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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。

北上第１･第２ソーラー発電所
(かむいソーラー)
発電状況(12月分)

北上第１･第２ソーラー発電所の発

電状況をお知らせします。得られ

た収益は、市の再生可能エネルギー

の導入やエネルギー利用の効率化

を推進するために活用します。

■発電量(前年同時期)

　第１ソーラー発電所
　　　　105,300kWh(89,644kWh)

　第２ソーラー発電所
　　　　 95,358kWh(78,599kWh)

環境政策課　☎72-8281

国民年金保険料の割引制度
花巻年金事務所☎0198-23-3351

【まとめ納付(前納)でぐっとお得に】

　国民年金保険料を、半年･１年･２年

分まとめて納付(前納)することで保険

料が割引されます。また、現金払いより

も、口座振替による前納の方が割引額が

多くなります。

■申し込みなど

【口座振替は早割でお得に】

　口座振替日は、通常は翌月末日です

が、当月末日に変更することで、保険

料が毎月50円ずつ割引になります。

■申し込み…随時、同事務所へ

納付方法 必要な手続き

現金払い
による
前納

半年
１年分

４月に届く前納用納付
書で、４月30日㈭まで
に納付

２年分

同事務所へ申し込み
※４月分から納付を希
望する場合は４月30日
㈭までに納付

口座振替による
前納

２月28日㈮までに同事
務所へ申し込み
※すでに利用している
人は申し込み不要

岩手県特定(産業別)最低賃金の改正
岩手労働局労働基準部賃金室　　　　　

　　　    　　　　　　☎019-604-3008

　岩手県特定(産業別)最低賃金が令

和元年12月28日㈯に改正されました。

同日以降は、該当する業種の最低賃金

以上の賃金を支払う必要があ

ります。詳細は、同室に問い

合わせるか、岩手労働局の

ホームページをご覧ください。

■改正後の最低賃金

業　種 最低賃金

鉄鋼業、金属線製品、その
他の金属製品製造業

850円

光学機械器具･レンズ、時
計･同部分品製造業

827円

電子部品･デバイス･電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

818円

自動車小売業 861円

百貨店、総合スーパー
800円

(据え置き)

※上記以外の業種には岩手県最低賃金

790円が適用されます。

豪雪パウダー！夏油高原スキー場
夏油高原スキー場        ☎65-9000

　夏油高原スキー場に、新たにツリー

ランエリアと宿泊施設が登場しました。

温泉やフードコートも充実し

ている同スキー場をぜひご利

用ください。

■営業期間…５月６日(水･祝)まで

※積雪状況によって変更になることが

あります。

北上･西和賀･金ケ崎｢旬彩ごほ
うびフェア｣
岩手県県南広域振興局観光商業･食産業課

　　　　　　　　　　　☎0197-22-2843

　２月１日㈯から29日㈯までの期間、北

上市、西和賀町、金ケ崎町内のレストラ

ンなど21店舗で、食材を知り尽くすシェ

フが、岩手の冬の旬の食材をふんだんに

使ったメニューを提供するフェ

アを開催します。詳細は県の

ホームページをご覧ください。

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(12月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　12月分の検査の申し込みはありませ

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。
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２

月
の
各
種
定
例
相
談

民俗村のぺっこおかしな小正月
深津(北上市地域おこし協力隊)　　　　  

　　　    　　　　 ☎070-1262-4446     

　　　　　 fukatsu.s.0328@gmail.com

　昨年開催した｢民俗村の雪灯り｣が

パワーアップして帰ってきます。豊作

を願う小正月行事の体験、約600個の雪

灯りや演奏会など、子どもから大人ま

で楽しめるイベントです。

■とき…２月８日㈯12時～20時、９日

㈰16時～21時

■ところ…みちのく民俗村

■内容…(８日)①小正月体験②宝探

しオリエンテーリング(９日)③ワイン

の空き瓶ライト作り④ほおずきライト

作り⑤雪灯りの演奏会(２日間共通)

雪灯り、温かい食べ物の出店

※詳細はイベントのフェイス

ブックかホームページをご覧

ください。

■入場料…無料

■申し込み…①～④は事前に

同隊員へ

●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】13日㈭、20日㈭、27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】３日㈪、10日㈪、17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】３日㈪、17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)

【とき】27日㈭14時～17時

※通訳が必要な場合は要予約

【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)

夏油高原スノーシューハイキング
夏油高原インタープリターの会　　　　　 

(事務局)商業観光課   ☎72-8241

■とき…①２月９日㈰②２月23日㈰③３

月１日㈰９時30分～、④２月22日㈯18時～

※④はナイトスノーシューハイキング

■集合場所…夏油高原スキー場

■コース…ショートコース(約２㎞)、

ロングコース(約４㎞)から選択

■定員…20人(先着順)

■参加料…2,500円(ゴンドラ代、保険

料、ガイド料含む。スノーシュー･ス

トックは別途500円で貸し出し)

■申し込み…①２月５日㈬②２月19日㈬

③２月26日㈬④２月19日㈬までに同課へ

令和元年度北上コンピュータ･アカ
デミー卒業研究発表会･作品展示会
同アカデミー　             ☎64-6551

■とき…２月13日㈭９時～14時30分、

14日㈮９時～12時

■ところ…日本現代詩歌文学館

■内容…卒業研究内容の発表、卒業作

品の展示(展示は13日のみ)

■入場料…無料

希望郷いわてモニター募集
県庁広聴広報課☎019-629-5281      

　　　　　　　　　 ＦＡＸ 019-651-4865 

　　　　　　　  koucho@pref.iwate.jp

　県政に関するアンケートに回答する

モニターを募集しています。回答者に

は謝礼品を年１回贈呈します。

■任期…令和２年４月から２年間

■応募資格…県内在住の20歳以上の人

(公務員などを除く)

■募集人数…100人程度

■応募締切日…２月28日㈮

※詳しい応募方法は県のホームページ

をご覧いただくか、同課までお問い合

わせください。

岩手県県民の森　七滝氷瀑ツアー
森林ふれあい学習館フォレストi　　　　    

　　　　　　　　　　　☎0195-78-2092

　　　　　　　　 　 ＦＡＸ 0195-71-1778

　凍り付いて氷瀑となった七滝をス

ノーシューでゆっくり歩きます。

■とき…２月１日㈯、９日㈰、16日㈰

９時～13時(集合は８時45分)

■ところ…県民の森(八幡平市松尾寄

木1-515-5)

■対象…小学４年生以上

■定員…25人(各日･先着順)

■参加料…1,500円(温泉券付き、ス

ノーシューは別途500円で貸し出し)

■申し込み…同学習館へ

フェイスブック

ホームページ
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※【　】内の数字は11月末との比較。

　 (　)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

38,628世帯【＋52】
 92,556人【－15】
45,832人【＋11】
46,724人 【－26】

22件(228件)
0人(6人)

23人(288人)
208件(2,409件)

4人(25人)

4件(33件)

21件(271件)
211件(2,282件)
101件(1,036件)

　12月のデータ

９日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

20日㈭
　13時30分～16時

江釣子ショッピング
センター･パル

ＪＡいわて花巻北上
支店

２月の献血

北上市婦協研修会市民公開講座
｢時間栄養学に学ぶ健康づくり｣
北上市地域婦人団体協議会　　　　　　　        

　　　　　            (菅野)☎69-2041

■とき…２月８日㈯９時50分～12時

(受け付けは９時30分～)

■ところ…日本現代詩歌文学館講堂

■内容…管理栄養士の堀田紋
あ き よ

世氏によ

る講話｢市民のための健康と食｣、肥
ひ だ

田

葉子氏によるアコーディオンライブ

■定員･参加料…200人･無料

■申し込み…不要

ジョブカフェさくら ２月の講座
ジョブカフェさくら        ☎63-3533

【就活セミナー基本のき！｢応募書類の

書き方｣】　

■とき…２月18日㈫10時～12時

■内容…就活での不安や疑問点を座談会

形式で話し合い、応募書類の書き方を解説

■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

【｢ライフプランニングセミナー｣｢リタ

イヤ前に考えよう！セカンドライフ｣】

■とき…２月26日㈬14時～16時

■内容…定年間近に知っておきたいお

金に関する講座

■対象…定年を迎える人、興味のある人

■定員･参加料…20人(先着順)･無料

※どちらも場所はジョブカフェさくら、

申し込みは電話または直接同所へ

境
さかいづか

塚愛護連合会講演会
国指定史跡境塚愛護連合会　　　　　　　

(事務局)相去地区交流センター　　　　

　　　　　　       　(宮本)☎67-4355

■とき…２月８日㈯14時～16時

■ところ…生涯学習センター第１学習室

■内容…花巻市博物館館長の髙橋信雄

氏による講演｢幕藩体制下の国
くにさかい

境につ

いて～南部･伊達･八戸南部の飛び地

を考察する～｣

■対象･参加料…市民どなたでも･無料

■申し込み…不要、当日参加可

相続登記はお済みですか月間
岩手県司法書士会☎019-622-3372

　毎年２月は｢相続登記はお済みです

か月間｣です。期間中は相続に関する

無料相談や電話相談を行います。

【特設無料相談所】

■とき…２月の毎週金曜日10時～12時

■ところ…岩手県司法書士会館(盛岡

市本町通二丁目12-18)

【司法書士事務所における無料相談】

■とき…２月３日㈪～28日㈮(土･日

曜･祝日を除く)

■ところ…県内各地に所在する司法書

士の個人事務所

※お近くの事務所が不明な場合は同会

までお問い合わせください。

【無料電話相談】

■とき…２月の毎週火･木曜日(祝日

を除く)10時～13時

■相談専用電話…☎0120-823-815

※フリーダイヤル(通話料無料)

第85回 北上ユネスコ講演会
北上ユネスコ協会講演会部　　　　　　　   

　　 　　　　       　(千田)☎67-5135

　　　　　　　　　　 miyake12@gmail.com

■とき…２月２日㈰14時～15時30分

■ところ…生涯学習センター第１学習室

■内容…岩手県台風災害復旧復興推進

室特命参事兼台風災害復旧復興推進課

長の千葉実氏による講演｢自治体災害

対策の基礎｣

■参加料…無料(申し込み不要)

北上医師会在宅医療市民公開講座
北上医師会　　　　　　　　　　　　　　　　　

(担当)ホームケアクリニックえん　　　

　　　　　 ☎61-5160 ＦＡＸ 61-5161

■とき…２月22日㈯13時30分～16時30分

■ところ…イオンシネマ北上

■内容…在宅医療･介護の経験者の体

験談、在宅医療と介護をテーマとした映

画｢ピア～まちをつなぐもの～｣の上映

■対象…一般市民

■定員･参加料…100人(先着順)･無料

■申し込み…２月14日㈮までに氏名、

連絡先を記載してファクスで同会へ


