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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４金曜日)の18開庁日前までに直接、報発行日(第４金曜日)の18開庁日前までに直接、

フ ァ ク ス (0197-63-7023)、 ま た は メ ー ルフ ァ ク ス (0197-63-7023)、 ま た は メ ー ル

(promo@city.kitakami.iwate.jp) で 都 市 プ ロ(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。載できない場合があります。

【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。

小型家電類などの無料回収
環境政策課　　　  　　　　☎72-8284

　家庭から出た不要な小型家電類や水

銀使用廃製品、珪藻土使用廃製品を無

料で回収します。

■とき…２月27日㈰９時～13時

■ところ…北上市清掃事業所(上鬼柳

2-212）

■対象…市内在住者

■回収品目…電話機、携帯電話、PHS、

スマートフォン、パソコン、タブレッ

ト端末、ルーター、ラジオ、ビデオデッ

キ、DVD/BDプレーヤー、音楽プレーヤー

(スピーカーを除く)、ゲーム機、ゲー

ムソフト(基盤入り)、デジカメ、ビデ

オカメラ、電卓、電子辞書、ワープロ、

電子体温計、充電器、ACアダプター、

リモコン、電気コード類、カーナビ、

水銀使用廃製品(蛍光管、体温計、血

圧計)、珪藻土使用廃製品(自主回収品

を除く。破損物はビニール袋に密封し

て持参)

※回収品目以外はその場で返却します。

ぐっとお得にまとめ納付(前納)
花巻年金事務所 ☎0198-23-3351

　国民年金保険料を、半年、１年、２

年分まとめて前納すると割引があり、

毎月納付するよりお得です。納付書に

よる前納、クレジットカードや口座振

替による前納が利用できます。

　また、口座振替による毎月納付を当

月末引き落としにすると保険料が毎月

50円ずつ割引になります。

※割引額の詳細は同事務所へお問い合

わせください。

■申し込み…随時同事務所へ

前納方法 必要な手続き

納付書

半年分･
１年分

４月に届く前納用納
付書で、５月２日㈪
までに納付

２年分

同事務所へ申し込み
後、届いた納付書で
５月２日㈪までに納
付（コンビニ不可）

クレジットカー
ド･口座振替

２月28日㈪までに同
事務所へ申し込み
(すでにクレジット
カード前納や口座振
替前納を利用してい
る人は、手続き不要)

県立平泉世界遺産ガイダンスセ
ンター開館
岩手県立平泉世界遺産ガイダンスセン

ター　　　　　　　　　☎0191-34-7377

　令和3年11月、同センターが平泉町柳

之御所史跡公園内にオープンしました。

仏国土(浄土)の世界観を投影するプ

ロローグシアターや復元された「平泉

館」のジオラマなど、平泉の文化遺産

の価値をわかりやすく展示・解説して

います。

■開館時間…９時～16時30分(４月～

10月は17時まで）

■ところ…平泉町平泉字伽羅楽108-1

（道の駅平泉の向かい）

※最終入館は閉館の30分前までです。

※毎月末日(土・日曜日、祝日の場合

は前日）、年末年始は休館します。

■入館料…無料

人権擁護委員の紹介と人権相談
市民課　　　　　　  　　　　☎72-8202

　人権擁護委員は法務大臣から委嘱を

受け、国民の基本的人権が侵害されな

いよう、いじめ、体罰、家庭内の問題、

隣近所とのもめごとなど幅広い相談に

応じています。

　委員12人のうち、１月１日付けで平

野昌幸さん(柳原町)、髙橋久美子さん

(和賀町藤根)、髙橋成人さん(和賀町

長沼)が再委嘱、千葉浩さん(上野町)

が新たに委嘱されました。なお、松本

美由紀さんは令和３年12月31日をもっ

て退任されました。

※人権相談の詳細は、17ページ左の｢２

月の各種定例相談｣をご覧ください。

国の教育ローン(日本政策金融公庫)

教育ローンコールセンター 

　　　　　　　　　　　　　☎0570-008656

　高校、短大、大学など各種学校や外

国の高校、大学などに入学･在学する

子どものいる家庭を対象とした公的な

融資制度です。

■融資額…子１人につき350万円以内

■金利…年1.65％(母子家庭などは年

1.25％)

■返済期間…15年以内(母子

家庭などは18年以内)

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。
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企画展 みの(蓑)とけら(螻) 
～雨よけ･日よけ･背負う･防寒･敷き
物･晴着　その汎用性～

農業科学博物館　　　　　☎68-3975

　日常生活で目に触れることのない同

館所蔵のみのやけらを紹介します。

■とき…６月30日㈭までの９時～16時

30分(入館は16時まで)

■ところ…同館

北方領土パネル展･北方領土返
還要求岩手県大会
北方領土返還要求運動岩手県民会議 

　　　　　　　　　 　☎019-629-5765

　北方領土の返還要求運動の一環とし

て歴史や返還運動の経緯を分かりやす

く解説したパネル展を開催します。ま

た、北方領土問題に対する全県的な返

還運動の推進のため、大会を開催しま

す。

【令和３年度北方領土パネル展】

■とき…２月４日㈮までの８時～21時

（最終日は15時まで）

■ところ…宮古市イーストピアみやこ

１階まちの情報プラザ(宮古市宮町一

丁目1-30）

【北方領土返還要求岩手県大会】

■とき…２月４日㈮13時30分～15時10分

■ところ…宮古市イーストピアみやこ

２階多目的ホール

【共通】

■対象…どなたでも

■参加料…無料

旧暦で迎える民俗村のお正月
みちのく民俗村　　　　　　☎72-5067

　年縄づくりや餅つき、地元立花のア

ラド神楽正月奉納など、さま

ざまな旧正月関連行事を開

催します。

■ところ…みちのく民俗村

とき 内容

１月29日㈯ 年縄づくり

　　30日㈰ 餅つき、お供えづくり

　　31日㈪ 年越し、雪灯り

２月１日㈫ 旧暦のお正月の初詣、お振舞

　　５日㈯ 書初め

　　６日㈰ 春七草の節句

　　13日㈰ 小正月、みずき団子飾り

市営住宅入居者募集(４月１日入居)

市営住宅管理センター　 ☎61-5280

■申込期間…２月14日㈪～25日㈮

■応募できる人…①同居する親族がい

る(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189.6万円以下である(世帯構成

などにより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

に所有していないなど

※募集案内は３庁舎、同センター(新

穀町一丁目2-4)に配置しています。

住宅団地名 家賃 (円 ) 募集戸数

相去 (平屋 ) 15,300 ～ 22,900
１( 高齢者の
み単身可 )

北鬼柳(中層) 16,500 ～ 24,600 1

鳩岡崎(中層) 15,900 ～ 23,700 １

江釣子駅前(中層) 17,700 ～ 26,400 １

長沼 (中層 ) 19,600 ～ 29,100 １

令和３年分確定申告
花巻税務署　 　　☎0198-23-3341

　納税は振替納税が便利で確実です。

ぜひご利用ください。

※２月12日に予定していた｢税理士に

よる無料還付申告相談｣は中止します。

区分
申告期限
･納期限

振替日 延納期限

申告所得税、

復興特別所

得税

３/15 ㈫ ４/21 ㈭ ５/31 ㈫

贈与税 ３/15 ㈫ - -

消費税、

地方消費税
３/31 ㈭ ４/26 ㈫ -

｢決算のしかた｣説明動画を公開
花巻税務署　 　　☎0198-23-3341

　税務署では、決算説明会の開催を見

合わせ、決算の方法･注意点などを説

明する動画を作成しました。YouTube

国税庁動画チャンネルに掲載している

ので、ご活用ください。

青色申告編 白色申告編 農業所得編

自動車検査･登録手続きはお早
めに
東北運輸局岩手運輸支局　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎050-5540-2010 

(軽自動車について)軽自動車検査協会

岩手事務所 　　　☎050-3816-1833

　毎年、車検や登録手続きが３月に集

中し、窓口が混雑しますので、２月中

に手続きを済ませましょう。

また、車検は有効期限の１カ

月前から受けられます。

■受付時間…８時45分～12

時、13時～16時

車検予約

システム

２月は国民健康保険税第８期、介護

保険料第８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。
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【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。

２

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】10日㈭、17日㈭、24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】７日㈪、14日㈪、21日

㈪、28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】７日㈪、21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45分

【ところ】学校教育課

●婦人相談(子育て世代包括支

援センター☎64-7573)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)９時15分～16時

【ところ】同センター(hoKko内)

●家庭児童相談(子育て世代包

括支援センター☎64-7574)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)８時30分～17時15分

【ところ】同センター(hoKko内)

●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】24日㈭14時～17時(行政

書士に相談する場合は要予約)

【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  

　 shokan@city.kitakami.iwate.jp

■とき…①２月13日㈰②27日㈰③３月

６日㈰９時30分～

■集合場所…夏油高原スキー場２階

ミーティングルーム

■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…3,000円(ゴンドラ代、保険

料、ガイド料含む。スノーシューは別

途500円で貸し出し)

■申し込み…①２月８日㈫

②22日㈫③３月２日㈬まで

に同課へ

県立病院職員薬剤師経験者特
別募集
岩手県医療局職員課

   　　　　　　　　　☎019-629-6322

　令和４年４月１日から勤務する薬剤

師の採用選考試験を行います。

■試験職種…薬剤師

■勤務地…県立病院

■採用予定人員…９人

■受験資格…薬剤師免許を取得して同

職として業務に従事した経験のある37

歳未満(令和３年４月１日現在)の人

■試験内容…性格検査(事前web）、面

接試験(オンライン）

■試験日…２月18日㈮

■申し込み…２月10日㈭までに受験申

込書を同課へ

※申込書は医療局ホームページや郵便

請求などで入手

できます。

電子申請医療局

第８回逸品お披露目会 ･ 逸品
フェア
きたかみ逸品研究会　　　　　　　　　　　

(事務局)北上商工会議所☎65-4211

　同研究会では一店逸品運動を行い、

８年目を迎えました。お店の特徴を表

す｢逸品｣を決定し、お披露目会とフェ

アを開催します。お披露目

会では抽選会もあります。

詳細は、公式インスタグラム

をご覧ください。

逸品お披露目会

■とき…２月23日 (水･祝)13時～16時

(予定)

■ところ…ギャラリーボイス(九年橋

三丁目7-11)

逸品フェア

■とき…２月24日㈭～３月７日㈪

■ところ…各参加店舗

北上第１･第２ソーラー発電所北上第１･第２ソーラー発電所
(かむいソーラー)(かむいソーラー)
発電状況(12月分)発電状況(12月分)

この発電で得られた収益は、市のこの発電で得られた収益は、市の

再生可能エネルギーの導入やエネ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ルギー利用の効率化を推進するた

めに活用します。めに活用します。

■発電量(前年同時期)■発電量(前年同時期)

　第１：　第１：56,27956,279kWh(44,694kWh)kWh(44,694kWh)

　第２：　第２：50,32150,321kWh(41,384kWh)kWh(41,384kWh)

この発電量は、209世帯の１カ月分の電この発電量は、209世帯の１カ月分の電
気使用量に相当します。気使用量に相当します。
※環境省｢家庭からの二酸化炭素排出量の推※環境省｢家庭からの二酸化炭素排出量の推
　計に係る実態調査 全国試験調査｣から算出　計に係る実態調査 全国試験調査｣から算出

環境政策課　☎72-8281環境政策課　☎72-8281
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新編北上市史特別編｢自然｣を新編北上市史特別編｢自然｣を
販売しています販売しています

　新北上市史第１弾。市内全域の実　新北上市史第１弾。市内全域の実

施調査や分析を重ね執筆した１冊を施調査や分析を重ね執筆した１冊を

ご覧ください。ご覧ください。

■販売場所…■販売場所…総務課(本庁舎２階)、総務課(本庁舎２階)、

市史編さん室、生涯学習センター、博市史編さん室、生涯学習センター、博

物館本館、中央図書館物館本館、中央図書館

■価格…5,000円(税込み)■価格…5,000円(税込み)

総務課市史編さん室　☎72-8309総務課市史編さん室　☎72-8309

花き消費者研修(洋ラン講座)

県立農業大学校研修科 

　　　　　　　　　　　☎0197-43-2107

■とき…３月16日㈬①10時～12時②13

時～15時

■ところ…県立花きセンター(金ケ崎

町六原頭無2-1)

■内容…実技を含む洋ランの管理方法

■定員…各20人(先着順)

■受講料…無料(持参した株の植え替

えに使用した資材は実費)

■申し込み…２月21日㈪～３月４日㈮

に(土･日曜日、祝日を除く)電話で同

研修科へ

これからの北上市のはたらく力 
～外国人雇用によるマンパワー獲得～

産業雇用支援課　　　　　☎72-8243

　生産人口が減少に向かっているこれ

からの社会情勢を踏まえ、人手不足を

解決する方法の一つである外国人の雇

用について学ぶセミナーです。

■とき…２月15日㈫13時30分～15時

■ところ…産業支援センター研修室AB

■内容…技能実習制度、特定技能制

度、個別相談(希望者)

■対象…市内に事業所を持つ製造業の

事業者

■定員…20人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…２月４日㈮ま

でにQRコードから

北上市婦協 市民公開講座
｢障がいを考える集い｣
北上市地域婦人団体協議会 

　　　　　(菅野)☎080-6032-9245 

　　　　　(髙橋)☎090-2369-2554

■とき…２月27日㈰10時～11時45分(開

場は９時30分)

■ところ…日本現代詩歌文学館講堂

■内容…ヘラルボニー代表取締役副社

長の松田文登氏による講演｢ありのま

まの姿で生きられる共生のまちづくり

を目指して～障害は欠落ではない～｣

■定員…120人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…電話で同事務局へ

※一般参加も歓迎です。

栄養サロン講座
ウエルシア薬局北上さくら通り店 

　　　　　　          　　　　　☎63-6980

　地域住民が気軽に参加できる各種講

習会を開催しています。

■とき…２月24日㈭14時～15時

■ところ…同店

■対象…健康に興味がある人

■内容…管理栄養士や薬剤師による健

康に関する講話

■定員…７人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…電話または直接同店へ

ハロートレーニング
(求職者支援訓練)パソコン実務科

ハローワーク北上　　　　　☎63-3314

　さまざまな職業に求められるパソコ

ン操作の知識･技能を身に付け、今後

の就職につなげます。

■訓練期間…２月22日㈫～５月21日㈯

■ところ…北上高等職業訓練校

■対象…次の全てを満たす人①ハロー

ワークへ求職を申し込んだ②訓練期間

中に雇用保険を受給できない(受給者

でも受講できる場合あり)③ハロー

ワークでキャリアコンサルティングな

どを受けて、求職者支援訓練の支援指

示を受けた

■定員…15人(選考会あり)

※定員の半数に満たない場合は中止に

なることがあります。

■受講料…無料(教科書代5,720円は

自己負担)

■選考日･会場…２月９日㈬･同校

■申し込み…２月３日㈭までにハロー

ワーク北上へ

－２月の各種行事など－
ここども食堂キッチンすまいるども食堂キッチンすまいる
①４日㈮②10日㈭③18日㈮16時～19時
/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/キッチンすまいるの会(菊
池)☎090-6454-3210

不不登校ひきこもりの親の会茶話会登校ひきこもりの親の会茶話会
19日㈯10時～12時/北上市総合福祉セン
ター/不登校と若者の自立を考える北上
地区父母会(後藤)☎090-4888-1210

就就活セミナー基本のき!｢応募書類活セミナー基本のき!｢応募書類
の書き方｣の書き方｣
15日㈫10時～12時/ジョブカフェさくら
/ジョブカフェさくら☎63-3533

※｢とき/ところ/問い合わせ先｣の順番で
記載しています。行事などの詳細は主催者
へお問い合わせください。
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13日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分
　
17日㈭
　14時～16時30分

27日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

江釣子ＳＣパル

北上済生会病院

DCMホーマック北
上藤沢店

２月の献血

※【　】内の数字は11月末との比較。

　 (　)内の数字は令和３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

40,225世帯【＋12】

92,428人 【－15】
46,144人【 －3】
46,284人 【－12】

19件(  130件)
1人(    3人)

24人(  148人)
272件(2,451件)
8人(   31人)

3件(　 27件)

20件(  177件)
205件(2,085件)
101件(1,021件)

12月のデータ

広報紙をスマホ、タブ

レット端末からご覧い

ただけます！

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４日㈮、18日㈮、25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１日㈫～28日㈪(土･日

曜日、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(要予約)

※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10時～

16時

■相談専用電話…☎0120-823-815(通

話料無料)

「解決の糸口を見つけに行こ
う！｣相談会
消費者信用生活協同組合北上事務所

　　　　　　　　　　  ☎0120-101-612

　市と連携して生活再建相談事業を

行っている無料相談会です。専門ス

タッフや弁護士が丁寧に聞き取り、一

緒に解決の糸口を見つけます。

■とき…３月５日㈯10時～16時

■ところ…同事務所(大通り一丁目3-1

おでんせプラザぐろーぶ２階)

■内容…お金の問題、遺産相続、公共

料金の滞納、ＤＶ･離婚問題など

■申し込み…電話で同事務所へ

ハロートレーニング(公共職業訓練)

ポリテクセンター岩手訓練課　　　　　     

　　　　　　　　　　　☎0198-23-5712

　４月開始コースを募集します。

■訓練期間…４月５日㈫～９月30日㈮

■対象…再就職に意欲がある人

■募集科･定員…金属加工科･13人、電

気設備施工科･15人、建築CAD施工

科･17人

■受講料…無料

■選考日…３月３日㈭

■見学会…３月９日㈬、16日㈬、23日

㈬９時15分～12時30分

■申し込み…２月１日㈫～22日㈫にお

近くのハローワークへ

出前無料労働相談会
岩手県労働委員会事務局　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　☎0120-610-797

　労働者と使用者との間のさまざまな

問題について、岩手県労働委員会の委

員(弁護士、労働団体役員、経営者な

ど)が無料で相談に応じます。

■とき…①２月19日㈯13時～16時②３

月６日㈰13時～16時(受け付けは15時

まで)

■ところ…①奥州地区合同庁舎(奥州

市水沢大手町一丁目2)②いわて県民情

報交流センター･アイーナ(盛岡市盛岡

駅西通一丁目7-1)

■申し込み…予約優先とし、電話(平

日８時30分～17時15分)で同事務局へ

※来場前にホームページや同

事務局から開催の有無をご

確認ください。

納税相談臨時窓口納税相談臨時窓口
市税の納付や相談にご利用ください。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。電話での相談も受け付けます。

■とき…■とき…２月27日㈰９時～16時30分２月27日㈰９時～16時30分

■ところ…■ところ…本庁舎地下食堂本庁舎地下食堂

※直接、地下食堂出入口からお入りください。※直接、地下食堂出入口からお入りください。

収納課　☎72-8253収納課　☎72-8253




