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広 報

北上・みちのく芸能まつり

           問い合わせ            　北上観光コンベンション協会☎65-0300(おでんせプラザぐろーぶ１階)　
　　　　　　　　  　   商業観光課☎72-8241      　　北上駅観光案内所☎64-5211(北上駅東口)

～東北の　　集う～

北上市文化交流センター｢さくらホール｣公演

８/３

3日13:00～　高校生郷土芸能フェスティバルinきたかみ
4日12:30～　踊るササラ・日高見の丘
　　　　　　　　　  ～シシオドリ大図鑑　躍動の狂宴～
5日13:00～　鬼剣舞全演目公演

第57回

◆川岸側(トロッコと花火の観覧可能)
　 ・升席(１区画４人用)   【前売り】9,000円【当日】10,000円
　 ・一般有料席※４

　   【当日】中学生以上500円／小学生300円／未就学児無料

◆展勝地側(トロッコや音楽、花火の一部の観覧不可)
　 ・花火観覧入場券４枚付き駐車券
　 　　　　　　　　      【前売り】3,000円【当日】4,000円
　 ・花火観覧入場券※４     【当日】300円

※１　雨天決行。荒天などにより６日(月)または７日(火)に
　　　順延する場合あり
※２　当日17:00 ～ 22:00の間、珊瑚橋の通行不可
※３　きたかみE＆Beエフエム(88.8MHｚ)にて当日中継
※４　当日15:00から会場での販売のみ

※各種前売りチケットは北上観光コンベンション協会､さくら野百貨店北上店、江釣子ショッピングセンター・パル、
さくらホール、小田島書店、プレイガイド北上、ローソンチケット､チケットぴあで販売しています(ローソンチケッ
ト、チケットぴあで｢展勝地側入場券付き駐車券｣の販売は行いません)。

日

土

金

民俗芸能

出演団体数

日本一

トロッコ流しと花火の夕べ　19:30～20:45
Hey!Say!30年!　平成最後の花火大会

　
各公演入場券　小学生以上(未就学児無料)

　・全日【前売り】1,000円　【当日】1,500円
　・３日間通し券【前売りのみ】2,000円

各種チケット情報

魂

４

５

踊るササラ・日高見の丘～シシオドリ大図鑑   躍動の狂宴～
民俗芸能公演 ／ みこしパレード ／ 鬼剣舞大群舞

鬼剣舞全演目公演 ／ 民俗芸能公演
トロッコ流しと花火の夕べ

高校生郷土芸能フェスティバル inきたかみ 
和太鼓公演 ／ 市民パレード ／ 少年鬼剣舞群舞(育成団体)

日程、公演内容、交通規制、駐車場案内など、
詳しい内容を掲載したプログラムを広報き
たかみ第 658 号 ( ７月 27 日発行 ) と一緒に
配布します。どうぞご覧ください。

芸能づくしの
特別な３日間！
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31年４月採用 職員募集
　市と北上地区消防組合は、31年度採用の職員を募集します。募集する職種や人数、受験資格は次のと
おりです。

受験案内・申込書の入手方法

■北上地区消防組合職員　　　　　　　　　　　　　   問い合わせ：北上地区消防組合☎ 65-5171・5172

試験職種 採用予定者数 要　　件
年齢(H30.4.1現在) 受　験　資　格

消防職
(消防士)

４人
23歳未満(H7.4.2生～)、救急救命士
資格取得者は25歳未満(H5.4.2生～)

高校卒業以上の学歴(卒業見込みを含む)を有する人
で、採用後北上市または西和賀町に居住できる人

②ホームページか
　らダウンロード

■北上市職員(後期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　問い合わせ：企画部総務課☎ 72-8227

試験職種 採用予定者数 　　　要　　件
年齢(H30.4.1現在) 受　験　資　格　　　　　　

上級事務
(後期)

10人程度

21歳以上30歳未満
(S63.4.2～H9.4.1生)

上級事務
(社会人)

25歳以上34歳未満
(S59.4.2～H5.4.1生)

民間企業・自治体などで平成30年４月１日時点で３年以上の職務経
験がある人

初級事務
17歳以上25歳未満

(H5.4.2～H13.4.1生)
大学(短大除く)卒業または平成31年３月までに卒業する見込みの人
を除く

上級土木
(後期)

21歳以上34歳未満
(S59.4.2～H9.4.1生)

※上級事務(社会人)は、従来の教養試験とは異なり、受験者が仕事をしながら受験することを考慮した｢職務基礎力試
験｣を実施します。なお、上級事務(社会人)以外の職種を社会人経験者が受験することも可能です。また、前期日程で不
合格となった人も受験することができます。

８月15日(水)まで (当日消印有効)

③郵便による請求

９月16日(日) 会場:専修大学北上高校

①直接入手
北上市…企画部総務課(本庁舎２階)、江釣子・和賀民生係、中央図書館のいずれかへ
北上地区消防組合…消防本部(各署所)、北上市企画部総務課、中央図書館のいずれ
　　　　　　　　　かへ

北上市…市トップページ＞行政情報＞人事・採用＞職員採用情報＞平成31年度採
　　　　用北上市職員募集(後期試験)のお知らせ
北上地区消防組合…同消防組合トップページ＞講習・資格＞職員採用案内＞平成
　　　　　　　　   30年度北上地区消防組合職員採用試験受験案内

封筒の表に｢北上市職員(北上地区消防組合職員)採用試験(受験希望職種を記入)申
込書請求｣と朱書きし、返送先と郵便番号を記載した返信用封筒(長３サイズ縦23
㌢、横12㌢程度に92円切手を貼付)を同封の上、企画部総務課(〒024-8501住所不
要)、北上地区消防組合(〒024-8509住所不要)のいずれかへ

申し込み 一次試験
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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。

無料低額診療事業

　

北上済生会病院では社会福祉事業
として、病気やケガなどにより生計
困難になった人が必要な医療を受け
る機会が制限されることのないよう
に無料低額診療事業を実施していま
す。利用にあたっては、医療社会事
業士との面談が必要です。詳しくは
同連携室までお問い合わせください。△

対象…世帯全員が住民税非課税の人△

減免内容…外来：診療費総額の１割
を減額(70歳～74歳で高齢者医療受給
者２割負担の人は診療総額の２割を減
額)、入院：一部負担金・食事療養費
を全額減免

北上済生会病院・地域医療福祉連携室     
　　                ☎64-7722　   1531内線

湯田ダム管理支所  ☎0197-74-2011

錦秋湖大滝サマーLIGHTフェ
スティバルinにしわが

　滝の中歩行、湖上遊覧などさまざま
な体験を無料で楽しめます。△

とき…７月28日(土)・29日(日)午前
11時～午後８時△

ところ…川尻総合公園(錦秋湖大滝)

遊・ＹＯＵ・入畑・2018！
県南広域振興局土木部北上土木セン
ター 　　　　　　　　　  ☎65-2738△

とき…７月28日(土)午前10時～午後
３時△

ところ…入畑ダムほか△

内容…入畑ダムなど施設の一般公開、
湖面パトロール、クラフト教室など

　NHK-BSプレミアムで放送予定の
｢にっぽん横断こころ旅｣の旅のルート
を決定するため、市内の｢忘れられな
い場所、風景｣にまつわる手紙を募集
しています。△

県内の番組放送予定日…10月15日
(月)～19日(金)△

申し込み…９月３日(月・必着)まで
に住所、氏名、電話番号、性別、年齢、
思い出の場所、風景にまつわるエピ
ソードを郵送(〒150-8001NHK｢こころ
旅｣係)またはファクスで同センターへ。
応募用紙は都市プロモーション課に置
いています。また、番組ホームペー
ジ(https://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
otegami/)からも応募できます

にっぽん横断こころ旅お手紙
NHKふれあいセンター
☎0570-066-066       03-3465-1327ＦＡＸ

岩手中部クリーンセンター地
域振興施設の愛称

　31年４月から利用開始となる人工
芝の屋内運動施設の愛称を募集しま
す。皆さんに親しみを持っていただ
けるような愛称をお待ちしています。△

申し込み…９月14日(金)までに、申
込書を持参、ファクス、電子メール、
郵送(〒024-0335北上市和賀町後藤
3-60)で同事務局へ。申込書は、同事
務局で配布しているほか同組合のホー
ムページからダウンロードできます

岩手中部広域行政組合事務局
   　　　　　☎72-8286　　72-8287
　　　          iwatechubu@echna.ne.jp

ＦＡＸ

①塀の高さは、地盤から2.2ｍ以下になっていますか
②塀の厚さは、10㎝(塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場  
　合15㎝)以上ありますか
③塀の高さが1.2ｍ超の場合、塀の長さ3.4ｍ以下ごと
　に塀の高さの1/5以上突出した控え壁がありますか
④コンクリートの基礎があり、塀の高さが1.2ｍを超
　える場合は根入れ深さは30㎝以上ありますか
⑤塀に傾き、ひび割れはありませんか

ー鉄筋のないブロック造などの場合ー
　①塀の高さは地盤から1.2ｍ以下ですか
　②塀の厚さは十分ですか
　③塀の長さ４ｍ以下ごとに塀の厚さの1.5
　　倍以上突出した控え壁がありますか
　④基礎がありますか
　⑤塀に傾き、ひび割れはありませんか
※詳細は市のホームページをご覧ください。
　　　　都市計画課　　  ☎72-8277

災害に備え既設ブロック塀の安全点検を!!

ご近所おたすけボランティア
養成講座(第１期)

△

とき…８月９日(木)・10日(金)午前
10時～午後３時30分(２日間参加)△

ところ…北上市総合福祉センター２
階研修室△

内容…認知症サポーター養成講座、
地域づくりと介護予防、いきいき百歳体
操、ボランティアの基礎知識、シニアの
ためのコミュニケーション講座など△

対象…高齢者の生活支援事業に参加
予定の人、高齢者の生活支援ボラン
ティアとして活動したい人△

定員・参加料…30人(先着順)・無料△

申し込み…７月31日(火)までに電話
で北上市社会福祉協議会(☎64-1212)
へ

長寿介護課　　　　         ☎72-8221

戦没者の遺児の皆さんへ
日本遺族会事務局　☎03-3261-5521

　日本遺族会は｢戦没者遺児による慰
霊友好親善事業｣の参加者を募集して
います。この事業は慰霊追悼を行うと
ともに、同地域の住民と友好親善をは
かることを目的としています。△

申し込み…電話で岩手県遺族連合会
(☎019-651-8411)へ

　同校が、自由が丘産能短期大学との
連携により短大併修を行っている関係
から、企業向けに通信教育による学位
取得の有益性を紹介します。△

とき…７月23日(月)午後３時～５時△

ところ…同校△

申し込み…７月17日(火)までに同校へ

人材育成セミナー
北上コンピュータ・アカデミー
　　　　☎64-6551　info@kca.ac.jp
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市の都市宣言
　・暴力団追放都市宣言　　　・核兵器廃絶平和都市宣言
　・ゆとり創造都市宣言　　　・交通安全都市宣言
　・スポーツ都市宣言

県の大規模事業へご意見を

　県では、北上市内での大規模事業
について、事業実施が適切であるか
評価しました。内容について皆さま
からご意見を募集します。△

対象事業…(仮称)工業用水道浄水場
建設事業(北上工業団地)、流域下水道事
業(北上川上流流域下水道花北処理区)△

募集期間…８月３日(金)まで△

資料閲覧場所…県庁行政情報セン
ター、県公式ホームページ(サイト内
検索で｢パブリックコメント｣と入力)

岩手県政策推進室評価担当
          　　　　　  ☎019-629-5181

住み慣れた北上での看取りを
考える市民のつどい

△

とき…７月21日(土)午後２時～５時△

ところ…北上オフィスプラザセミ
ナールーム△

内容…(株)桜・復元納棺師である
笹原留似子氏による基調講演｢最期ま
で自分らしく穏やかに過ごすために｣、
シンポジウム｢住み慣れた北上での看
取りを考える｣△

定員…120人(先着順)△

申し込み…７月20日(金)までに氏名
と連絡先をファクスまたは電話で同
医師会へ

北上医師会  ☎63-4518　　63-5160ＦＡＸ

夏休み親子工作教室
｢本物そっくり大集合｣
博物館　　　　　　　　   ☎64-1756△

とき…①７月29日(日)②８月６日
(月)③18日(土)午後２時～△

ところ…博物館本館△
内容…①土器模様のクッキー作り②

③オリジナルカラーの鬼瓦＆竜頭キー
ホルダー作り△

対象…小学生と保護者△

定員…①５組②③10組(各先着順）△

参加料…①～③各子ども１人500円△

申し込み…７月18日(水)午前９時か
ら電話で同館へ

こどもの詩のワークショップ
日本現代詩歌文学館　 　☎65-1728                 
  　  64-3621　 shiika@shiikabun.jpＦＡＸ

△

とき…８月７日(火)午前10時～午後
４時△

ところ…同文学館１階和室△

内容…言葉遊びと詩作に挑戦△

定員…20人程度(先着順)△

受講料…無料△

申し込み…電話、ファクス、電子
メールで同文学館へ

詩歌で工作に挑戦!!
日本現代詩歌文学館　 　☎65-1728                 
  　  64-3621　 shiika@shiikabun.jpＦＡＸ

△
とき…７月27日(金)①午前10時～②

午後２時～△

ところ…同文学館２階会議室△

内容…４つの箱を使って俳句が現れ
るパズルを作成△

定員・参加料…各15人(先着順)・無料△

申し込み…電話、ファクス、電子
メールで同文学館へ

親子で一緒にプログラミング
(株)システムベース　　   ☎71-1147△

とき…７月28日(土)または８月４日
(土)①午前９時～11時30分②午後１時
30分～午後４時△
ところ…同社△

内容…Scratchの使い方の学習や
ゲームの作成・発表△

対象…小学生(保護者同伴)△

定員…各８人(先着順。各回４人以
下の場合は、日程調整の可能性あり)△

参加料…無料△

申し込み…電話で同社へ

　ひきこもりの理解や、家族や周囲の
人の接し方など、幅広く話を伺います。△

とき…８月４日(土)午前10時30分～
午後０時10分△

ところ…いわて県民情報交流セン
ター(アイーナ)△

定員・参加料…300人(先着順)・無料△

申し込み…８月３日(金)までに同セ
ンターへ

ひきこもり公開講座
岩手県精神保健福祉センター                  
　　　　　　　　  ☎019-629-9617

お滝さん水車まつり実行委員会
 (黒岩地区交流センター内)☎64-7525

黒岩地域写真コンクール

　

黒岩地域(黒岩・湯沢・平沢)を題材
とした写真を募集します。審査結果は、
31年７月に発表し第11回親水公園お
滝さん水車まつりで表彰します。△

申し込み…31年５月31(金)までに黒
岩地区交流センターへ。実施要領など
は同交流センターで配布しています

７月下旬開局予定！
｢きたかみE

いいあんべ

&Beエフエム｣

周波数は
88.8MHz！

試験電波
発信中！
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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。

北上市メールマガジン「鬼のたより」好評発行中!!
北上市ホームページから登録できます。

「北上市公式Facebook（フェイスブック）」運用中!!

都市計画課　      　  　  ☎72-8277

木造住宅の耐震診断・改修助成

＜耐震診断＞
　昭和56年以前に建築された木造住
宅の耐震化を促進するため、希望者に
費用の一部を負担していただき、耐震
診断を行います。△

対象…市内にある次の全ての要件を
満たす木造住宅
①昭和56年５月31日以前着工のもの
②平屋建てまたは２階建てのもの
③木造軸組工法のもの(枠組壁工法、
丸太組工法などでないもの)△

診断料金…１棟あたり30,857円(市
負担27,857円、自己負担3,000円)△

実施戸数…10戸(先着順)
＜耐震改修の助成＞
　上記耐震診断を行った住宅のうち、
上部構造評点が1.0未満と診断された
住宅で、評点を1.0以上とする耐震改
修工事を行う人に補助金の助成を行い
ます。△

対象…次の条件を全て満たすこと
①北上市木造住宅耐震診断を行い、評
点が1.0未満と診断された住宅
②固定資産税を滞納していない人
③平成31年３月29日(金)までに工事の
完了を報告できる人△
補助金額…耐震改修工事費の２分の

１(限度額は617,000円)△

実施戸数…１戸(先着順)▲

申し込み…平成31年１月25日(金)ま
でに同課へ
※昭和56年６月１日以降に増築した
住宅は、耐震診断と改修の助成の対象
外となる場合があります。

夏休み子ども体験教室

△

とき…８月３日(金)午前10時～午後
１時30分(受け付けは午前９時50分～)△
ところ…ふるさと体験館｢北上｣

※市内各小学校からのバス送迎あり。△

内容…万華鏡づくり、スイカ割り△

対象…小学生(保護者同伴可)△

定員…20人(先着順)△

参加料…700円(昼食代・保険代)△

申し込み…７月27日(金)までに電話
または電子メールで同館へ

ふるさと体験館｢北上｣　 ☎72-2883
　　　　  k-zaidan@ginga-net.ne.jp

　親子などを対象に、収穫体験と生物
多様性の観察を行います。△

とき…７月27日(金)午前９時～午後
２時(本庁舎南側駐車場集合)△

ところ…岩崎地区のほ場
※集合後、市のバスで移動します。△

定員・参加料…40人(先着順)・無料△

申し込み…７月24日(火)までに同課
へ

農業振興課      　　　　☎72-8238

第５回オーガニック・エコ推
進研修会(夏やさい収穫体験)

和賀川親水美化活動補助金
和賀川の清流を守る会
　　  (事務局)環境政策課☎72-8281△

対象活動…参加者５人以上で行う次
の活動。①河川および河川敷の清掃活
動②水生生物による水質調査③その他
自然環境の保護・保全に関する活動△

対象となる活動費…講師謝金または
物品による謝礼、調査や清掃活動に使
用する物品、資料作成費、交通費など△

補助対象…事業所、学校、子供会、
各種団体など△

補助額…参加人数１人につき1,000
円以内(上限30,000円)。水生生物など
の講師謝金は１時間当たり4,000円以
内(上限12,000円)。詳しくは市のホー
ムページをご覧ください△

申し込み…市のホームページから補
助金交付申請書兼活動計画書をダウン
ロードし、郵送または持参で同課へ

夏休みワークショップ
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488△

とき…①７月29日(日)午後１時30
分～３時30分②８月５日(日)午前10
時～午後３時30分(色塗りのみの場合
は午後１時30分～３時30分)③８月11
日(土)午後１時30分～午後３時30分△

ところ…同館△

内容…①ヒエヒエまよけうちわづく
り②鬼剣舞和紙面づくり(全工程また
は色塗りのみ)③ギザギザオニのあし
アート！(発砲スチロールで鬼のあし
あとスタンプを作成)△

対象…①②小学生③小学生と保護者△

定員…①15人②全工程は８人、色
塗りのみは10人③10組(各先着順)△

参加料…①200円②③300円△

申し込み…７月16日(月・祝)午前10
時から電話で同館へ

△

とき…７月22日(日)午前10時～午後
３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(昼食代など含む)△

申し込み…７月20日(金)までに電話
またはファクス(72-2993)で同館へ

パークゴルフ初心者講習会
ふるさと体験館｢北上｣　　  ☎72-2883
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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。
※紙面の都合により掲載できない場合があります。

斑
はんてんまい

点米カメムシ防除によるミ
ツバチへの被害防止

　８月になると、水田でコメの品質を
落とす斑点米カメムシ類の防除が始ま
りますが、近年、この防除に関連する
と思われるミツバチの減少事例が発生
しています。
　斑点米カメムシ類の防除に当たって
は、水稲生産者とミツバチ飼養者など
で、事前に農薬散布に際しての注意事
項や巣箱の移動などについて十分話し
合い、被害の防止に努めてください。
　なお、地域の防除時期などの詳細
は、中央農業改良普及センター(☎68-
4464)、ＪＡいわて花巻(☎0198-23-
3333)に問い合わせてください。

農業振興課　         　　☎72-8239

鬼の館の屋根を塗装します

　同館の屋根の全面塗装工事を行いま
す。工事期間中も、通常通り開館して
いますのでご来館ください。△

とき…７月下旬～ 11月上旬

鬼の館　　　　　　　　 ☎73-8488

文化財課　　　　　　    ☎65-0098

奥州街道跡の発掘調査現地説
明会を開催します

　江戸時代の道路側溝や松並木の痕跡
などが見つかり、奥州街道の姿が明ら
かになってきました。貴重な調査成果
をぜひご覧ください。△

とき…７月22日(日)午前11時～正午
※小雨決行、大雨の場合は中止△

ところ…奥州街道跡発掘調査現場
(二子町馬場野。平成大橋から西へ約
200ｍ付近)

長寿介護課　　　　　    ☎72-8218

介護保険料の減免

　

介護保険料は、災害やその他の特
別な事情で減免を受けられる場合が
あります。減免を受けるためには、
同課への申請が必要です。△

対象…①災害による財産の著しい損
失や収入の減少が認められる人②生活
の困窮により納付が困難な人のうち、
必要があると認められる人(納入通知
書記載の減免の該当要件を満たす人)△

申請に必要なもの…納入通知書、印
鑑、通帳など
※減免理由によって異なります。△

申請…普通徴収(現金納付)の人は納
入期限の７日前まで、特別徴収(年金
天引き)の人は年金支給月の前々月の
15日までに同課へ

ひとり親家庭等特別(法律)相談

△

とき…８月３日(金)午前10時～午後
３時△

ところ…北上地区合同庁舎県南広域
振興局１階相談室△

内容…離婚や養育費、日常生活で
困っていることなど弁護士による相談△

対象…ひとり親家庭の人(母子家庭
の母、父子家庭の父、寡婦(夫))△

相談料…無料△

申し込み…同センター北上分室また
は同連合会へ

県南広域振興局保健福祉環境セン
ター北上分室                ☎65-2732
(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会
                          ☎019-623-8539

　貸し出しカウンターでの本の貸し出
しやブックカバー掛け、本探しなど、
図書館の仕事を体験してみませんか。△

とき…８月１日(水)午前９時10分～
午後３時15分△

ところ…同図書館△

対象…市内の小学５・６年生△

定員…６人(応募多数の場合は抽選)△

申し込み…７月22日(日)午後５時ま
でに直接または電話で同図書館へ(申
し込みは保護者からとします)

体験｢一日図書館司書｣
中央図書館                   ☎63-3359

合併処理浄化槽設置補助金

　市は、専用住宅に合併処理浄化槽を
設置し、適正に維持管理する人に補助
金を交付します。△

補助金額…設置費用の60％以内△

補助限度額…５人槽529,000円、７
人槽662,000円、10人槽897,000円△

申請方法…設置工事前に同課へ

下水道課　　　　　　　 ☎72-8292

｢みどりのまち育て｣参加事業所

　緑化による市内の良好な景観形成に
貢献する活動｢みどりのまち育て｣に参
加する事業所を募集します。△

対象…利用者、歩行者、通過車両な
どに｢見えるみどり｣を提供している取
り組みの事例を、市のホームページや
広報紙などに掲載することに同意する
事業所△

申し込み…11月30日(金)までに応募
用紙に必要事項を記入し郵送(〒024-
8502住所記載不要)、ファクス、電子
メールで同課へ

都市計画課☎72-8279       77-2992 
          toshi@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ
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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。

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
７月22日(日)

午後１時30分～２時30分
口内鬼剣舞

納税相談臨時窓口の開設

　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。△

とき…７月29日(日)午前９時～午後
４時30分△

ところ…本庁舎地下食堂
※正面玄関は閉まっていますので、地
下食堂出入口からお入りください。

収納課 　　　　　　　　  ☎72-8253

今月は固定資産税２期、国民健康
保険税１期、介護保険料１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。

小・中学生の入館料無料！
博物館や記念館に行こう！

　市は、奥州市、金ケ崎町、西和賀
町とともに形成している｢(愛称)日高
見の国定住自立圏｣の取り組みとして、
圏内小・中学生にかかる博物館や記念
館の入館料を無料にしています。ぜひ、
夏休みを利用して足をお運びください。

政策企画課　         　　☎72-8223

対象施設
北上市

( ３施設)
博物館、鬼の館、利根山光人
記念美術館

奥州市
(11施設)

高野長英記念館、後藤新平記
念館、斎藤實記念館、菊田一
夫記念館、埋蔵文化財調査セ
ンター、伝統産業会館、牛の
博物館、武家住宅資料館、水
沢乙女川先人館、胆沢郷土資
料館、衣川歴史ふれあい館

金ケ崎町
( ３施設)

要害歴史館、軍馬の郷六原資
料館、千田正記念館

西和賀町
( ２施設)

歴史民俗資料館、川村美術
館・デッサン館

　

おわびと訂正
　 広 報 き た か み 第 6 5 6 号 ( ６ 月 2 2
日 発 行 ) 1 6 ペ ー ジ の ｢ ア ス パ ラ ガ
スを食べよう！｣の記事中、市の
ホームページのアドレスは｢http://
www.city.k i takami. iwate. jp/
docs/2016080100057/｣の誤りでし
た。また、19ページのイベントカ
レンダーの｢全血献血｣記事中、20
日の時間は｢9:30～10:30｣、25日の
場所は｢JAいわて花巻北上支店｣の
誤りでした。おわびして訂正します。

ヘルマン・ヘッセ『少年の日
の思い出』からみた昆虫の世
界展

　ドイツの作家ヘルマン・ヘッセによ
る昆虫採集にまつわる短編小説｢少年
の日の思い出｣に登場する昆虫標本を
展示します。△

とき…７月14日(土)～９月24日(月・
祝)午前10時～午後４時(入館は午後３
時30分まで)△

ところ…同館和賀分館△
観覧料…無料

博物館　　　　　　　　 ☎64-1756

特別展｢慶
きょうねんぼう

念坊とその時代展｣
博物館　　　　　　　　   ☎64-1756

　度重なる飢
き き ん

饉や明治維新前後の動乱
期の中、困窮ゆえに捨てられた赤子の
救済に奔走した郷土の先人・慶念坊の
生涯を紹介します。△

とき…７月21日(土)～９月24日
(月・祝)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(北上市・奥州市・金ケ
崎町・西和賀町の小・中学生は無料)、
未就学児無料
※20人以上の場合は団体割引あり。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳を持っている人と同
伴者１人は無料です。

特別展｢もののけ図鑑～錦絵
の鬼・妖怪・亡霊たち～｣
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488

　錦絵で鬼や妖怪など、もののけたち
を紹介します。小・中学生の皆さんに
はさらに楽しめるように｢ポケットも
ののけ図鑑｣もご用意します。△

とき…７月21日(土)～９月30日(日)
午前９時～午後５時(入館は午後４時
30分まで)
※８月28日(火)は休館日です。△

ところ…同館△

観覧料…通常の観覧料に含む(北上
市・奥州市・金ケ崎町・西和賀町の
小・中学生は無料)
※20人以上の場合は団体割引あり。
※７月24日(火)～８月20日(月)は｢発
見・体験！ミュージアム｣期間中とし
て、小・中学生と同伴者１人(高校生
以上)は無料です。
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消費生活博士消費生活博士

商品・契約トラブル、多重債務など

消費生活に関する相談は

北上市消費生活センター

☎ 7
ナーニ
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　　太陽光発電システムの契約について勧誘をされたと
きに気を付けることは？
　　太陽光発電システムを取り付けると自宅で発電がで
き、その電気を使ったり売ったりできるようになります。
ただし、売電による収入は気象条件や設置条件などに影
響されるため、保証されたものではありません。｢電気
代がかからなくなる｣｢設備費用の実質的な自己負担がな
い｣といった売電による収入を保証するかのような勧誘
には注意しましょう。太陽光発電システム契約で売電収
入を見込み、ローンを組んでしまうと、見込みどおりに
収入が得られなかったときに借金だけが残ってしまう危
険があります。また、ずさんな設置工事により屋根から
雨漏りがするようになったというトラブルも起きていま
す。勧誘されたときは次のことに気をつけましょう。
・すぐに契約せず、支払金額を確認して必要なものかよ 
　く考える
・他の事業者から見積りを取って比較のうえ検討する
・設置工事の計画や補償について確認する
・契約するつもりがないときはきっぱりと断る

　事業者とトラブルになった場合は、
消費生活センターへ相談してください。

～太陽光発電システム契約トラブルに注意～

　北上市消費生活センター

　マスコット　８
ハ ニ ワ サ ン

２０３

～介護サービス利用者の皆さんへ～

８月から
負担割合の基準が変わります

● 65 歳以上の利用者負担割合基準

世帯の65歳以上の人の
｢年金収入+その他の合計所得金額｣

＜単身世帯＞
280万円未満
＜２人以上＞
346万円未満

＜単身世帯＞
280万円以上
340万円未満
＜２人以上＞
346万円以上
463万円未満

＜単身世帯＞
340万円以上
＜２人以上＞
463万円以上

本
人
合
計
所
得
金
額

220万円以上 １割 ２割 ２割→３割

160万円以上
220万円未満 １割 ２割

160万円未満 １割

問い合わせ　長寿介護課　☎72-8219

　要介護(支援)認定を受けた人には、８月以降の負担割
合が記載された｢介護保険負担割合証｣を７月下旬に郵送
で交付します。同割合証で負担割合をご確認ください。

　介護保険サービス(介護予防・生活支援サービスを含
む)を利用する場合、費用の一定割合を利用者に負担い
ただくことが必要です。この負担割合の基準が、８月か
ら一部変更になります。
■負担割合基準が変更となる人
　220万円以上の所得がある65歳以上の人で、年金収
入とその他の所得の合計が単身世帯で340万円以上(２
人以上の世帯で463万円以上)の人
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※40～64歳の人、市区町村民税非課税の人、生活保護
受給者は上記にかかわらず１割負担。介護保険料を２年
以上滞納すると、滞納期間に応じて負担割合が最大で４
割(７月までは３割)となる場合があります。

●負担割合の確認方法
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