市の電子メール
（e-mail）
アドレス kitakami@city.kitakami.iwate.jp
市のホームページ http://www.city.kitakami.iwate.jp/
北上市メールマガジン
「鬼のたより」
（パソコン版）
好評発行中!!
申し込みは北上市ホームページからどうぞ。

子育て支援事業
北上市社会福祉協議会和賀支部
(和賀町総合福祉センター)☎72ｰ2500

｢北上パートバンク｣から｢ハ
ローワークプラザ北上｣へ
☎63ｰ3314

北上パートバンクは４月1日(日)か
ら、｢ハローワークプラザ北上｣として
スタートすることとなりました。
ハローワークプラザ北上は職業紹介
業務のみとなり、パートタイムの求人
の受理は４月１日から北上公共職業安
定所(ハローワーク北上)で行います。

△

ハローワーク北上

△

岩手県県土整備部空港課
☎019ｰ629ｰ5911
いわて花巻空港では３月25日(日)か
ら、日本航空(JAL)により福岡線(直行
便)が１日１往復で開設されるととも
に、フジドリームエアラインズ(FDA)
による名古屋(小牧)線が１日１往復か
ら２往復に増便されます。また、日本
航空(JAL)による札幌線、大阪(伊丹)線
も期間限定で１日３往復から４往復に
増便されます。
空港は釜石自動車道｢花巻空港IC｣か
ら車で３分。駐車場(1,150台)は無料
です。この機会に、ぜひご利用くださ
い。

県南広域振興局花巻県税センター
☎0198ｰ22ｰ4912
ブックスタート事業
身体や精神に障がいがある人などが
今年誕生した赤ちゃんに絵本を贈る
ブックスタート事業を実施しています。 所有する自動車で一定の要件を満たす
場合に、申請により自動車税の免除を
対象は、和賀町内に住んでいる今年生
受けることができます(軽自動車税は
まれた赤ちゃんです。対象の赤ちゃん
市町村での申請となります)。花巻県
のいる人は、和賀町総合福祉センター
税センターでの免除申請受付期間は４
に電話で申し込んでください。後日、
月２ 日(月)～５ 月24 日(木)です。
センターで絵本を贈呈します。
｢子育てポッポ｣の開設
お子さんと一緒にお茶を飲みながら
ヨイ歯デー無料テレホン相談
４月18日(水)10:00～19:00
おしゃべりしませんか。同支部では、
☎019-651-7341
北上地区更生保護女性の会和賀支部と
岩手県保険医協会歯科部会
和賀地区の民生委員と共催して、24
年度も次のとおり｢子育てポッポ｣を開
設します。若いお母さんたちの子育て
の悩み相談もできます。おばあちゃん
もどうぞ。
とき…４月11日、５月９日、６月
飯豊保育園 斉藤ツマさん(村崎野)
６日、７月11日、８月８日、９月19
からぞうきん25枚
日、10月10日、11月７日、12月５日、
口内保育園 口内１区老人クラブよ
25年３月６日の水曜日(全10回)午前10
りぞうきん41枚
時～11時30分
市内小学校 パナソニックワイルド
ところ…和賀町総合福祉センター
ナイツからタグラグビーセット(ボー
ル１個、２チーム分タグ＆ベルト)20
いわて就職面接会Ⅰ
セット
(財)ふるさといわて定住財団
こども療育センター 北上商工会議
☎019-653-8976
所女性会からクレヨン、サインペンな
とき…４月７日(土)午後１時～５時、 ど
受け付け正午～午後４時30分
市 (社)岩手県高圧ガス保安協会
ところ…岩手産業文化センター・ア
北上支部から発電機２台、発電機用
ピオ(滝沢村)
カセットボンベ48本、電灯セット２
内容…県内企業との個別面談、参加
セット○川﨑和枝さん(神奈川県横須
団体による各種就職相談など、参加市
賀市)から日本現代詩歌文学館基金と
町村による地域生活情報などの提供
して10,000円○サトーホールディン
対象…平成25年３月卒業予定の大
グス(株)から新入学児童の交通事故
学院、大学、短大、高専、専門・専修
防止のため交通安全シール(反射材加
学生、既卒者および一般求職者
工)900枚

▽

いわて花巻空港がますます便
利に！

自動車税身体障がい者等課税
免除申請について

△

職場でのトラブルで困っていませんか

△

岩手労働局企画室総合労働相談コ
ーナ－をご利用ください。
(フリーダイヤル) ☎0120-980-783
※平曰午前９時～午後５時

△

平成24年３月2３日

－ 22 －

※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

自然観察会

△
△ △

△
△ △ △ △ △

△ △ △

△

△

△

サイエンスナビゲーター(先達
による理科の不思議な案内人)

△

△

△

△ △ △

JICA東北
☎022-223-4772
募集部門…①青年海外協力隊②シニ
ア海外ボランティア
募集期間…４月１日(日)～５月14日
(月)
体験談＆説明会(盛岡アイーナ会場)
とき…４月14日(土)①午後２時～４
時②午前10時30分～午後０時30分

△

△ △

北上ケーブルテレビ
☎64ｰ5111
市民参加型番組制作のためのボラン
ティアスタッフを募集します。
対象…技術経験者や理科教師など一
定水準の理科的指導が可能な高齢者
申し込み…４月15日(日)まで

JICAボランティア
▽

△
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｢ふれあい農園｣利用者
北上市柔道協会(佐藤)☎ ＦＡＸ 63ｰ3725
JAいわて花巻北上地域営農センター
とき…４月21日、５月12日、６月
☎71ｰ1331
９日、７月14日、９月８日、10月13日、 営農振興課
利用期間…５月１日(火)～11月30日
11月10日(いずれも土曜日)、午前11時
(金)予定
～午後０時30分
ところ…村崎野14地割
ところ…北上市民柔剣道場
募集区画…22区画(１区画約７坪)
内容…ストレッチ、ボール遊び、鬼
利用料…１区画5,000円
ごっこ、受け身など
作付条件…一般野菜と花の栽培のみ
対象…市内小学１～３年生、幼児
対象…野菜または花の栽培を楽しみ
定員…30人(先着順)
たい市民(農家以外)
参加料…１回100円、幼児は無料。
申し込み…４月16日(月)までに申込
保険料800円(年間)は別途
書を同センターへ
申し込み…同協会へ

△

△ △ △

とき…４月13日(金)、20日(金)、27
日(金)午前10時～11時
ところ…北上勤労者体育センター
内容…リボンやボールなどの新体操
の道具を使って体を動かす
定員…20人(先着順)
参加料…無料
申し込み…同ＮＰＯ法人へ

△

△

☎63ｰ2359

転び上手教室
△

△

ＮＰＯ法人フォルダ

とき…５月16日(水)～23日(水)、７
泊８日
訪問地…西安、三門峡市、承徳、秦
皇島、山海関、北京
内容…北上市長の三門峡市訪間に同
行し、同市で開催される黄河祭や北京
の夏の離宮承徳を観光
対象……同協会の会員。非会員の参
加は、同協会への入会が条件
旅行代金…22万6,000円
申し込み…４月５日(木)までに同協
会事務局へ

△

△

新体操グッズで遊んでみよう

▲ ▲ ▲

△

ＮＰＯ法人フォルダ
☎63ｰ2359
とき…４月10日(火)～毎週火曜日
(全８回)午後１時～２時20分
ところ…和賀川ふれあい広場テニス
コート
定員…10人(先着順)
参加料…6,000円(メンバー4,000円)
持ち物…テニスラケット(無い人は
事前に申し出てください)
申し込み…同ＮＰＯ法人へ

△

△ △

初めてのエンジョイテニス教室

△

△

とき…４月５日(木)午後６時30分～
８時
ところ…日本現代詩歌文学館
内容…旭山動物園前園長・小菅正夫
氏による講演
定員…240人(先着順)
※無料整理券が必要です
申し込み…ＮＰＯ法人フォルダ(☎
63ｰ2359)へ。無料整理券は北上勤労
者体育センターで配布します

▽

奥羽臨床獣医研究会☎0182-36-1331

岩沢のミズバショウ・春の花と野鳥観
察会
とき…４月15日(日)午前９時30分～
正午(予定)、岩沢駅前集合
羽山の春の花と野鳥観察会
とき…４月22日(日)午前９時30分～
午後２時(予定)、岩沢駅前集合
定員…各20人(先着順)
参加料…100円(保険料)
申し込み…電話で同事務局へ

北上市日中友好協会事務局
(ユートピアみちのく内) ☎65ｰ7191
△

元気の出る講演会｢諦めない｣

和賀川水系の自然を考える会
(永田)☎090ｰ1933ｰ1424
日本野鳥の会北上支部
(高橋)☎64ｰ2422

北上市日中友好協会第27次友
好訪問団

第506号

２月のデータ

※【 】内の数字は前月末（１月３１日現在）との比較
（ ）内の数字は平成24年１月からの累計です

●世帯数
●人口
●男
●女

34,740 世帯 【＋30】
93,556 人 【＋12】
45,729 人 【＋ ５】
47,827 人 【＋ 7】

九年橋の通行規制について

△
△ △

△
△
△
△

△ △

△ ▲

△

△

内線 3332～3336
収納課
市が差し押さえた動産をインターネ
ット上で公売します。参加受け付けは
４月12日(木)午後１時～26日(木)午後
11時です。参加方法・公売方法は市
のホームページをご覧ください。
インターネット公売物件の下見会
とき…４月1６日(月)午前９時～午
後３時
ところ…本庁舎４階北会議室

△

△

差し押さえ物件の公売

△

国保年金課 内線 3132・3133・3136
北上市の国保の人で、修学のため市
第１回自然探索会(和賀町横川
外に住所を置いていて24年３月で卒
目の月山)
業する人は、国保資格喪失の届け出が
博物館
☎64ｰ1756
必要です。お持ちの学生用被保険者証
の有効期限は卒業するまでですので、
とき…４月21日(土)午前８時30分中
次の通り届け出をしてください。
央図書館西側駐車場集合
①ほかの保険(社会保険など)に加入し
定員…30人(先着順)
た場合は、その保険証を持参して学生
参加料…200円(写真代、保険料)
用被保険者証の喪失手続きをしてくだ
持ち物…昼食、雨具、長靴
さい。②卒業後、ほかの保険に加入し
申し込み…４月５日(木)午前９時か
ない人は、現在の住所登録地で国保に
ら電話で博物館へ
加入することになります。卒業年月日
が確認できるものを持参の上、北上市
自衛官
に資格喪失の届け出をしてください。
自衛隊岩手地方協力本部北上地域事
※北上市に資格喪失の届け出をする際
務所
☎63ｰ6736
には、学生用被保険者証を持参してく
予備自衛官補
ださい。
試験日…４月13日(金)～16日(月)の
いずれか１日
土地・家屋の価格などの帳簿
応募資格…一般＝18歳以上34歳未
の縦覧ができます
満、技能＝18才以上で国家試験資格
内線 3152～3157
資産税課
を有する者
受付期間…４月４日(水)まで
期間…４月２日(月)～５月31日(木)
一般幹部候補生
午前８時30分～午後５時15分※土日
試験日…５月12日(土)・13日(日)
祝日を除く
※13日は飛行要員のみ
ところ…同課
応募資格…20歳以上26歳未満(22歳
縦覧できる人…①納税者本人②納税
未満は大卒(見込み含む)
者と同一世帯の親族③納税管理人④納
受付期間…４月27日(金)まで
税者から委任された人(委任状が必要
申し込み…同事務所へ
です。法人の場合は代表者印のある委
任状)
※印鑑、運転免許証など本人を確認で
さくらまつり前の展勝地清掃
きる書類をお持ちください。
あじさいの会
☎64-1745
課税明細書は５月中旬に送付します
毎年４月初旬に送付していた課税明
とき…４月８日(日)午前６時～８
細書は、電算システムの変更により、
時、展勝地あじさい畑の前集合(都合
本年度から５月中旬に送付される納税
のつく時間内での活動で結構です)
通知書と一緒に送付します。
持ち物…ごみ袋、軍手、ハサミなど

△

北上雇用対策協議会
(工業振興課) 内線 3343
とき…４月６日(金)午後１時５分～
４時、午後０時30分～１時受け付け
ところ…ホテルシティプラザ北上
内容…求人企業と求職者との個別
面談、公共職業安定所の就職相談、北
上・花巻地域における企業情報などの
提供、コンピュータによる適職診断
対象…平成24年３月および25年３
月卒業予定の学生、転職やＵ・Ｉター
ン就職などを希望する一般社会人

国民健康保険の学生用被保険
者証をお持ちの人へ

△ △ △ △

花巻・北上地域合同
就職ガイダンス

■火災
１件
（6件）
発生
■救急車出動件数
13件 （23件）
交通事故
154件 （359件）
急病
58件 （142件）
その他

△

内線 4215
道路環境課
九年橋は４月１日(日)午前７時から、
｢特定中型自動車｣以上の自動車が通行
止めとなります。警察の取り締まり対
象となりますのでご注意ください。
※｢特定中型自動車｣とは、車両総重量
が８㌧以上、最大積載量が５㌧以上ま
たは乗車定員が11人以上の自動車を
いいます。

■交通事故など
21件 （51件）
人身事故
０人 （1人）
死亡
23人 （65人）
負傷
289件 （622件）
物損事故
2人 （5人）
飲酒運転検挙者

△

平成24年３月2３日
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

４月から市役所の組織が一部
変わります
政策企画課

東北地方太平洋沖地震災害義
援金の受け付けについて
会計課

内線

3111

多くの皆さんから温かいご支援をい
ただき、心から感謝申し上げます。北
上市に頂いた義援金は、市内へ避難し
ている被災者の皆さんや被害を被った
地域の復旧、復興を支援していくため
に、大切に使わせていただきます。ま
た、他市町村などへの義援金は、該当
する口座に送金を行っています。
４月１日以降も北上市への義援金の
受け付けは引き続き行いますが、他市
町村などへの義援金については、３月
31日をもって終了しますので、直接、
送金してくださるようお願いします。
平成24年３月15日現在の義援金の
受付件数・金額は次のとおりです。
■北上市…333件、6,724万9,632円
■他市町村などへ
…282件、1,862万1,520円
■合計…615件、8,587万1,152円

市立図書館がより利用しやす
くなります
中央図書館
☎63ｰ3359
４月１日から、中央図書館では開館
時間を延長し、祝日も開館します。江
釣子図書館は時間を繰り下げるほか、
３図書館すべて月末も開館します。
○中央図書館
平日…午前９時～午後７時
土日祝日…午前９時～午後６時
○江釣子図書館
平日・土日…午前10時～午後６時
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内線

旧
経営改革推進室

3238

新
(廃止)

沿岸地域被災者支
→沿岸地域被災者
援プロジェクト
支援室
チーム
農政課営農係

→園芸畜産係、水
田営農係に分割

農林部農地林務課 →上下水道部下水
集落排水係
道課に移管
インターハイ推進室

(廃止)

北上市消費生活センター開設
内線 3413・3414
生活環境課
４月から、本庁舎４階に消費生活セ
ンターを開設します。商品・契約のト
ラブルや悪質商法、多重債務など、消
費生活に関する相談に専門の相談員が
対応します。トラブルに遭ったときは、
お早めにご相談ください。

４月の各種相談

福祉タクシー券の変更
内線 3613
福祉課
福祉タクシー券の受け付けは、６月
から開始します。４月に申請する必要
はありません。23年度に申請があっ
た人へは、４・５月分(２カ月分４枚)
をご自宅に郵送します。６月以降につ
いては、５月下旬にお知らせします。

山火事防止運動 ５月31日まで
｢忘れない 山への感謝と 火の始末｣
(平成24年山火事防止統一標語)
この季節、空気が乾燥していて、
風が急に強く吹くこともあります。
野外での火の取り扱いには、細心の
注意をお願いします。
○たき火をしたらその場を離れない
○風の強い日はたき火をしない
○たばこの投げ捨ては絶対にしない
○火入れの許可は必ず受けること
農地林務課 内線 5362

悩みごと、分からないこと相談して

時間は午前 10 時～午後３時、消費生活相談・年金相談は午前 9 時から
場所の記載のないものは本庁舎４階相談室が会場
○人権相談 ４月２日(月)・９日(月)・16日(月)・23日(月)
○行政相談 ４月２日(月)・16日(月)
○消費生活相談 毎日(午後３時45分まで) ※商品・契約トラブル・多重債務など
○婦人相談 月～金曜日(祝日を除く) ☎64-7573／子育て支援課
○家庭児童相談 月～金曜日(祝日を除く) ☎64-7574／子育て支援課
○少年相談 ｢ほっとスペース｣毎週火曜日、午後３時30分～６時30分
｢おしゃPa！｣毎週金曜日、午後３時～５時30分／生涯学習センター

※次の相談は電話予約制

○法律相談 ４月12日(木)・26日(木) ☎64-2111 内線 3414
○多重債務者弁護士相談 ４月19日(木) ☎64-2111 内線 3414
○外国人に関する相談会 ４月26日(木) ☎63-4497／国際交流ルーム
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