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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。

令和２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20日㈪、９

月23日㈬、11月20日㈮、令和３年１月

20日㈬、３月22日㈪10時～11時 ･13

時～14時

■ところ…県庁12階特別会議室(11月

20日のみ岩手県公会堂２階21号室)

■登録手数料…新規6,300円、再交付

3,500円

■申請方法…①登録しようとする銃砲

刀剣類②登録申請書(会場にも様式あ

り)③刀剣類発見届出済証(警察署で交

付)④手数料を持参して審査会に参加

障がいがある人などの軽自動車税
(種別割)の減免申請
市民税課 　　　　　　　　　☎72-8210

　身体または精神に障がいのある人な

どが使用する軽自動車税(種別割)の

減免申請を受け付けます。

■対象…①身体または精神に障がいの

ある人②生計を一にする人や介護者が

障がいのある人(ただし、令和２年４

月１日時点で18歳以上の身体に障がい

のある人は、本人所有の軽自動車のみ

が該当)

※県の自動車税(種別割)の減免を受

けている人や、福祉タクシー助成券(短

期入所助成券を含む)利用者は該当し

ません。また、障がいの等級により該

当しないことがあります。

■必要書類…①令和２年度納税通知書

②身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精

神障害者保健福祉手帳または療育手帳

③運転免許証④自動車検査証⑤印鑑⑥

マイナンバーカードもしくはマイナン

バーの通知カード

■申請期間…５月11日㈪～29日㈮の間

に同課または江釣子庁舎・和賀庁舎の

民生係へ(公益のために専用する軽自

動車などは22日㈮まで)

令和２年度軽自動車税(種別割)
納税通知書を発送します
市民税課 　　　　　　　　　☎72-8210

　令和２年度軽自動車税(種別割)納

税通知書を５月11日㈪に発送します。

納税通知書ははがき形式になっていま

すので、開いて内容をご確認ください。

また、初年度検査から13年を過ぎると

軽自動車(三輪･四輪)は税額が変わり

ます。詳しくは、市のホームページ(下

記QRコード)をご覧になるか、同課へ

お問い合わせください。

※軽自動車税は令和元年10月１日から

軽自動車税(種別割)に

名称が変更されました。

なお、この変更に伴う税

額や手続きに変更はあり

ません。

「こども食堂キッチンすまいる｣　
５月のスケジュール
キッチンすまいるの会　　　　　　　　　　　

　　　　 (菊池)☎090-6454-3210

　子どもの居場所や、保護者の交流の

場として｢こども食堂｣を、毎月３回程

度開催しています。

■とき…①５月１日㈮②８日㈮③15日

㈮16時～19時

■ところ…①黒沢尻北地区交流セン

ター②黒沢尻東地区交流センター③黒

沢尻西地区交流センター

■対象…市内にお住まいの高校生以下

の子どもとその保護者

※開催地区以外の人も参加できます。

■協力金…高校生以下は無料。大人は

１人100円

■定員…各会場30人程度

■申し込み…不要

市立公園展勝地の駐車場を閉鎖し
ます
商業観光課　　　　　　　　☎72-8241

　新型コロナウイルス感染症の感染防

止の観点から、市民の皆さんの安全を

確保するため、次の期間、市立公園展

勝地の駐車場を閉鎖します。

■期間…４月17日㈮～５月６日㈬

【注意】

新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があり

ます。お出掛け前にご確認ください。
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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

　３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。

｢KitaComing!北上市｣ロゴマー
クをご活用ください！
都市プロモーション課　　☎72-8308

　　　　promo@city.kitakami.iwate.jp

　企業･団体･市民など、どなたでも無

料で使用可能です。名刺･ポスター･

ホームページ･グッズなど、あらゆる

場面でご活用ください。

　また、希望に応じて４文字の言葉を

入れたオリジナルのロゴマークを制作

しますので気軽にご相談ください。カ

ラーも、ブルー・パープル・ピンクの

３色からお選びいただけます。

　使用を希望する場合は、同課へご連

絡ください。

※ロゴマークの申請方法など詳しくは、

市のホームページをご覧ください。

←オリジナルロゴマーク
　サンプル

クマの出没に注意してください
農業振興課　　　　　　　　☎72-8238

　冬眠明けのクマは餌を求めて活動的

になります。人里への出没に注意して

ください。
■クマと遭遇しないために
クマ出没の多い地域に行く際は、ラジ
オやクマ鈴を持ち、人間の存在を知ら
せましょう。
■クマ出没情報の入手方法
市は、｢いわてモバイルメール｣で、ク
マ出没の速報を発信しています。ＱＲ
コードを読み込み、コン
テンツの中から｢北上市
クマ出没情報｣を選択し
て登録してください。

ジョブカフェさくらの講座
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…５月19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

｢中高年からの働き方を考える｣ライフ

プランニングセミナー

■とき…①５月21日㈭②６月18日㈭③

７月16日㈭10時～12時(全３回･単回

参加も可)

■内容…①定年後の家計管理、入るお

金と出るお金②人生100年時代に備え

る！ライフプランの作り方③万一に備

える！各種保険の利用と見直し方

■対象…定年退職を迎える人、求職者

■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

[珠算･暗算試験 ]第219回珠算
能力検定試験･第129回段位認定
試験
北上商工会議所総務課  ☎65-4211

■とき…６月28日㈰９時～(珠算･段

位検定)、10時～(暗算検定)

■ところ…北上商工会館

■受験料…珠算能力(１級2,340円、準

１級2,040円、２級1,730円、準２級

1,630円、３級1,530円、準３級1,320

円、４～６級1,020円、７級～10級910

円)、暗算全級910円、段位2,950円(珠

算のみ2,550円、暗算のみ1,220円)

■申し込み…５月26日㈫までに、同所

に備え付けている所定の申込書に必要

事項を記入し、受験料を添えて同課へ

※同一回の重複受験は認めません。

市のホームページにバナー広告を
掲載しませんか
都市プロモーション課　　☎72-8308

　市のホームページは月平均約80,000

件のアクセスがあり、市民のほか県内

外など、多くの人に閲覧されています。

　企業、団体などのＰＲ、ホームペー

ジのアクセス増加に、ぜひバナー広告

をご利用ください。

■広告掲載料…１枠当たり月額１万円

(消費税と地方消費税を含む)

■申し込み…ホームぺージ(トップペー

ジ下部)から申込書をダウンロードし、

広告図案(画像可)と一緒に持参または

郵送(〒024-8501住所記載不要)で同課

へ

感染症予防対策にご理

解･ご協力をお願いします
市役所では新型コロナウイルスなど

感染症の予防対策として、窓口担当

職員のマスク装着や飛散防止用窓口

シートの設置、庁舎出入口にアル

コール消毒液を設置しています。庁

舎に出入りする場合は消毒をするな

ど、感染症予防対策にご理解とご協

力をお願いします。

設置した飛散防止用窓口シート
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春シーズンも好評営業中!!春シーズンも好評営業中!!

【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが中

止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

パークゴルフ初心者講習会
ふるさと体験館｢北上｣　　　　　　　　　　

　　　　☎72-2883　 ＦＡＸ 72-2993

■とき…５月19日㈫10時～15時

■ところ…同館会議室、パークゴルフ場

■内容…①パークゴルフのルール＆マ

ナー②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

含み)

■申し込み…５月16日㈯までに電話ま

たはファクスで同館へ

点訳･録音図書製作奉仕員養成講
習会
岩手県立視聴覚障がい者情報センター

　　　　　　　　　　　☎019-606-1743

■コース…①点訳奉仕員②録音図書製

作奉仕員(音訳)③録音図書製作奉仕

員(音訳校正)④デジタル録音図書編

集奉仕員

■とき…①５月８日㈮13時～16時ほか

全33回②③④５月12日㈫13時～16時ほ

か全20～35回

■ところ…同情報センター研修室(盛岡

市盛岡駅西通一丁目7-1アイーナ４階)

■参加資格…高等学校卒業程度の国語

力を有し、Windows対応パソコンの用意

と基本操作が可能な人

■参加料…無料

■申し込み…５月１日までに電話で同

情報センターへ

※資料請求も同情報センターへご連絡

ください。

犬のふれあい教室
北上ワンワンパトロール隊　　　 　　　　　

　 　　　(照井)☎090-1495-4678

■とき…５月17日㈰10時～11時30分

■ところ…和賀川ふれあい広場(東側)

■対象…登録と狂犬病予防接種済の犬

■定員…15頭(先着順)

■参加料…200円/頭

■申し込み…当日までに同隊へ

錦秋湖･フォト＆空撮動画コンテ
ストを開催します
湯田ダム管理支所　　　　☎74-2011

　　　 thr-kitakato01@mlit.go.jp

　錦秋湖のフォト＆空撮動画コンテス

トを開催します。応募特典として、

湯
ゆ め

夢プラザ季節限定メニューの割引特

典があります。

■応募部門…①一般写真(デジタルカ

メラなど)部門②携帯写真(スマート

フォンなど)部門③空撮動画部門

■募集テーマ…春期間の錦秋湖(湖周

辺の陸地も可)の自然や風景などを題

材とした作品

■申し込み…６月30日㈫までに、作品

タイトル･部門名･撮影場所･氏名･住

所･電話番号を記入の上、電子メール

で同所へ

スポーツ少年団｢和賀嚴
がんしんかい

身会｣　
(剣道)
和賀嚴身会　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 (佐藤)☎090-2883-9367

　　　　　 tanoshi022@gmail.com

　世代を超えて助け合い、切磋琢磨す

ることで勝ち負けだけではない大事な

ものを学んでいます。剣道から礼儀や

思いやりを一緒に学んでみませんか。

防具の貸し出しなども行っています。

■とき…毎週火曜日、金曜日18時30

分～20時30分

■ところ…和賀地区交流センター

■申し込み…電話または電子メールで

同スポーツ少年団へ

北上市交通安全対策協議会事務局

(地域づくり課)☎72-8301

自転車の安全利用推進期間

５月８日㈮～17日㈰

 ｢子も親も　自転車乗る時　　　

　　　　　　　　　ヘルメット｣

推進重点

●自転車の交通ルールの遵守および歩

行者などに配慮した安全利用の推進

●飲酒運転、二人乗り、並進、傘さし、

携帯電話使用、ヘッドホン使用などの

危険な行為の禁止

 スローガン
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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】14日㈭、21日㈭、28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】11日㈪、18日㈪、25日

㈪、27日㈪10時～15時

※電話のみで受け付けます

●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】18日㈪10時～15時

※電話のみで受け付けます。

●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】28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) 市税の納付は口座振替または

コンビニ納付が便利です。

　市　社会福祉法人自立更生会とばせ

園から花プランター30個、菓子セット

▼㈱岩手ヤクルト工場から大型絵本･大

型紙芝居スタンドの整備として100,000

円▼及川きよ子さんから北上市がん対

策基金に150,000円▼北上商工会議所か

ら北上市地域福祉基金に20,150円▼東北

電力㈱花北電力センターと㈱ユアテッ

ク北上営業所から街路灯20灯器材一式

(LED10VA)と取付に係る工事一式▼㈱

佐々木印刷からラグビーワールドカッ

プ2019日本大会出場国フェイスシール

1,000枚▼フジオートからエアコン１基

▼北上ライオンズクラブとCN55周年記

念式典から北上展勝地シンボルサイン

１基▼ライオンズクラブ国際協会332-B

地区２R２Zから2019いわてグルージャ

盛岡ホームゲーム観戦チケット40枚▼

北上市民謡舞踊連絡協議会から市内の

東日本大震災の被災者支援として

40,440円▼東北電設工業㈱から市内や

県内の被災地災害復旧のため150,000円

▼㈱岩手環境事業センターから有機肥

料400袋▼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への活

用として104,277円▼相去地区自治協議

会から市内の東日本大震災の被災者支

援として50,000円▼北上市緩和ケア支

援事業ボランティア会から北上市がん

対策基金に17,032円▼三菱製紙㈱北上

事業本部から2020年版点字付きカレン

ダー200部▼(医)敬和会から北上市地域

福祉基金に1,000,000円▼㈲かぎや菓子

舗からクリスマスケーキ5号31個▼

PanasonicリフォームClub㈲丸安工務店

からおもちゃ30,000円分▼北上読書連

多重債務相談窓口
東北財務局盛岡財務事務所　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-625-3353

　自らの収入で返済しきれないほどの

借金を抱え、悩んでいる人の相談に応

じています。秘密は厳守します。

■専用ダイヤル…019-622-1637

■時間…月～金曜日(祝日、年末年始

除く)８時30分～16時30分

■料金…無料

感染症予防は ｢ 手洗い ｣｢ 咳エ

チケット ｣｢ ３密を避ける ｣ から

新型コロナウイルスなど感染症対策の

基本は ｢ 手洗い ｣｢ マスク着用などの咳

エチケット ｣｢ ３密を避ける ｣です。

※国などの公的機関が発信する情報を確認

し、正しい予防と冷静な対応をお願いします。

手洗い
帰宅したときや調理 ･ 食

事のときなど、こまめに

石けんやアルコール消毒

などで手を清潔に。

咳エチケット
咳をするときは、マスクや

ハンカチ、袖などで口 ･ 鼻

を覆いましょう。

３密を避ける
①換気の悪い気密空間

②人が集まる密集空間

③間近で話す密接場所

が重ならないような工夫を
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※【　】内の数字は２月末との比較。

　 (　)内の数字は令和２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

38,841世帯【＋147】

 92,298人【－193】
45,779人【－ 43】
46,519人 【－150】

17件( 55件)
1人(  1人)

21人( 69人)
162件(624件)
3人(  7人)

1件(5件)

12件( 53件)
157件(511件)
86件(234件)

　３月のデータ

８日㈮
　９時30分～11時30分
　13時～16時30分

10日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

22日㈮
　９時30分～12時

28日㈭
　15時～17時

北上市役所本庁舎

江釣子SCパル

富士善工業㈱

北上市役所江釣子
庁舎

５月の献血

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！

【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが中

止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

令和元年度　寄付の目的と金額

金 額 

交通安全対策 80万円

地域福祉基金 102万円

がん対策基金   17万円

日本現代詩歌文学館基金 1万円

芸術文化功労顕彰基金     3万円

その他自治振興 192万円

東日本大震災復興支援寄附金   45万円

総　額 440万円

令和元年度　物品などの寄付の状況

　　　   時価総額 1,258 万円

部門 分  野 主な内容

総務

花いっぱい
運動促進

しらゆりの球根、有機肥
料

自治振興
　 ・
環境整備

みちのく三大桜名所プロ
モーションシール、展勝
地等身大パネル、おに丸
くんキャラクタースポン
ジ、さくらキャラクター
スポンジ、乗用芝刈機、
防犯灯、街路灯(取付工
事)、ラグビーワールド
カップ出場国フェイス
シール、展勝地名称サイ
ン、宅地、ごみ集積所敷
地、テレビ、ディスプレ
イスタンド、マスク

福祉

障がい者支
援

ラグビーチケット、サッ
カーチケット、カレンダ
ー、クリスマスケーキ、
玩具、感覚統合教材

保育所備品 エアコン

建設 道路 道路用地

防災
消防防災活
動

土のう袋

教育

学校安全対
策

安全笛、黄色い帽子、交
通標識直定規、交通安全
シール、防犯ブザー

図書館
大型絵本、大活字本、地
域関連資料

芸術文化振
興

絵画、人形、写真、監視
カメラ(取付工事)

▼ふるさと北上応援寄付金

金 額 

公園など市民の憩いの場整
備

6,190万円

学校の耐震補強など安全な
教育環境づくり

4億7,303万円

製造業など産業の基盤づく
り

8,225万円

北上の原風景を守り育てる
景観づくり

9,070万円

子育てや高齢者にやさしい
環境づくり

3億4,937万円

民俗芸能の保全活動 3,452万円

自然環境の保全や地域づく
り

8,209万円

その他のふるさと北上の振
興

4億7,093万円

総　額 16億4,479万円

▼一般寄付金 絡会から大型絵本８冊と大活字本37冊

▼㈲菊池工業からテレビ(70インチ、８

Ｋ)１台とディスプレイスタンド１台▼

鬼柳ハルさんから鬼柳吉治作｢鬼剣舞

(平和祈願)｣の絵画１点▼北上商工会議

所女性会から市の子育て、療育活用のた

めに感覚統合教材３種▼日本マクドナ

ルド㈱から新入学児童の防犯対策として

安全笛850個▼北上市茶道協会から北上

市芸術文化功労顕彰基金に30,000円▼千

葉禎子さんから図書資料382冊と和賀地

区の小中学校創立記念の品など43点▼

北上地方交通安全協会和賀町支会から

新入学・入園児童の黄色い帽子103個▼

㈱北日本環境保全からマスク1,800枚▼

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(反射材加工)830枚

▼川村幸彦さんから昭和40年ころの岩

崎鬼剣舞の写真30点


