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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31年１月からの累計です。

●世帯数
●人口
●男
●女

■交通事故など 
　人身事故
　死亡
　負傷
　物損事故
　飲酒運転検挙者

■火災
　発生
■救急車出動件数
　交通事故
　急病
　その他

　
16件
1人
17人
275件
2人

　
（35件）
（1人）
（44人）
　（546件）
（4人）

　
 2件

20件
179件
84件

　
（5件）

（43件）
（404件）
（166件）

37,937
92,606
45,623
46,983

世帯
人
人
人

【　－　1】
【　－74】
【　－15】
【　－59】

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

不要な本を寄贈してください
北上読書連絡会

　　　　 　(武塙)☎090-4314-7561

　５月５日(日・祝)開催の｢春の古本
市｣で販売する不要な本を寄贈してく
ださい。売り上げの一部でお年寄りや
視力の弱い人のための大活字本などを
購入し、図書館に寄贈します。△

と き …①４ 月 ５ 日 ( 金 ) ～ ５ 月 ２ 日
(木・祝)②４月５日(金)～29日(月・祝)
③４月７日(日)～29日(月・祝)△

ところ…①中央図書館②江釣子図書
館③和賀図書館
※漫画、雑誌、教科書、古い百科事典、
古い文学全集、サインの入ったもの、
汚破損本はご遠慮ください。

｢春の古本市｣ボランティア
北上読書連絡会

(武
たけはな

塙)☎090-4314-7561△

とき…５月５日(日・祝)午前９時～
午後３時△

ところ…中央図書館△

内容…本の運搬・会場準備・本の販
売・片付けなど△

対象…市内在住の18歳以上の人△

申し込み…５月２日(木・祝)までに同
会へ
※従事者には弁当を用意します。

展勝地開園100周年記念ピン
バッジ販売中
(一社)北上観光コンベンション協会

　　　　 　☎65-0300

　2021年の展勝地開園100周年に向
け記念ピンバッジを販売しています。△

価格…１個300円(税込み)△

販売場所…北上観光物産館アクセス
(おでんせプラザぐろーぶ１階)

北上市ダンススポーツ協会
(藤田)☎090-6627-8498

社交ダンスを楽しむ講座

△

とき…４月13日(土)、27日(土)、５月
11日(土)、25日(土)午前11時～午後１時△

ところ…黒沢尻北地区交流センター△

定員・受講料…30人・無料△

申し込み…４月13日(土)までに同協
会へ

ヨイ歯デーテレホン相談(無料)

　歯や口に関する悩みについて何でも
ご相談ください。△

とき…４月18日(木)△

受付時間…午前10時～午後７時
※回答は午後７時以降となります。受
付時間に相談を受け付けた後、同協会
歯科医師から折り返し電話します。

岩手県保険医協会ヨイ歯デーテレホ
ン相談係　　　 　 ☎019-651-7341

錦秋湖スプリング放流inにし
わが2019
北上川ダム統合管理事務所　湯田ダ
ム管理支所　　　☎0197-74-2011△

とき…４月20日(土)・21日(日)午前
10時～午後３時△

ところ…湯田ダム
※道の駅錦秋湖脇ほか３カ所の無料臨
時駐車場あり。臨時駐車場から会場ま
で無料シャトルバスを運行します。△

内容…ダムの放流、発電取水口トン
ネル開放・発電体験、堤体内(ゲート
室)・特別ステージ見学、新ダムカー
ドプレゼントなど△

参加料…無料
※堤体内(ゲート室)・特別ステージ見
学は電話予約が必要です。ダムの放流
などでは水しぶきが飛ぶので、雨具な
どをご持参ください。

いわて花巻空港のダイヤ改正
　いわて花巻空港定期便のダイ
ヤが３月31日(日)に改正されます。
詳細は、同空港のホームページを
ご覧ください。
パスポート取得応援キャンペーン
　同空港発着の国際定期便を利用す
る岩手県民の皆さんを対象に、パス
ポートの取得・更新費用の一部とし
て5,000円を助成しています。詳し
くは岩手県空港利用促進協議会へ。

岩手県空港利用促進協議会
(岩手県政策地域部交通政策室内)

☎019-624-6330

広報紙をスマホ、タブレット端末
からご覧いただけます！
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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。

　｢北上市公式Facebook(フェイスブック)｣運用中!!
ぜひいいね！　をお願いします！
きたかみE＆Beエフエムは、88.8(パチパチパチ)MHzで
行政情報と地域情報を放送中!! Facebook

身体障がい者補助犬給付候補
者
福祉課　　 ☎72-8214　　64-2202

　就労などの自立と社会参加のために
補助犬の給付を希望する人を募集しま
す。なお、補助犬の給付には審査と所
定の訓練が必要です。△

応募資格…市内に居住する満18歳
以上の在宅の視覚障がい者、肢体不自
由者、聴覚障がい者(身体障害者手帳
の交付を受けており１級または同程度
の障がいである人)△

申し込み…４月５日(金)までに電話
またはファクスで同課へ

ＦＡＸ

憩いの森ウオーキング

　季節の彩りを感じながら心地いい汗
を流しませんか。△

とき…４月13日(土)午前９時～△
ところ…同事務所集合△
参加料…100円(保険料)
※小学生以下は無料(保護者同伴)△

申し込み…４月11日(木)までに電話
で同事務所(月曜日を除く)またはファ
クスで北上市森林組合(64-5253)へ

北上市憩いの森管理事務所
☎64-7447

就活セミナー基本のき！
｢求人票の見方｣
ジョブカフェさくら　    ☎63-3533△

とき…４月16日(火)午前10時～正午△
ところ…ジョブカフェさくら(北上

地区合同庁舎内)△

内容…就活での不安や疑問点を座談
会形式で話し合い、求人票の見方を解
説△

対象…求職者(定年退職した人やブ
ランクがある人も可)△

定員・参加料…６人(先着順)・無料△

申し込み…電話または直接、同所へ

　音楽に合わせて体を動かします。△

とき…４月25日(木)午前10時～11時△

ところ…同園ホール△

定員…15組(先着順)△

対象…確実に歩ける１歳以上～就園
前のお子さんと保護者△

申し込み…３月26日(火)午前９時30
分から直接または電話で同支援セン
ターへ

おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター　　　                ☎67-1021

親子で楽しむリトミック

北上市ターゲット・バードゴルフ協会
　 　　　　   (平野)☎ ＦＡＸ 64-2591

初心者向けターゲット・バー
ドゴルフ無料講習会

△

とき…４月20日(土)・21日(日)午前
９時～11時30分△

ところ…和賀川ふれあい広場ター
ゲット・バードゴルフコース△

対象…中学生以上の市民△

申し込み…４月17日(水)までに電話
またはファクスで同協会へ

新入学期の交通事故防止
推進期間

４月６日(土)～15日(月)

 ｢登下校 いつもの道こそ 要注意｣

運動の重点
●運転者の歩行者保護意識の醸成と
　道路横断者の交通マナーの向上
●自転車の安全利用の促進(特に｢自
　転車安全利用五則｣の周知徹底)
●全座席のシートベルトとチャイル
　ドシートの正しい着用の徹底

北上市交通安全対策協議会
(地域づくり課)☎72-8301

 スローガン

認知症カフェふらっと
長寿介護課                    ☎72-8221

　和やかな雰囲気の中で学ぶことで認
知症の理解を広げます。福祉や医療、
介護の専門職との出会いの場にもなり
ます。△

とき…①４月15日(月)②５月20日
(月)③６月17日(月)午後１時30分～３
時30分△

ところ…日本現代詩歌文学館１階カ
フェスペース△

内容…①認知症安心ガイドについて
②受診の仕方と認知症の人への接し方
③介護保険の利用の仕方△

対象…認知症の人と家族、地域住民
などどなたでも△

定員…20人△

参加料…200円(飲み物代)

　２月分の検体持ち込みはありません
でした。過去の検査結果は市のホーム
ページに掲載しています。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(２月分)
農林企画課　　　　　　　☎72-8237
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情報ホットラインに記事の掲載を希望する場合は、広報発行日(第２・
４金曜日)の３週間前までに直接、ファクス(0197-63-7023)、または電
子メール(promo@city.kitakami.iwate.jp)で都市プロモーション課へ。
※紙面の都合や記事の内容により掲載できない場合があります。

 

４月の各種相談
○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…11日(木)、18日(木)、25日(木)午前
10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○消費生活相談
　(北上市消費生活センター☎72-8203)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前８時30
分～午後５時△

ところ…同センター(本庁舎１階で受け付け)

○人権相談(市民課☎72-8202)△

とき…１日(月)、８日(月)、15日(月)、22日
(月)午前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○行政相談(市民課☎72-8202)△

とき…１日(月)、15日(月)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○教育相談(学校教育課☎65-3365)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前９時～
午後３時30分△

ところ…同課

〇婦人相談(子育て支援課☎64-7573)
〇家庭児童相談(子育て支援課☎64-7574)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前９時15
分～午後４時△

ところ…同課

○青少年悩みごと相談
　(北上市少年センター☎72-8302)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前９時～
午後５時△

ところ…生涯学習センター

○外国人に関する相談会 (北上市国際交流
ルーム☎63-4497)通訳が必要な場合は要予約△

とき…25日(木)午後２時～５時△

ところ…生涯学習センター相談室

○家族の就職相談(☎63-3533)要予約△

とき…月～金(祝日を除く)午前10時～午後
５時△

ところ…ジョブカフェさくら(北上地区合
同庁舎内)

環境政策課      　       　☎72-8281

狂犬病予防注射・飼い犬の届出

　狂犬病予防法により、生後91日以
上の犬は、年に１回の狂犬病予防注射
が義務付けられています。動物病院ま
たは集合注射会場で、忘れずに接種し
てください。集合注射会場一覧は、郵
送された受診票または市のホームペー
ジでご確認ください。
　また、新たに犬を飼い始めた際や、
飼育状況の変更(所有者変更、転入、
転居、犬の死亡)があった際は、同課
へ忘れずに届け出をしてください。
※市外へ転出する際は、転出先市町村
で手続きしてください。

土地・家屋の価格などの帳簿
の縦覧ができます
資産税課　    ☎72-8211、72-8212

　所有している資産の評価額を確認し
ていただくために、価格帳簿を縦覧し
ます。課税対象者には、４月下旬に
31年度分の納税通知書と課税明細書
を送付します。△

期間…４月１日(月)～５月31日(金)
午前８時30分～午後５時15分(土・日
曜日、祝日を除く)
※毎週火曜日は午後６時30分まで。△

ところ…同課(本庁舎１階)△
縦覧できる人…①納税者本人②納税
者と同一世帯の親族③納税管理人④納
税者から委任された人△

持ち物…運転免許証など本人を確認
できる書類(顔写真付きのもの)
※委任された人は委任状(法人の場合
は代表者印のあるもの)と印鑑が必要
です。

いわて県　北上・西和賀就職
ガイダンス
北上雇用対策協議会(産業雇用支援課
内)                              ☎72-8243△

とき…４月17日(水)午後１時～４時
(受け付けは午後０時30分～)△

ところ…いわて県民情報交流セン
ターアイーナ会議室804△

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、求職
者向けカウンセリングなど△

対象…大学院、大学、短期大学、高
等専門学校、専修(専門含む)学校、職
業能力開発施設の、2019年・2020年
３月卒業予定者および卒業後３年以内
の求職者と家族△

参加料…無料

會
あ い だ

田コレクションと境界の刀
剣
博物館　　　　　　　　   ☎64-1756

　會田コレクションや館蔵資料、寄託
資料などで盛岡藩と仙台藩の刀剣の歴
史を展示します。△

とき…４月６日(土)～５月12日(日)
午前９時～午後５時(入館は午後４時
30分まで)　△

ところ…博物館本館△

観覧料…一般500円、高校生240円、
小・中学生170円(市内の児童は無料)、
未就学児無料
※各種割り引きなどは市のホームペー
ジをご覧ください。
関連イベント
■美術刀剣研磨師の菊池真

まさみち

修氏によ
る刀剣研磨実演とギャラリートーク△

とき…４月14日(日)午後１時30分～
■現代刀匠の宮

みやぎ

城典
のりざね

真氏による刀剣
入門講座とギャラリートーク△

とき…５月３日(金・祝)午後１時30
分～
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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。

財政課                  　☎72-8250

　受動喫煙を防止するため、４月か
ら本庁舎内は禁煙となります。これ
に伴い、喫煙場所が１階喫煙室から
北駐車場屋外喫煙所に変更となりま
すので、来庁の際はご留意くださ
い。

本庁舎喫煙場所の変更

中央図書館                   ☎63-3359

図書館利用者登録の抹消

　３年間図書館を利用しなかった人の
利用者登録を、３月31日(日)に抹消し
ます。登録を抹消された人が４月以降
に利用するときは、新規に登録します
ので身分証明書を提示してください。

中央図書館                   ☎63-3359

図書館の休館

　特別整理のため、３月31日(日)は中
央・江釣子・和賀図書館を休館します。
資料の返却は各図書館のブックポスト
をご利用ください。
※和賀図書館のブックポストは、移転
準備に伴い利用できません。

国保年金課     　　      ☎72-8206

　20歳以上の学生は、前年の所得が
一定以下であれば申請により在学中の
保険料の納付が猶予される学生納付特
例制度を利用できます。同制度は、承
認を受けた月から10年以内であれば、
保険料を後払い(追納)することができ
ます。31年度分の申請は４月１日(月)
から同課で受け付けます。△

持ち物…①学生証(表裏両面の写し
可)または在学証明書(原本)②認印(ス
タンプ式不可)③身分証明書(運転免許
証・健康保険証など)④マイナンバー
カードまたは通知カード⑤失業を事由
とする場合は離職票など⑥本人以外の
申請の場合は①～⑤に加え、委任状と
代理人の身分証明書

国民年金学生納付特例制度

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

　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募金活動期間
としています。
　30年度は、2,441,634円の募金をい
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、緑化に関するイベントの
開催などさまざまな緑化推進活動に活
用しています。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
取りまとめていただきます②企業募
金：郵送で募金依頼を送付します③街
頭募金：市内商業施設や同支部主催の
緑化まつりなどで行います

緑の募金

第26回春の緑化まつり
(公社)岩手県緑化推進委員会北上支部

(事務局)農林企画課☎72-8237

△

とき…４月７日(日)午前10時～午後
２時30分△

ところ…北上市憩いの森(男山)△

内容…緑化木の無料配布(開会式終
了後と午後１時～・計350本)、男山
展望台までの自然観察会(午前11時～)、
林産物・緑化木の販売、木工体験、押
し花体験、産直コーナーなど
※自然観察会の参加は先着20人(受け
付けは午前10時30分～)

平成31年度市の組織の変更

△

変更がある課…環境政策課(環境企
画係に環境エネルギー係を統合)△

理由…地球温暖化防止対策や再生可
能エネルギー推進施策などを一元化し、
効率的・効果的な業務遂行を図るため

政策企画課　　　　         ☎72-8223

福祉課                  　☎72-8213

　２月13日付けで、鎌田稔さん(黒沢
尻20区)、菅野和彦さん(口内９区)が
民生委員・児童委員に委嘱されまし
た。日々の生活で悩みがある際は気軽
にご相談ください。各地区の民生委
員・児童委員の名簿は市のホームペー
ジで公開しています。

民生委員・児童委員が委嘱さ
れました

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
４月28日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　北藤根鬼剣舞  

喫煙所
（4月から）

喫煙所
（3月まで）

北駐車場

資産税課 市民課
市民税課 会計課

総合案内
長寿介護課 国保年金課
福祉課 健康増進課

北側
入口

正面入口
市民ロビー

トイレ
給湯室

駐輪場


