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北上市役所…☎0197-64-2111(代表)本庁舎…〒024-8501(芳町1-1）

江釣子庁舎…〒024-8502(上江釣子17-201-2)和賀庁舎…〒024-0392(和賀町横川目11-160)

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16開庁日前までに直接、

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。

北上市交通安全対策協議会

(地域づくり課)☎72-8301

春の全国交通安全運動

５月11日㈯～20日㈪

５月20日は｢交通事故死ゼロを目指す日｣

 ｢とび出さない　

　　いったんとまって　みぎひだり｣

運動の重点

●子どもと高齢者の安全な通行の確保

と高齢運転者の交通事故防止

●自転車の安全利用の推進

●全ての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

●飲酒運転の根絶

 スローガン

おわびと訂正
　広報きたかみ第675号(４月12
日発行)２ページの本文中退職
者は｢課長級以上｣ではなく｢退
職者全員｣の誤りでした。おわ
びして訂正します。

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
子育て支援課 　　　　　　☎72-8261

　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４月分から変

更になりました(支給額は本人およ

び同居の親族の所得により決定)。

■児童扶養手当(月額)

■特別児童扶養手当(月額)

全部支給 一部支給

第１子 42,910円 10,120～42,900円

第２子加算 10,140円 5,070～10,130円

第３子以降加算 6,080円 3,040～6,070円

１級 ２級

52,200円 34,770円

夏油温泉温泉開き
夏油温泉開発連絡協議会　　　　　　　　

　 (事務局)商業観光課☎72-8241

　全国名湯百選の一つ夏油温泉。雪

解けと共に温泉開きを行います。当

日は入浴料金が無料になります。ぜ

ひ、お越しください。

■とき…５月17日㈮11時～

■ところ…夏油温泉地内

■内容…神事、岩崎鬼剣舞奉納

■対象施設…元湯夏油、夏油温泉観

光ホテル

軽減税率に対応するための、レジ
導入や受発注システムの改修など
に補助金が用意されています　
軽減税率対策補助金事務局　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0120-398-111

　今年10月１日に予定されている消

費税率引き上げの際には、軽減税率

制度が実施され、税率８％と10％、

両方の商品を取り扱う事業者はさま

ざまな対応が必要になります。

　こうした事業者を支援するため、

国では軽減税率に対応するためのレ

ジの導入や、受発注システム・請求

書の発行を行うシステムなどの改修

に対する補助金を用意しています。

　なお、受発注システムの改修に対

する補助金の交付申請は６月28日ま

でです。早めの対応をお願いします。

　また、国では軽減税率に関する相

談窓口を設置しています。申請方法

など、詳しくはお問い合せください。

■相談窓口…消費税軽減税率電話

相談センター(軽減コールセンター)

■電話番号…0570-030-456

31年度銃砲刀剣類登録審査会
岩手県教育委員会事務局生涯学習文

化財課 　　☎019-629-6182

■とき…５月20日㈪、７月22日㈪、

９月20日㈮、11月20日㈬、令和２年

１月20日㈪、３月23日㈪10時～11

時・13時～14時

■ところ…岩手県庁12階特別会議室

※９月20日は岩手県民会館第２会議室

■持ち物…①登録しようとする銃砲

刀剣類②登録申請書(会場に様式あ

り)③刀剣類発見届出済証(警察署

で交付)④手数料(新規6,300円、再

交付3,500円)

新幹線走行試験ご協力のお願い
東日本旅客鉄道㈱盛岡支社企画室　　

　　　　　　　　　　　☎019-625-4019

　ＪＲ東日本では、新幹線試験電車

を使用して、深夜に仙台～新青森間

の走行試験を実施します。ご理解ご

協力をお願いします

■とき…５月～令和４年３月まで

(週２回程度、23時～翌日５時ころ)



11 平成31年4月26日 10平成31年4月26日

今日からはじめるハーブ生活　　
～心も身体も健康に～
農業振興課 　　　　　　☎72-8239

■とき…５月18日㈯10時～12時

■ところ…夏油古民家カフェkobiru

■内容…ハーブの植え付け体験、

ガーデニング作り、活動報告、ティー

タイム(スイーツ、ドリンク付き)

■定員…20人(先着順)

■参加料…一人500円

■申し込み…５月16日㈭までに同課

へ

※この事業は、平成30年度兼業農家

チャレンジ支援事業の実践者による

企画です。

市内産林産物の放射性物質簡易
検査結果(３月分)
農林企画課 ☎72-8237

　林産物(クルミ)について検査を

実施した結果、国の基準値を超える

放射性セシウムは検出されませんで

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。

北上市立図書館協議会委員
中央図書館　　　　　　　　☎63-3359

■任期…委嘱した日(８月ごろ)か

ら２年間

■活動内容…年数回開催する同協議

会で、市立図書館の運営に関しての

意見交換や情報提供など

■資格…市内に居住する人または事

業者、民間団体の構成員

■定員…若干名

■報酬…市の規定に基づき支給

■応募方法…５月25日㈯までに、市

立図書館について思うことや応募の

動機、氏名、年齢、住所、電話番号、

職業や勤務先または所属する団体・

グループ名を記入し直接または郵送

で同図書館へ

国家公務員（税務職員：高卒程度）
仙台国税局人事第二課試験研修係  　

　　　☎022-263-1111　　　3236

人事院東北事務局☎022-221-2022

　 　 http://www.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.htm

■第１次試験日…９月１日㈰

■申し込み…６月17日㈪～26日㈬の

間に、インターネット(上記アドレ

ス：国家公務員試験採用情報NAVI)

から入力

※インターネットで申し込めない場

合は、同国税局または人事院東北事

務局へ連絡してください。

内線

URL

北上警察署剣道スポーツ少年団
さくら館(フェイスブックあり)
同スポーツ少年団さくら館　　　　　　　

　　　（小笠原)☎090-2659-0168

　令和元年の記念すべき年に、剣道

を通じ、心と身体を鍛えよう！

　稽古日の道場見学は自由です。

■とき…毎週月・金曜日18時30分～

20時

■ところ…同警察署４階道場

■対象…小学生

※胴着、防具の貸し出しあり。

北上ヒストリーツアー　　　　　
～水沢鉱山編～
北上市地域おこし協力隊　　　　　　　　　  

　　　　(深津)☎070-1262-4446

　  fukatsu.s.0328@gmail.com

　南部藩で最も息の長かった鉱山の

一つといわれている水沢鉱山の跡地

をガイドの説明付きで巡る冒険(登

山)イベントです。

　今なお残る劇場跡や選鉱場の建物

が自然に溶け込む様は美しく、そし

てワクワクすること間違いなし！

■とき…５月19日㈰、25日㈯８時５

分～14時30分(８時５分、ＪＲ岩沢

駅集合)

■ところ…水沢鉱山跡地

■対象…小学生以上

■定員…各回20人(先着順)

■参加料…3,000円(保険料、ガイド

料、おやつ代含む)

■申し込み…各回の４日前までに氏

名(ふりがな)、住所、生年月日、連

絡先を電話または電子メールで同隊

員へ

いわて男女共同参画フェスティバ
ル
地域づくり課 　　　　　　☎72-8300

　｢スポーツと男女共同参画｣をテー

マにした基調講演と分科会を開催し

ます。基調講演は元オリンピック女

子柔道選手で筑波大学体育系教授の

山口香さんに講演いただきます。

■とき…６月15日㈯10時～15時30分

■ところ…いわて県民情報交流セン

ター(アイーナ)

■対象…市民

■定員…15人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…５月20日㈪までに電

話、電子メール、ファクスで同課へ
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　市内16地区の情報や市からの

お知らせを放送しています。

■放送時間(各回５分)月～金

曜日

①7:40～②8:10～③8:40～

④12:40～⑤13:10～⑥13:40～

⑦17:40～⑧18:10～⑨18:40～

　市内16地区のイベントなどの

情報は、月～木曜日の②⑤⑧と

金曜日に放送しています。

　災害発生などの緊急時には災

害情報を放送します。

バードウイーク早朝探鳥会
日本野鳥の会北上支部　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　(高橋)☎64-2422

みちのく民俗村 (和賀)☎72-5067

■とき…５月12日㈰５時～７時(北

上展勝地レストハウス駐車場集合)

■ところ…みちのく民俗村周辺

■持ち物…筆記用具、あれば双眼鏡、

野鳥図鑑

※寒くない服装でお越しください。

パークゴルフ初心者講習会
ふるさと体験館｢北上｣☎72-2883

　　　　　　　　　　　　　　　　   72-2993

■とき…５月19日㈰10時～15時

■ところ…ふるさと体験館｢北上｣、

パークゴルフ場

■内容…パークゴルフのルール＆マ

ナー、ショットとパットの実技

■定員…20人(先着順)

■参加料…1,000円(昼食、テキスト

代含む）

■申し込み…５月16日㈭までに電話

またはファクスで同館へ

ＦＡＸ

各種家族教室
岩手県精神保健福祉センター　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-629-9617

　同センターでは相談窓口などを開

設しています。参加の際は、事前に

電話で同センターへご連絡ください。

【家族のためのうつ教室】

　｢うつ病｣と診断され、現在治療を

受けている人の家族を対象に、病気

の知識や対応の工夫を一緒に考えま

す。

■とき…５月16日㈭、６月13日㈭、

７月11日㈭、８月８日㈭、９月12日

㈭13時30分～15時30分

【依存症(アルコール・薬物依存)家

族教室】

　アルコール依存や薬物依存の問題

を抱えている人の家族を対象に、正

しい知識を学び、普段の生活の中で

困っていることを話し合います。

■とき…５月９日㈭、30日㈭、６月

20日㈭、７月18日㈭、８月22日㈭、

９月19日㈭13時30分～15時30分

【共通事項】

■ところ…同センター

■対象…原則として、全回に参加で

きる人

ペタンク体験教室
北上市ペタンク協会　　　　　　　　　　　　

　　 (八重樫)☎090-6627-5033

ペタンクを始めてみませんか。初心

者のためのペタンク体験教室を開催

します。

■とき…５月12日㈰13時～14時

■ところ…北上総合運動公園第３運

動場

■参加料…無料

※直接、会場へお越しください。

若者向けライフプランニングセミ
ナー｢将来に備えてのお金と暮ら
しの基礎知識｣
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

　夢をかなえるライフプランについ

て、ゲーム形式で学びます。

■とき…５月29日㈬10時～12時

■ところ…ジョブカフェさくら(北

上地区合同庁舎内)

■対象…若年者、興味のある人

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接、同所

へ

第152回簿記検定試験
北上商工会議所　　　　　　☎65-4211

■とき…６月９日㈰午前９時～(１・

３級)、午後１時30分～(２級)

■ところ…同会議所(予定)

■受験料…１級7,710円、２級4,630

円、３級2,800円

■申し込み…５月16日㈭までに申込

書と受験料を添え同会議所へ

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。
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５

月
の
各
種
定
例
相
談

●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)

８時30分～17時

【ところ】同センター(本庁舎

１階で受け付け)
●法律相談(市民課☎72-8202)

【とき】９日㈭、16日㈭、23日

㈭10時～15時※要予約

【ところ】本庁舎４階相談室
●人権相談(市民課☎72-8202)

【とき】13日㈪、20日㈪、27日

㈪10時～15時

【ところ】本庁舎４階相談室
●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】20日㈪10時～15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)

９時～15時30分
【ところ】学校教育課
●婦人相談(子育て支援課☎
64-7573)・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)

９時15分～16時
【ところ】子育て支援課
●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)
９時～17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】23日㈭14時～17時
【ところ】生涯学習センター相
談室
●家族の就職相談(☎63-3533)

【とき】月～金曜日(祝日を除く)

10時～17時※要予約

【ところ】ジョブカフェさくら

(北上地区合同庁舎内)

県市町村 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮城県 合計

世帯 3(0) 12(0) 7(-1) 2(0) 3(0) 1(0) 28(-1)

人数 5(0) 17(0) 17(-1) 4(0) 4(0) 1(0) 48(-1)

※( )は12月比。市で把握している人数です。

市内の避難者状況(みなし仮設住宅入居者)  　　  (３月31日現在)

※広域避難者の住宅再建が進んできていることや、みなし仮設入居者や転入被災者
などの変動も小さくなっていることから、四半期ごとの掲載としています。

無料法律相談会
岩手弁護士会　 ☎019-651-5095

　岩手弁護士会所属の弁護士が、日

常のさまざまなトラブルについて法

律的にアドバイスします。

■とき…５月８日㈬10時～15時30分

■ところ…岩手県産業会館７階大

ホール(盛岡市大通1-2-1)

■内容…お金の貸し借り、土地の所

有権・家賃、交通事故の損害賠償、

夫婦・親子関係、遺産相続など

こころの健康相談(無料)
岩手県中部保健所　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0198-22-4952

　こころの病気、落ち込む、眠れな

い、イライラして落ち着かない、不

安が強い、認知症、アルコールによ

る問題などでお悩みの人に精神科医

師による専門相談を行います。

■とき…６月５日㈬、８月７日㈬13

時30分～15時30分

■ところ…北上地区合同庁舎１階

※事前に電話か来所で要予約

イングリッシュ・パーク＆イング
リッシュ・スクエア参加者
北上市国際交流ルーム ☎63-4497

　　　　　  http://www.k-iah.com/

　全コース、外国人講師が指導しま

す。卒業生は、北上展勝地さくらま

つりなどで活躍しています。英会話

でのコミュニケーション能力を高め、

国際交流・国際理解を深めませんか。

【イングリッシュ・パーク】(１回60

分)

■対象…①小学４年生(初心者)②

小学５・６年生(初心者)③小学５

年生～中学１年生(28～30年度受講

生、帰国子女、経験者など)

■定員…①②30人(先着順)③若干名

■参加料…小学生10,000円、中学生

14,000円(調理実習費は別途)

【イングリッシュ・スクエア】(１回

90分)

■対象…大人(初級以上。中学生、

高校生も可)

■定員…30人(先着順)

■参加料…大人30,000円、高校生

24,000円、中学生14,000円(調理実

習費は別途)

【共通事項】

■とき…６月～令和２年２月までの

土曜日(全20回)

■ところ…生涯学習センター

■申し込み…同ルームのホームペー

ジへ

※電話での申し込みはできません。

URL
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30 年度　寄附の目的と金額

金 額 

交通安全対策 20万円

青少年の健全育成   10万円

地域福祉基金 102万円

がん対策基金   2万円

日本現代詩歌文学館基金 10万円

芸術文化功労顕彰基金     3万円

子育て支援 13万円

その他自治振興 2,154万円

東日本大震災復興支援寄附金   65万円

総　額 2,379万円

30 年度　物品などの寄附の状況

　　　   時価総額 2,933 万円

部門 分  野 主な内容

総務

花いっぱ
い運動促
進

山ゆりの球根、有機肥料

自治振興
　 ・
環境整備

電動自転車、折り畳み自
転車、グランドピアノ、
体育館放送器具、ティ
ンパニ、防犯灯、街路灯
（取付工事）、展勝地名
称サイン、石碑、蒸気機
関車、雪かき車、土地境
界標、アルミプレート、
プラスチック杭、プラ座

福祉
障がい者
支援

ラグビーチケット、サッ
カーチケット、公用車、
点字付きカレンダー、ク
リスマスケーキ、玩具、
高齢者疑似体験用具、紙
芝居、大型絵本

建設 道路 道路用地、街路樹

防災
消防防災
活動

土のう袋

教育

学校安全
対策

屋外防犯カメラ設備、電
気冷凍庫、横断旗、防犯
ブザー、安全笛、交通
安全シール、交通標識定
規、黄色い帽子

図書館
地域関連資料、大型絵
本、大活字本

芸術文化
振興

絵画、会議用椅子、ホワ
イトボード、授乳室手洗
い器

○ふるさと北上応援寄附金

金 額 

公園など市民の憩いの場
整備

1億6,419万円

学校の耐震補強など安全
な教育環境づくり

1億3,567万円

製造業など産業の基盤づ
くり

4,105万円

北上の原風景を守り育て
る景観づくり

5,380万円

子育てや高齢者にやさし
い環境づくり

1億6,801万円

民俗芸能の保全活動 1,543万円

自然環境の保全や地域づ
くり

4,831万円

その他のふるさと北上の
振興

2億2,519万円

総　額 8億5,165万円

○一般寄附金

○㈲ラーメン大西から被災者支援と
して8,000円○幸の会から高齢者疑
似体験用具○岩手日報北上広華会か
ら展勝地100周年に向けた桜の環境
保全のため50,637円○北上商工会議
所女性会から紙芝居、大型絵本２冊
○北上読書連絡会から大型絵本９
冊、大活字本39冊○北上工業クラブ
から大型絵本11冊○サトーホール
ディングス㈱北上事業所から交通安
全シール800枚○新田喜美子さん(二
子町)から新田文和氏作の絵画２点
○日本マクドナルド㈱から安全笛
800個○トヨタ自動車東日本㈱岩手
工場から交通標識直定規832本○北
上地方交通安全協会和賀町支会から
黄色い帽子105個

●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

※【　】内の数字は２月末との比較。

　 （　）内の数字は平成31年１月からの累計です。

37,966世帯【＋29】
 92,260人【－346】
45,516人【－107】
46,744人 【－239】

23件(58件）
2人(3人）

30人(73人）
206件(752件）

5人(9人）

8件(13件）

19件(62件）
193件(596件）
89件(256件）

　3月のデータ

10日㈮
　９時30分～11時30分
　13時～16時30分

12日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

17日㈮
　９時30分～11時30分
　12時30分～13時30分
　15時～16時30分

23日㈭
　10時～11時

　12時～13時
　15時～17時

24日㈮
　９時30分～12時

本庁舎

江釣子SCパル

北上警察署
㈱北洲
北上コンピュータ・ア
カデミー

㈱ミスズ工業岩手工
場
谷村電気精機㈱
江釣子庁舎

富士善工業㈱

５月の献血

開催中

きたかみ魅力発見

フォトコンテスト2019春

５月10日(金)まで！
申し込みなど詳しくは、

市のホームページをご覧く

ださい。

■問い合わせ

　都市プロモーション課　☎72-8308

QRコード


