
福島放送

15

毎週月曜日

毎週金曜日

13：55〜
３月27日㈰
福島テレビ

22

いわき市民コミュニティ放送（76.2M㎐）

22

24

27

Information

15

13：00〜13：30（再放送）

大好きな田人で
子どもたちに今の思い出を
▶市政情報番組「いわきWith」

295

お知らせ
時

所

期 申込期間・期限
申 申し込み方法
所 ところ
時 時間

