
問い合わせ　日本現代詩歌文学館　☎65-1728

｢明日から吹いてくる風―2011.3.11と詩歌、その後｣

日本現代詩歌文学館　２０１３年度常設展

　東日本大震災をテーマに詩歌人56人の直筆作品を展示しています。
　会場には、クイズラリーや、参加型の展示企画、来場者の作品展示なども。
　ご家族やお友達と、どうぞお気軽におこしください。

平成26年３月16日(日)まで
開館時間　午前９時～午後５時
入場料　　無料

※ＮＨＫ東日本大震災復興支援ソング
｢花は咲く｣初回限定盤ＣＤ販売中。
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－ 2－平成2５年10月11日

市職員の給与な  どを公表します
　市は、行政運営の公正化と透明性をより高    めるため、条例に基づき、市職員の任用

や給与、勤務条件など人事行政の運営状況に    ついて市民の皆さんにお知らせします。

処分事由 戒告 減給 停職 免職
法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０
職務上の義務に違反または職
務を怠った場合 ０ ０ ０ ０

全体の奉仕者たるにふさわし
くない非行のあった場合 ０ ０ ０ ０

(平成24年度)◇懲戒処分(件)

※懲戒処分…法令違反や職務を怠った場合などに規律と秩序
　　　　　　を保つために行う処分

北上市 国の制度との異同

扶
養
手
当

①配偶者　　      　　　  13,000円
②配偶者以外  １人につき6,500円
　16 ～ 22歳の子5,000円加算  同じ

住
居
手
当

　貸家・貸間
　支給限度額　27,000円  同じ

通
勤
手
当

①交通機関(電車・バスなど)利用者
　実費支給限度額50,000円
②交通用具(自動車など)利用者
　距離に応じ2,300円～ 24,500円

①交通機関利用者
　限度額55,000円
②交通用具利用者
 　距離に応じ2,000 
　円～24,500円

寒
冷
地
手
当

①扶養親族のある世帯主   17,800円
②その他の世帯主                10,200円
③その他                                   7,360円
※11 ～３月のみ支給

 同じ

(平成25年４月１日現在)
◇扶養手当・住居手当・通勤手当・寒冷地手当

区　分 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.03月分 28.7875月分
勤続25年 32.83月分   38.955月分
勤続35年 46.55月分     55.86月分

最高限度額 55.86月分     55.86月分
その他の特例加算措置

定年前早期退職特例措置 － ２～ 20％加算

※１人当たり平均支給額 507万円 2,597万円

(平成25年４月１日現在)◇退職手当

※平成24年度に退職した職員に支給された平均額

○勤務時間の状況

１週間の勤務時間 勤務時間の割り振り
始業 終業 休憩時間

38時間45分
(7時間45分×５日間) ８:30 17:15 12:00 ～ 13:00

(平成25年４月１日現在)◇勤務時間

○職員の分限と懲戒処分の状況

処分事由 降任 免職 休職
勤務成績が良くない場合 ０ ０
心身の故障の場合 ０ ０ ２
職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０
職制、定数の改廃、予算の減少によ
り廃職、過員を生じた場合 ０ ０

刑事事件により起訴された場合 ０

(平成24年度)◇分限処分(件)

※分限処分…病気などで職務が十分に果たせない場合などに
　　　　　　行う処分

区　分 月額 期末手当
給
料

市長 877,000円 　　   　2.90月分
(平成24年度の支給割合)副市長 707,000円

報
酬

議長 457,000円
2.90月分

(平成24年度の支給割合)副議長 383,000円
議員 351,000円

◇特別職の報酬など (平成25年４月１日現在)

区　分
北上市 国

平均給料月額 平均
年齢 平均給料月額 平均

年齢

一般行政職     311,473円 41.0歳     307,220円
※(332,446円) 43.1歳

技能労務職     312,434円 45.3歳     272,119円
※(286,850円) 49.9歳

(平成25年４月１日現在)◇平均給料月額と平均年齢

※国では4.77％～9.77％の特例減額を実施しており、カッ
コ内は減額する前の額です。

区　分 平成23年度 平成24年度
支給総額 1億6,125万円 1億3,894万円

職員１人当たり平均支給年額 　　    29万円 　　    24万円

◇時間外勤務手当
　このほか詳細は、市のホームページ人事・採用
のコーナーに掲載していますのでご覧ください。
　   http://www.city.kitakami.iwate.jp/sub04/
jinji/index.html
問い合わせ　総務課☎72－8227

URL



－ 3－ 第５43号

市職員の給与な  どを公表します
　市は、行政運営の公正化と透明性をより高    めるため、条例に基づき、市職員の任用

や給与、勤務条件など人事行政の運営状況に    ついて市民の皆さんにお知らせします。

○職員の任免および職員数に関する状況

定年退職 勧奨退職 普通退職 死亡退職 再任用後
の離職者

計

21 ６ ３ １ １ 32

(平成24年度)

※勧奨退職…任命権者(市長、教育委員会など)が行う退職
　　　　　　勧奨に応じた退職
※普通退職…自己都合による退職
※再任用後の離職者…定められた任期が満了したことによ
　　　　　　　　　　る退職

◇退職(人)
※ ※ ※

人件費
(平成24年度普通会計決算)

職員給与費
(平成24年度普通会計決算)

　    歳出額
342億4,194万円

人件費  14.0％
47億8,854万円 

(注)人件費には、特別職    
　  に支給される給料・   
      報酬などを含みます

(注)職員手当には退職
　  手当を含みません

職員数
 566人

　  給与費計
30億6,578万円

給料  66.2％
20億2,921万円

期末・勤勉手当
 　　　   23.3％
    7億1,478万円

職員手当  10.5％
3億2,179万円

職員１人当たり
の給与費　
　　541万円

※カッコ内は平成３～ 18年度の定員減の数値

年度 ３ 19 20 21 22 23 24 25 合計
職員数 822 685 665 639 636 636 634 640
前年比 ※(△120) △17 △20 △26 △３ ０ △２ ６ △182

(各年４月１日現在)◇職員数の推移(人)

区分 標準的な職 職員数(人) 構成比(％)
１級 主事・技師    41 11.1
２級 主　査    39 10.6
３級 主　任 111 30.1
４級 係　長   86 23.3
５級 課長補佐   45 12.2
６級 課　長   35   9.5
７級 部　長   12   3.2

計 369 100

(平成25年４月１日現在)◇一般行政職の級別職員数

◇技能労務職の級別職員数
区分 職員数(人) 構成比(％)
１級   ２   3.1
２級   ４   6.1
３級   ５   7.7
４級   ４   6.1
５級 50 77.0

計 65  100

(平成25年４月１日現在)

区　分 北上市 国
期末手当 2.60月分 2.60月分
勤勉手当 1.35月分 1.35月分

(平成24年度の支給割合)◇期末・勤勉手当

区　分 常時勤務 短時間勤務 合計
０ ５ ５

事務職 ０ ４ ４
技術職 ０ １ １

技　能　職 ０ ５ ５

(平成25年度)◇再任用職員の採用(人)

一　般　職

◇職員の採用(人)

区　分 試験の種類 合計上級 中級 初級
23 ４ 10 37

事務職 22 ０ 10 32
技術職 １ ４ ０ ５

技　能　職 ０ ０ ０ ０

(平成25年４月１日)

一　般　職

(各年４月１日現在)◇部門別職員数(人)

部　門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
平成24年 平成25年

議　会     ６     ６     ０
総　務 109 119    10 国体業務の増

税　務   48    47 △１ 償却資産評価見直しによる減

労　働     ２     ２     ０
農林水産   30    32     ２ 産業連携推進業務の増

商　工   23    23     ０
土　木   44    41 △３ 組織・機構の改革に伴う減

民　生 132 134     ２ 社会福祉業務および管理栄養士の
増

衛　生    41    42     １ 新エネルギー業務の増

計 435 446    11
教　育 132 132     ０
水　道    26    25 △１ 上水道事業の業務量精査による減

下水道    15    14 △１ 下水道事業の業務量精査による減

その他    26    23 △３ 地域包括支援センターの一部業務
委託による減

合　計 634 640     ６

一
般
行
政

( 再任用職員は除く )

○職員の給与の状況

区　分 北上市 国(Ⅱ種)

一般行政職
大学卒 172,200円     163,987円

※(172,200円)

高校卒 140,100円     133,418円
※(140,100円)

(平成25年４月１日現在)◇初任給

※国では4.77％の特例減額を実施しており、カッコ内は減
額する前の額です。



－ 4－平成25年10月11日

市の都市宣言
　・暴力団追放都市宣言　　　・核兵器廃絶平和都市宣言
　・ゆとり創造都市宣言　　　・交通安全都市宣言
　・スポーツ都市宣言

△
とき…11月24日(日)午前９時～△
ところ…黒沢尻体育館△

種目…男・女シングルス・ダブルス△

参加料…シングルス(１人1,000円)、
ダブルス(１組＝2,000円)△

申し込み…10月21日(月)までに申込
書を記入し、郵送でアイガースポーツ
(〒024-0094 本通り3-1-10)へ

県南・北上卓球選手権大会
北上市卓球協会
　　　　    (大泉)☎090-7078-5678

　市内中心街にクイズを設置し、オリ
エンテーリングを行います。参加者に
はイベント終了後、商店街で利用でき
るチケットを配布します。△

とき…10月20日(日)午前10時～△

ところ…十字路商店街△

対象…市内在住の小学生と親△

定員・参加料…10組・無料△

申し込み…同NPO法人へ

平成25年度まちづくりチャレンジ
補助金採択事業
親子ふれあいチャレンジ
NPO法人きたかみ観光NEXT
　　　　　　　　　　　 ☎63-8855

秋期スポーツ教室

①初めてのエアロビクス△

とき…10月22日～12月17日までの
火曜日(全８回)、午前の部＝午前10時
30分～11時30分、午後の部＝午後７
時～８時
②シェイプアップエアロ△

とき…10月17日～12月19日までの
木曜日(全８回)、午前の部＝午前10時
30分～11時30分、午後の部＝午後７
時～８時
③いきいきシニア倶楽部△

とき…10月16日～12月18日までの
水曜日(全10回)、午前10時～正午
④バドミントン△

とき…10月16日(水)、23日(水)、30
日(水)午後７時15分～８時45分
⑤バランスボール△

とき…10月18日(金)、25日(金)午前
10時30分～11時45分
⑥体力測定ランキング△

とき…10月22日(火)午後７時～８時
30分▲

ところ…①②③④⑥北上総合体育館
⑤江釣子体育館▲

対象・定員…①②④⑤高校生以上③
おおむね60歳以上の人⑥中学生以上・
①②各70人③④30人⑤15人⑥なし▲

参加料…①②８回2,400円、１回
500円③10回3,000円、１回350円④３
回900円、１回350円⑤２回600円、１
回350円⑥無料▲

申し込み…開講日の２日前までに同
協会へ

(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

無料法律相談会

△

とき…10月29日(火)午後５時30分～△

と こ ろ … 同商工会事務所(九年橋
3-9-20)

北上民主商工会　　　    ☎63-6394

お金や暮らしに関する相談会
～解決の糸口を見つけに行こう！

△

とき…11月２日(土)・３日(日)午前
10時～午後４時△

ところ…同事務所(大通り1-3-1 2F)△

相談料…無料

消費者信用生活協同組合北上事務所
　　　　　　　　  ☎0120-101-612

△

とき…10月19日(土)午後７時～９時
30分△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

対象…小学生以上△

定員…16人(先着順)△

参加料…4,000円△

持ち物…筆記用具△

申し込み…10月16日(水)までに同
NPO法人へ

知っておきたいテーブルマナー
～中国料理(フルコース)～
NPO法人フォルダ          ☎72-7048

無料労働相談会

△

とき…10月27日(日)午後１時～４時△
ところ…北上地区合同庁舎△
申し込み…同事務局へ

※当日、会場での申し込みもできます
が、予約した人が優先になります。

岩手県労働委員会事務局　　　　　
　　　　　　　　  ☎019-629-6276

まるごと収穫祭

△

とき…10月20日(日)午前10時～午後
３時△

ところ…同商店街(さくら野百貨店
東側)△

内容…青笹しし踊り(遠野市)、市内
芸能団体の公演。市内産直、沿岸地域、
横手市などの物産販売。100㍍ジャン
ボ巻き寿司大会も同時開催。正午から
芋の子汁、巻き寿司の無料サービス

本通り商店街振興組合　 ☎63-5735

　市内の空き店舗情報を不動産会社か
ら集約したホームページです。
　　  http://www.akitenpo.net/△

問い合わせ…きたかみ地域商い応援
隊(☎65-4033)

空き店舗バンクきたかみ開設

ＵＲＬ



－ 5－ 第543号

※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

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!!
「北上市公式Fecebook（フェイスブック）」試験運用中!!
どちらも申し込みは北上市ホームページから登録できます。

子育て教室
｢第２回　親子でHIPHOP｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　　  ☎67-1021

　お子さんと一緒にヒップホップを楽
しみませんか。簡単なステップから始
めますので、ヒップホップをしたこと
がない人でも大丈夫です!!△

とき…11月８日(金)午前10時～11時△

ところ…おにやなぎ保育園ホール△

対象…１歳～就園前の子と家族△

定員…15組(先着順)△

持ち物…中履き、タオル、水筒など。
動きやすい服装で参加してください△

申し込み…直接、同支援センターへ

北上市憩いの森ウオーキング
憩いの森管理事務所  　  ☎64-7447△

とき…10月27日(日)午前９時、憩い
の森管理事務所前集合△

ところ…男山、国見山周辺△

参加料…200円(小学生以下は無料。
ただし保護者同伴)△

持ち物…雨具、タオル、軍手など。
長袖、長ズボンの歩きやすい服装△

申し込み…10月24日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

犬のしつけ教室
岩手県中部保健所  ☎0198-22-4921△

とき…①10月20日(日)午前10時～
11時30分②27日(日)午前11時～正午△

ところ・申し込み…①ドッグハウス
タカトキ(☎67-3815)②ドッグスクー
ルステップWａｎ(☎090-7520-4475)
※登録と狂犬病予防注射が済んでいる
犬に限ります。

△

とき…11月４日(月・振休)午前８時
30分、本庁舎正面玄関前集合△

ところ…夏油三角沼周辺
※市公用車で移動。△

内容…自然散策、景勝園で昼食(温
泉入浴可)△

対象・定員…市内在住の人(小学生
は保護者同伴)・15人(先着順)△

参加料…無料(入浴希望者は料金を
自己負担)△

持ち物…昼食、雨具、タオル、軽登
山に適した服装・靴△

申し込み…10月15日(火)から電話で
同課へ

和賀川流域自然探索会
和賀川の清流を守る会
　　　　 　　    (環境課)☎72-8281

大通り保育園地域子育て支援センター
　　　　    　　　　      ☎63-2118

育児講座｢やんちゃっこの会｣

△

とき…11月７日(木)、14日(木)、21
日(木)、28日(木)午前10時～11時30分△

ところ…生涯学習センター和室△
対象…来年度就園予定の子と親△
定員…10組(先着順)△
参加料…100円△

申し込み…10月15日(火)から同支援
センターへ公開講座

△

とき…①②③11月６日(水)～８日
(金)④⑤⑥11日(月)～15日(金)午後６
時30分～８時30分△

ところ…同校△

内容…①Word2010基礎②Excel2010
基礎③PowerPoint2010基礎④Access20
10ビジネス活用⑤Excel2010ビジネス
活用⑥PowerPoint2010ビジネス活用△

定員…各24人△
受講料…①②③1,000円④⑤⑥2,000

円(テキスト代①②③2,100円、④⑤⑥
2,400円別途)※北上情報学園の会員企
業の従業員とその家族は無料です。△

申し込み…10月17日(木)～29日(火)午
前９時～午後５時の間に電話で同校へ

北上コンピュータ・アカデミー
　　　　　　　　　　   ☎64-6551

県南広域振興局保健福祉環境センター
北上分室　　 　　　　   ☎65-2732
(社)岩手県母子寡婦福祉連合会
　　　　　　　　  ☎019-623-8539

ひとり親家庭等特別(法律)相談

△
とき…10月29日(火)午前10時～午

後３時△

ところ…県南広域振興局１階相談室
(北上地区合同庁舎)△

内容…離婚や養育費など日常生活に
おいて困っていること、悩みなど△

対象…ひとり親家庭、寡婦の人など△

相談料…無料△

申し込み…同分室、同連合会へ

　北上市を訪れる観光客の満足度を高
めるため研修会を行います。△

とき…10月22日(火)・23日(水)午後
２時～４時△

ところ…博物館、みちのく民俗村△

対象…タクシー業者、市内観光施設、
公共施設、宿泊施設、飲食店および商
業施設、市民△

参加料…無料△

申し込み…同推進室へ

北上観光おもてなし向上現地
研修会
北上観光コンベンション協会
きたかみ観光推進室　　 ☎72-5245
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秋の緑化まつり

△

とき…10月20日(日)午前10時～午
後３時△

ところ…憩いの森(稲瀬町)△

内容…緑化木の無料配布(午前10時
30分～、午後１時～)、芋の子汁の無
料配布、木炭・緑化木などの販売、木
工体験、産直など

農林企画課　　　　 　　☎72-8237

△

とき…10月18日(金)午後１時30分～△

ところ…日本現代詩歌文学館△

内容…花いっぱいコンクール表彰式、
優秀花壇のスライド上映・解説など△

入場料…無料

花いっぱい運動市民集会
市花いっぱい運動推進協議会
　　　　 　 　(環境課内)☎72-8281

(公社)岩手県緑化推進委員会北上支部 
　　　　  (農林企画課内)☎72-8237

緑の募金について

　同支部では、３月20日から５月31
日までの春季と９月１日から10月31
日までの秋季を重点的な活動シーズン
とし、緑の募金活動を実施しています。
平成25年春季は皆さんから緑の募金
として2,088,102円のご協力をいただ
き、公共的な施設などへの花木の植栽
や市民への苗木の配布、緑の少年団の
育成などさまざまな緑化推進運動に活
用しています。行政区や公民館などの
地域または学校が、公共的な目的のた
めに植樹を行う場合には苗木の配布を
行っています。また、企業から申請が
あった場合にも、審査の上緑化木の配
布を行っています。その他、中学生以
下が主体となる緑化活動を行う団体に
対して活動費を支援します。
　引き続き皆さんの緑の募金へのご協
力をお願いします。△

募金方法…①家庭募金：各行政区で
取りまとめを行っていただきます②企
業募金：郵送で募金依頼を送らせてい
ただきます③街頭募金：緑の少年団の
協力のもと、市内ショッピングセン
ターなどで行います

学校教育課　　　　　　 ☎72-8258

小学校入学予定児の健康診断

　来年度小学校に入学予定のお子さん
(平成19年４月２日～20年４月１日生
まれ)の健康診断を行います。詳しい
健診日時などは、対象者の保護者あて
に送付する通知書でお知らせします。
10月下旬までに通知書が届かない場
合は同課へ問い合わせてください。△

健康診断の時期…10月下旬～11月△

健康診断の場所…市内各小学校

鬼学講座

△

とき…①11月２日(土)②10日(日)③
17日(日)④23日(土・祝)⑤12月７日(土)
午後１時30分～(①は午前８時30分～)△

ところ…鬼の館研修室など△

内容…①移動学習(葛巻町正福寺)②
描かれた｢あの世｣③産育習俗からみる
他界④盆行事と異界・他界⑤他界観の
変遷△

定員…35人(先着順・ただし①以外
は聴講自由)△

受講料…500円(テキスト代・移動学
習は別途実費負担あり)△

申し込み…10月25日(金)までに電話
で同館へ

鬼の館　　　　　　       ☎73-8488

市営住宅入居者

△

募集期間…10月16日(水)まで△

応募できる人…①同居する親族がい
ること(高齢者、生活保護世帯、身体
障がい者、知的障がい者、ＤＶ被害者
は一人でも入居できる場合あり)②年
間の世帯所得が189.6万円以内である
こと(人数によってそれ以上でも入居
できる場合あり)③居住用資産を通勤
可能圏内に所有していないこと－など
■募集がある月は、月初めに募集案内
書を３庁舎にも置いています

住宅団地名 家　賃　(円) 募集戸数

荒　屋(中層) 25,000 ～ 37,200 １

大　堤(中層) 12,200 ～ 18,200 １

野　中(中層) 14,300 ～ 21,400 1

大　堤(平屋)   4,100 ～    6,100 1

佐　野(平屋)   6,200 ～    9,200 １

市営住宅管理センター　 ☎61-5280

財政課　　　　　　　　 ☎72-8250

指定管理者

△

指定期間…平成26年４月１日～31
年３月31日(５年間)△

募集施設…サンレック北上、ハート
パルきたかみ△

応募資格…市内に事業所がある法人
その他の団体(法人格の有無は問いま
せん)、複数の団体で構成されたグル
ープ※申請には制限がありますので、
募集要項をご確認ください。△

応募方法…10月11日(金)～11月７
日(木)の間に指定申請書類を工業振興
課(☎72-8243)へ
※募集要項などは市のホームページか
らダウンロードできるほか、財政課、
工業振興課にあります。
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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。

図書のリユース(再利用)

　図書館の本を有効利用していただく
ため、１階エントランスホールにリユ
ースコーナーを設置します。ご希望の
本がありましたら、ご自由にお持ち帰
りください。△

とき…10月17日(木)～23日(水)の間
の開館時間中(平日＝午前９時～午後７
時、土・日曜日＝午前９時～午後６時)
※無くなり次第終了します。△

数量…１人20冊まで(無料)

中央図書館                   ☎63-3359

秋の古本市

△

とき…11月３日(日・祝)午前10時～
午後２時△

ところ…中央図書館前庭
※不要な本を寄贈してください。中
央・和賀・江釣子の各図書館で10月
17日(木)～31日(木)の間、受け付けま
す。漫画、雑誌、教科書、古い百科事
典、サインの入ったもの、汚破損本は
ご遠慮ください。

中央図書館　　　　　    ☎63-3359

差し押さえ不動産の公売

△
とき…11月27日(水)午前10時～△
ところ…本庁舎５階第２会議室△
公売方法…入札△

公売物件…①山林(飯豊23地割９番
１：2,114㎡)②田(二子町南田389番：
1,170㎡)③田(村崎野３地割72番：
2,905㎡)△

最低入札価格(公売保証金)…①625
万円(70万円)②50万円(５万円)③118
万円(15万円)
※①は土地のみの公売です(第三者の
地上権設定がなされています)。
※②③の入札に参加する人は買受適格
証明書が必要です。同証明書は11月
７日(木)までに市農業委員会に申請が
必要です。なお、土地改良区の経常賦
課金などの未納がある場合は、買受人
の負担となります。
　詳細は市のホームページ、または収
納課の窓口にある｢公売広報｣をご覧い
ただくか、同課へお問い合わせくださ
い。

収納課　　　　　　  　  ☎72-8253

納税相談臨時窓口の開設

　市税の納付や相談にご利用ください。
電話での相談も受け付けます。△

とき…10月27日(日)午前９時～午後
４時30分△

ところ…本庁舎地下食堂
※正面玄関は閉まっていますので、地
下食堂出入口からお入りください。

収納課　　　　　　  　 ☎72-8253

今月は市県民税３期、国民健康保険
税４期の納期です。口座振替日は25
日です。前日までに預金残高を確認
しましょう。

民俗芸能公演

鬼の館    ☎73-8488
10月27日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 二子鬼剣舞

長寿介護課　　　　　　 ☎72-8221

地域包括支援センター北上中央
が設置になりました

　これまで市直営のセンターが担当し
ていました黒沢尻東・黒沢尻西地区、
相去・鬼柳地区について、10月１日
から民間法人が運営するセンターが担
当することとなりました。
　心配ごとやお困りのことがありまし
たら、担当地区の地域包括支援センタ
ーにご相談ください。
　新たに設置した地域包括支援センタ
ーの場所と連絡先は次のとおりです。
●地域包括支援センター北上中央(☎
72－6178)△

住所…相去町高前檀６番地14(特別
養護老人ホーム敬愛園内)△

担当圏域…黒沢尻東・黒沢尻西地区、
相去・鬼柳地区

子育て支援課　　　　　 ☎72-8261

児童扶養手当・特別児童扶養
手当の額が変更になりました

　ひとり親家庭などに支給している児
童扶養手当、障がいのある児童を養育
している人に支給している特別児童扶
養手当の月額が10月分から変更にな
りました。
　児童扶養手当は全額支給が41,140円
に、一部支給が9,710円～41,130円に
なりました(本人および同居の親族の
所得により決定)。
　特別児童扶養手当は１級が50,050円
に、2級が33,330円になりました。

大堤
幼稚園

北上翔南
高等学校 北上総合

運動公園

南中学校

南小学校

大堤

北上翔南
高等学校

地域包括
支援センター
北上中央
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10. 11 　　｢住民税申告をしなければならない人は？｣

　　その年の１月１日に北上市に住所があり、前年中

(前年の１月１日～12月31日)に所得があった人は、住民

税申告をしなければなりません。(※１) 

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

　の算出や、国民年金保険料の免除申請、医療給付など

　の各種助成金手続きに影響します。

・児童手当や公営住宅入居などの手続きに必要な課税所

　得証明書などが発行できません。

・収入状況が不明な場合、聞き取りをすることがあります。

・正当な理由なく申告しなかった場合、10万円以下の

　過料が科せられる場合があります。

なるほど、住民税！⑤

申告をしないでいると…

問い合わせ　　市民税課　　      　 ☎72-8209

住民税申告、お忘れなく！

　北上市公衆衛生組合連合会では８月６日、江釣子

ショッピングセンターパル、イオン江釣子店で｢マ

イバッグキャンペーン｣を行い、マイバッグ2000枚

を配布しました。

問
答

　　｢私は１カ所の会社から給与をもらっていて、年末

調整をしています。他に農業をやっていますが、農業の

所得は１万円位です。住民税の申告は必要？｣

　　給与や年金の他に少額であっても所得がある場合、
所得税の確定申告は不要でも住民税の申告は必要です。
詳しくは６月14日発行の広報きたかみ｢なるほど、住民

税！①｣をご覧ください。

答

問

◎申告が必要な所得の例

　田んぼの小作料・個人年金・土地貸付料・シルバー

　人材センターの報酬・土地や建物の譲渡所得(電力

　会社や公共事業によるものも含む)など

住民税は、教育・福祉・消防・救急・ゴミ処理と
いった私たちの生活に身近なサービスの財源で、地
域に住む皆さんが広く共同して負担しあうもの(地
域社会の会費)です。期限内に、正しく、漏れのな
いように申告しましょう。

※注意※　申告を忘れやすい所得

☎72-8284

133

マイバッグを利用しましょう

10月は３Ｒ
: Reduce (出さない)

: Reuse　 (再利用)

: Recycle　(再生)

の推進月間です。

　マイバッグは、ごみのリデュース(出さない)には

とても効果がありますが、買い物をするときにうっ

かり自宅に忘れてきてしまうことがあるのではない

でしょうか。

　そこで、マイバックを車の中において、買い物に

行ったときにいつでも使えるようにしましょう。マ

イバッグを忘れてしまったときにはレジ袋を使うこ

とができますが、１回で使い捨てにするのではなく、

繰り返し使うようにしましょう。

　マイバッグやレジ袋は嵩
かさば

張らないので、ダッシュ

ボードに入れておくことができます。ごみを出さな

いために皆さんのご協力をお願いします。

1.リデュース
2.リユース
3.リサイクル

(※１)次にあてはまる場合は、申告の必要はありません。

①収入が給与のみで勤務先から年末調整済の給与支払報

　告書が市に提出されている人、公的年金のみで源泉徴

　収票に記載された控除以外の控除の追加がない人

②前年中に収入がなく、生計を一にしている親族から扶

　養されている人


