
No.653
2018（平成30）年
５. 11

広 報

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！
使用を希望する場合は、都市プロモーション課へ。
☎72-8308 　  promo@city.kitakami.iwate.jp  　               　  ※ロゴマークのホームページはコチラ→            

｢KitaComing!北上市｣ロゴマークをご活用ください！

問い合わせ　　環境政策課　　☎ 72-8283

※31年３月までに設置が完了し、補助金請求できるものに限ります。

　再生可能エネルギーの普及と地球温暖化防止のため、市民が市内の施工業者を利用して住宅に太陽
光発電システム・太陽熱利用システムを設置する際に補助金を交付します。
　本年度から、新築住宅に太陽光発電システムを設置する場合も交付対象となります。

設備 設置条件 交付額(千円未満切り捨て) 上限額

太陽光発電
システム

出力10kw未満の新品を新築住宅(店舗・事務
所などとの併用住宅も可)に設置

発電出力１kwあたり
２万円 10万円

出力10kw未満の新品を既築住宅(店舗・事務
所などとの併用住宅も可)に設置

発電出力１kwあたり
３万円 15万円

太陽熱利用
システム

(一社)ベターリビングによる優良住宅部品認
定を受けたものと同等以上の新品を、既築ま
たは新築住宅(店舗・事務所などとの併用住宅
も可)に設置

設置費の５分の１ 【自然循環型】６万円
【強制循環型】12万円

対象設備と交付額など

太陽光発電や太陽熱を活用した暮らしを応援！
～北上市住宅用おひさまパワー活用設備設置費補助金～

交付対象者 申請方法

　次の全てを満たす人
①市内に住所がある(見込み含む)
②対象設備を設置する住宅に居住している(見込み含む)
③世帯員を含め市民税、固定資産税、国民健康保険税、
　軽自動車税を滞納していない

　補助金交付申請書に必要書類を添えて環境政策課へ
提出
※申請書、パンフレットは同課に備え付けているほ
か、市のホームページ(http://www.city.kitakami.iwate.
jp/docs/2017042500021/)でもご覧いただけます。

申請期間　31年２月28日(木)まで
必ず、対象設備を設置する前に申請してください
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第33回詩歌文学館賞受賞者・受賞作品決定
第33回｢詩歌文学館賞｣の受賞作が決定しました。｢詩歌文学館賞｣は、毎年、前年中に刊行された詩、短歌、俳
句の最も優れた作品集を各ジャンルから選んで顕彰するものです。今回の受賞者と作品は次のとおりです。

1968年、新潟県生まれ。批評家・
随筆家。2007年に｢越

お ち

知保
やすお

夫とそ
の時代｣で三田文学新人賞、16年
に｢叡知の詩学　小林秀雄と井筒俊
彦｣で西脇順三郎学術賞を受賞。著
書は｢井筒俊彦｣｢イエス伝｣｢小林秀
雄　美しい花｣｢魂にふれる｣｢生き
る哲学｣｢悲しみの秘義｣｢言葉の贈
り物｣など。

●詩部門

　若松　英輔｢見えない涙｣

1936年、東京都生まれ。76年
に｢鹿

か び や

火屋｣に入会し、後に｢貂
てん

｣創
刊に参加して川崎展

てんこう

宏に学ぶ。現
在、同人誌｢ににん｣代表。第２句
集｢螢袋に灯をともす｣で俳句四季
大賞、評伝｢頂上の石

せきてい

鼎｣で埼玉文
芸賞、考察｢二冊の鹿火屋｣で俳人
協会評論賞を受賞。日本文藝家協
会会員。

●俳句部門

　岩淵　喜代子｢穀
こくぞう

象｣

1943年、宮崎県生まれ。早稲田
短歌会を経て｢心の花｣に入会。現
在、若山牧水記念文学館館長、現
代歌人協会常任理事。歌集｢海号の
歌｣で読売文学賞、歌集｢微笑の空｣
で迢
ちょうくう

空賞、歌集｢土と人と星｣な
らびに評論｢若山牧水｣で現代短歌
大賞・毎日芸術賞を受賞。

●短歌部門
　伊藤　一彦｢遠

とおね

音よし遠
とおみ

見よし｣

   問い合わせ　産業雇用支援課　☎72-8242

市内で起業し、事業を展開しようとする皆さんを応援する｢ビジネスプランコンテスト｣を開催します。参加する
人は、起業の専門家による｢創業支援塾｣を受講し、ビジネスプランを磨き上げていただきます。コンテストで優
れたビジネスプランを提案し、優秀賞(最大３件)に輝いた人には起業支援金100万円を支給します。

▲

コンテスト開催日…31年１月(予定)▲

応募資格…次のすべてを満たす個人
・31年10月１日までに市内で起業し、事業展開する
　ビジネスプランを有すること
・右記の平成30年度創業支援塾を受講し、修了すること
・暴力団または、暴力団と密接な関係でないこと
・納期の到来した住所地の市町村税を完納していること▲

申し込み…９月25日(火)～10月31日(水)の間に、必
要事項を記入した申請書、住民票の写し、市町村税を
滞納していないことを証明できる書類(納税証明書な
ど)の写しを直接、産業雇用支援課(本庁舎３階)へ

平成30年度北上市起業家チャレンジ支援事業

ビジネスプランコンテスト参加者募集！

▲

とき…①６月23日(土)～７月21日(土)の毎週土曜日
　　　　②８月25日(土)～９月22日(土)の毎週土曜日▲

じかん…午前９時30分～正午
※①②のうち都合の良い方を受講してください。

▲

申し込み…①６月15日(金)まで②７月13日(金)～８
月15日(水)の間に申込書を同課へ

【平成30年度創業支援塾(全５回)】

※コンテストの申請書や創業支援塾の申込書は同課に
設置しているほか、市のホームページからダウンロー
ドできます。その他、募集する事業内容や応募時の留
意事項など、詳しくは同課へお問い合わせください。

   問い合わせ　日本現代詩歌文学館　☎65-1728

△

とき…５月26日(土)午後３時～△

ところ…日本現代詩歌文学館講堂△

内容…贈賞式、歌人の栗木京子氏による記念講演△

入場料…無料
※詳しくは同館へお問い合わせください。

起業を
応援

第33回詩歌文学館賞贈賞式
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31年４月採用   北上市職員募集(前期)

　  問い合わせ　総務課☎72-8227

31年度採用の職員を募集します。試験は職種を分け、前期日程・後期日程で
実施します。前期日程で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・申込書の入手について■募集内容

試験職種 採用予定者数 年齢要件(H30.4.1現在)

上級事務Ａ
(前期)

10人程度

21歳以上30歳未満
(S63.4.2～H9.4.1生)

上級土木 21歳以上34歳未満
(S59.4.2～H9.4.1生)

●郵便による請求
　封筒の表に｢北上市職員採用試験申込書請求｣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)へ

●直接入手
　企画部総務課(本庁舎２階)、江釣子・和賀民生係、中
央図書館に置いています
●市のホームページからダウンロード

★先輩職員から一言　

※上級事務Ａ(後期)・上級事務Ｂ(25歳以上34歳未満)・初
級事務(短大を除く大学を卒業または卒業する見込みの人
を除く)などは、後期日程(９月中旬予定)で実施します。

申し込み ６月６日(水)まで
 (郵送は当日消印有効)

試験日 ６月24日(日)
 場所　市役所本庁舎

私たちと一緒に働きませんか

　市のホームページ
　　　http://www.city.kitakami.iwate.jp/ＵＲＬ

一緒に北上市を盛り上げま
しょう！

　　　　収納課　平野兼太郎
明るく楽しく働きやすい職
場です！

　市民税課　泉綾乃

やりがいのある仕事です！

道路環境課　猿舘裕也
達成感を感じられる仕事で
す！

　商業観光課　児玉康
人の役に立ちたい皆さん、
一緒に働きましょう！

子育て支援課　小原有依
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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

メーター交換にご協力を

　水道メーターは、法令に基づき８年
に１度交換が義務付けられています。
期限を迎えるメーターの交換作業は企
業団圏域内の水道工事店に委託してい
ます。あいさつをしてから作業に取り
掛かりますが、不在の場合は、交換作
業後に作業済みの通知文書を投

とう か ん

函しま
す。
　作業後は水道管内に空気が混入する
ことがありますので、交換後水を流す
際は水の量を絞った状態で使用してく
ださい。
　作業は10分ほど水道を止めて行い
ます。ご迷惑をお掛けしますが、ご協
力をお願いします。交換作業をする作
業員は、同企業団が発行した身分証明
書を所持し腕章を着用しています。不
審に思った場合は提示を求めてくださ
い。なお、交換に係る費用を請求する
ことはありません。

岩手中部水道企業団給配水課
         ☎0198-29-5377  　 26～28内線

△

とき…５月20日(日)午前10時～午後
１時30分△
ところ…同校△

内容…学校説明・見学、体験コー
ナー、昼食付き△

対象…高校生、既卒者。保護者も可△

申し込み…５月18日(金)午後１時ま
でに電話またはホームページから同校
へ

オープンキャンパス
北上コンピュータ・アカデミー

☎0120-16-6551　info@kca.ac.jp
　　　　　   http://www.kca.ac.jpＵＲＬ

第11回きたかみヤクルトフェ
スティバル
(株)岩手ヤクルト工場     ☎71-2828

△

とき…５月27日(日)午前10時～午後
２時30分△

ところ…同工場内(相去町大松沢
1-45)
※駐車場は岩手県南青果市場(金ケ崎
町六原下二の町215)をご利用ください
(無料シャトルバスあり)。△

内容…鉄神ガンライザーNEO握手会、
大抽選会、模擬店など△

入場料…無料

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

　北上駅を出発し、夏油高原温泉郷を
巡る無料シャトルバスを運行していま
す。ぜひご利用ください。△

運行期間…５月～10月△

運行時刻…月によって変わります。
時刻表は、商業観光課・北上駅観光
案内所(JR北上駅東口)・各温泉施設に
設置しているほか、北上観光コンベ
ンション協会のホームページ(http://
www.kitakami-kanko.jp/)に掲載して
います。

夏油高原温泉郷いで湯シャト
ル運行中！
いで湯シャトル事務局

(水神温泉湯元東館)☎73-7297

みちのく民俗村ガイドボラン
ティア
みちのく民俗村管理事務所☎72-5067

　民俗村の来園者に古民家や自然につ
いて説明していただきます。△

活動期間…12月までの午前９時～
午後５時
※活動は都合の良い日で構いません。
団体などから事前に依頼があった際に
日程を調整します。△

ところ…みちのく民俗村、博物館本
館
※活動手当として１日当たり1,000円
を支給します。初めての人には研修を
予定しています。詳しくは同事務所へ
お問い合わせください。

　親しい人を自死で亡くすと、悲しみ
や辛さを誰にも話せずに、一人で苦し
んでいることが少なくありません。こ
ころサロン北上は、自死で大切な人を
失った人が集い、それぞれの体験や気
持ちを語り合い聴きあう場です。一人
で悩まず、勇気を出して参加してみま
せんか。秘密は厳守します。△

とき…原則毎月第４土曜日午後２
時～４時△

対象…ご家族を自死(自殺)で亡くし
た人(親、配偶者、子どもなど)
※対象者以外の人の参加はお断りして
います。△

申し込み…電話または電子メールで
同課へ(｢こころサロンのことで｣とお
伝えください)
※日程と場所は電話でお問い合わせく
ださい。なお、個別相談も受け付けて
います。

中部保健所保健課  
☎0198-22-2331 内線 227

BB0003@pref.iwate.jp

自死遺族相談・交流会｢ここ
ろサロン北上｣
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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!!

おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター               　　     ☎67-1021

子育て教室｢抱っこでスキン
シップエクササイズ｣

　抱っこひもでお子さんを抱っこし、
音楽に合わせて体を動かします。△

とき…６月19日(火)午前10時～11
時△

ところ…同保育園ホール△
対象…３カ月(首の座った子)～１歳

６カ月の子と親△

定員…15組(先着順)△

持ち物…抱っこひも、体温計、バス
タオル、水分補給用の飲み物、動きや
すい服装、着替え、汗拭き用タオル△

申し込み…５月16日(水)から直接ま
たは電話で同センターへ

子育て講座｢ピクニックに行こ
う！｣
いわさき認定こども園    ☎73-8111△

とき…５月22日(火)午前10時～11時
20分△

ところ…同園付近
※雨天の場合は室内で遊びます。△

対象…市内在住の就園前の子と親
(祖父母も可)△

定員…10組(先着順)△

持ち物…お弁当、水筒、おしぼり、
敷き物、帽子、動きやすい服装と靴△

申し込み…電話で同園へ
※園庭開放を行っています。詳しくは
同園へ。

おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター               　　     ☎67-1021

子育て教室｢歯っぴースマイ
ル!!健やかな歯を｣

　歯磨きの大切さや正しい歯磨きの仕
方、虫歯菌やお母さんのかむ力がどの
くらいあるかなどを検査します。△

とき…６月27日(水)午前10時～11
時△

ところ…同センター室△

対象…０歳～就園前の子と保護者△

定員…10組(先着順)△

持ち物…お子さんが普段使っている
歯ブラシ、水分補給用の水またはお茶△

申し込み…５月16日(水)から直接ま
たは電話で同センターへ

△
とき…６月２日(土)午前９時～正午△
ところ…樺山歴史の広場(稲瀬町)△

内容…竪穴住居２棟の解体撤去・処
分、撤去跡地への保護用の砂の敷き詰
めなど
※復元作業は後日行います。△

対象…竪穴住居の解体、復元作業に
従事できる人△

定員…30人程度△

服装…動きやすい服装△

申し込み…５月25日(金)までに電話、
ファクス、電子メールで同課へ
参加者説明会△

とき…５月25日(金)午後６時30分～
７時30分△

ところ…北上市埋蔵文化財センター
２階会議室(立花14-62-2)

文化財課    ☎65-0098　   64-1759
bunkazai@city.kitakami.iwate.jp

樺山遺跡竪穴住居解体復元ボ
ランティア

ＦＡＸ

ライフプランニングセミナー
｢充実したセカンドライフを過
ごすために｣

△

とき…①５月25日(金)②６月22日
(金)③７月13日(金)午後２時～４時△

ところ…ジョブカフェさくら(北上
地区合同庁舎内)△

内容…①退職前に考える、セカンド
ライフの生活プラン②定年後の家計管
理、入るお金と出るお金③万一に備え、
医療と介護とおひとり様△

対象…定年退職を迎える人、求職者△

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
※１回のみの参加も可

ジョブカフェさくら　    ☎63-3533

岩手県精神保健福祉センター
☎019-629-9617

アルコール家族教室・薬物依
存症者の家族教室

アルコール家族教室　△

とき…５月17日(木)、６月14日(木)、
７月19日(木)、８月９日(木)、９月13
日(木)午後１時30分～３時30分△

内容…飲酒の問題や依存症などで悩
んでいる人のご家族が正しい知識を学
び、困っていることを話し合います
薬物依存症者の家族教室△

とき…５月31日(木)、６月28日(木)、
７月26日(木)、８月30日(木)、９月27
日(木)午後１時30分～３時30分△

内容…薬物依存の問題を抱えている
人のご家族が正しい知識を学び、困っ
ていることを話し合います▲
ところ…同センター▲
申し込み…事前に同センターへ
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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。

18の清
す ず

水をめぐる探索会

　清水(湧水)を楽しむウオーキングイ
ベントを開催します。△

とき…６月３日(日)午前８時30分～
午後１時30分△

ところ…えづりこ古墳公園(集合・
解散)△
対象…小学生以上△
定員…50人(先着順)△

参加料…1,500円(ガイド代、保険代、
昼食代)△

申し込み…５月28日(月)までに氏名
(ふりがな)、住所、生年月日、連絡先
を電話、ファクスまたは電子メールで
同事務局へ

スポーツリンク北上事務局
 ☎      72-5141

sportslinkkitakami@gmail.com

ＦＡＸ

北上市憩いの森ウオーキング
北上市憩いの森管理事務所☎64-7447△

とき…５月20日(日)午前９時～(約
２～３時間)△
ところ…同事務所集合△
参加料…100円(保険料)。小学生以

下は無料。ただし、保護者同伴△

持ち物…帽子、タオル、手袋、水筒
など(長袖・長ズボンの歩きやすい服
装で参加してください)△

申し込み…５月17日(木)までに電話
またはファクス(64-5253)で同事務所
へ(月曜日を除く)

△

とき…５月23日(水)午前８時30分～
午後３時ごろ(展勝地公園第２・第３
駐車場集合)△

内容…沿岸被災地(陸前高田市)での
桜植栽事業、藩境(遠野市)に関する学
習・見学△

定員…30人(先着順)△

参加料…無料(昼食代は各自)△

申し込み…５月21日(月)までに同事
務局へ

展勝地ゆかりの地訪問
展勝地開園100周年記念事業準備委
員会(事務局)都市計画課 ☎72-8279
　       toshi@city.kitakami.iwate.jp

　市内のオーガニック生産者のほ場で
土づくりと栽培の基礎を学びます。△

とき…５月19日(土)午前８時30分～
午後４時30分(本庁舎南側駐車場集合)△

ところ…更木・岩崎地区
※集合後、市のバスで移動します。△

定員…40人(先着順)△

参加料…無料△

持ち物…長靴、タオル、昼食△

申し込み…５月17日(木)までに同課
へ
※オーガニック・エコ推進事業費補助
金(広報きたかみ４月13日号７ページ
参照)を申請するには、今回の研修会、
または第３回研修会(６月24日(日)開
催予定)の受講が必要です。詳しくは
同課へお問い合わせください。

農業振興課      　　　　☎72-8238

第１回オーガニック・エコ推
進研修会

森林の伐採、開発には手続き
が必要です
農林企画課　　 　　　   ☎72-8237

　森林を伐採、開発する際は、事前に
届け出や許可申請の各種手続きが必要
です。森林の伐採、開発の計画がある
場合は、ご連絡･ご相談ください。
●保安林以外の森林での立木の伐採△

担当…同課
●保安林での立木の伐採や土地の形質
の変更、保安林以外の森林で１㌶を超
える開発行為△

担当…県南広域振興局農政部花巻農
林振興センター(☎0198-22-4932)

△

訓練期間…７月３日(火)～12月26日
(水)△

対象…再就職に意欲のある人△

定員…各15人(金属加工科、建築
CAD施工科、電気設備エンジニア科)△

受講料…無料△

選考日…６月７日(木)△

申し込み…５月31日(木)までにお近
くのハローワークへ
施設見学会△

とき…５月16日(水)、23日(水)、30
日(水)午前９時15分～午後０時30分

ポリテクセンター岩手(ハロー
トレーニング)受講生
ポリテクセンター岩手
 　 　　    (訓練課)☎0198-23-5712

北上市ダンススポーツ協会
　　　　　　　　  (藤田)☎64-7251△

とき…６月１日(金)、７日(木)、８
(金)、13日(水)、15日(金)午後７時～
９時△

ところ…黒沢尻北地区交流センター△

種目…ルンバ、ジルバ、ワルツ△

持ち物…上履き、運動のできる服装△

申し込み…同協会へ

社交ダンス初級講座(無料)
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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
５月27日(日)午後１時30分～

鬼柳鬼剣舞

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…５月27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

鬼の館臨時休館

　

館内の機器点検のため休館します。△

とき…５月29日(火)

鬼の館　　　　　　　　 ☎73-8488

銃砲刀剣類登録審査会
文化財課　　　　  　　 ☎65-0098△

とき…５月21日(月)、７月20日(金)、
９月20日(木)、11月20日(火)、31年１
月21日(月)、３月20日(水)午前10時～
11時、午後１時～２時

▽ところ…盛岡地区合同庁舎・８階講
堂Ｃ(盛岡市内丸11-1)
※５月21日のみ８階大会議室で開催△

持ち物…登録しようとする銃砲刀剣
類、登録申請書(会場にあり)、手数料
(１点につき6,300円)、刀剣類発見届
出済証(警察署で交付)、委任状と本人
確認書類(代理人出席の場合のみ)

牡丹橋車両全面通行止め

　

牡丹橋(北上中学校校庭南側)の橋りょ
う架替工事に伴い、終日車両全面通行
止めとなります。なお、歩行者・自転
車は仮設通路により通行できます。△

とき…９月中旬～ 31年11月中旬(予
定)
※規制中、自動車・バイクなどは現地
案内看板に従って迂

う

回してください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。詳しくは市の
ホームページをご覧ください。

道路環境課　　　　　 　 ☎72-8314

△

とき…５月26日(土)～７月１日(日)
午前９時～午後５時(最終入館は午後
４時30分)△

ところ…博物館本館△

内容…古
こ く た に

九谷尺６寸大皿、鍋島７寸
皿、初期伊

い ま り

万里青
せ い じ

磁三足皿、古瀬戸四
し

耳
じ こ

壺、市内城館出土古瀬戸などを展示

企画展｢會田コレクションと
古

こ せ と

瀬戸の美｣
博物館　   　　　　         ☎64-1756

有害鳥獣捕獲の実施

　カラスなどの有害鳥獣による被害を
防止するため、北上市鳥獣被害対策実
施隊が通年、有害鳥獣の捕獲を行って
います。郊外で銃声が聞こえることが
ありますが、周辺の安全に十分配慮し
ていますので、ご理解とご協力をお願
いします。

農業振興課　　             ☎72-8238

民生委員・児童委員の日

　５月12日は民生委員・児童委員の
日です。
　全国民生委員児童委員連合会では、
５月12日から18日までを活動強化週
間としています。介護や健康、子育て
など、日常生活の困りごとがありまし
たら、お住まいの地域の民生委員・児
童委員に気軽にご相談ください。お住
まいの地域の民生委員・児童委員につ
いては、市のホームページをご覧にな
るか同課へお問い合わせください。

福祉課　　　             ☎72-8213

工業統計調査にご協力ください

　従業員４人以上の全ての製造事業所
を対象に、６月１日時点で実施します。
同調査は統計法に基づき、わが国にお
ける工業の実態を明らかにすることを
目的とする政府の重要な調査で、報告
の義務があります。
　調査結果は中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として利活用されます。
調査票に記入いただいた内容は、統計
作成の目的以外に使用することは絶対
にありません。調査の趣旨・必要性を
ご理解いただき、回答をお願いします。

総務課　　　　 　 　　  ☎72-8228

今月は軽自動車税、固定資産税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。

　

記事内容変更のお知らせ
　広報きたかみ第652号(４月27日
発行)22ページの｢夏油温泉温泉開
き｣の記事中、開催日時を５月18日
(金)｢午前11時～｣、送迎の集合時刻
を｢午前９時50分｣に変更しました。
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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

2-8
ハニワサン

203

　　不用な衣料品や布団を買い取るという勧誘を受けま
した。このような業者に対して気をつけることは？

　　悪質な業者が高価な貴金属を安く買い取るために勧
誘している場合があることに気をつけましょう。事前に
承諾していない物品の売買を求める行為は禁止されてい
ます。衣料品や布団と言っておきながら、後から別の物
品を売るよう求めてくる業者との契約はきっぱりと断る
ようにしましょう。また、見るだけと言って貴金属を出
させて強引に買い取ってしまう業者もいますので、売る
つもりがないものは見せないようにしましょう。
　訪問購入ではクーリング・オフ制度が適用され、物品
を引き渡した後でも解約し返品してもらうことができま
すが、実際は業者と連絡が取れなくなってしまうなど取
り戻すことが困難な場合もあります。契約をしても書面
交付から８日以内のクーリング・オフ期間は業者へ物品
を渡さないでいることができますので、手元に置いて検
討しましょう。契約をする場合は契約書に業者名称や連
絡先、何を売買したかという明細が記載されているこ
とを確認しましょう。不審に感じたり、
不安になったりした場合は消費生活セ
ンターへ相談してください。

～強引な訪問購入業者に注意しましょう～

　北上市消費生活センター

　マスコット　８
ハ ニ ワ サ ン

２０３

北上市身体障がい者・
　 知的障がい者相談員

※各相談員の任期：32 年３月 31 日まで

●身体障がい者相談員

●知的障がい者相談員

氏　　名 電話番号 住　所

小
お だ し ま

田島　久
ひさこ

子 67-2419 鬼柳町

軽
かるいし

石　和
かずえ

江
66-6143

(いわて共生会あけぼの内）
立　花

菊
きくち

池　義
よし

明
あき 080-3193-8066 和賀町藤根

菊
きくち

池　トシ子
こ 090-5596-0958 滑　田

氏　　名 電話番号 担当地区

佐
さとう

藤　博
ひろき

紀 090-7067-7111 黒沢尻

髙
たか

橋
はし

　守
まもる 77-2297 江釣子

齊
さいとう

藤　和
かずこ

子 73-7102 和賀町竪川目・
藤根

小
おばら

原　敏
としひろ

弘 77-3741 全地区

髙
たかはし

橋　俊
と し ひ こ

肥考 64-5028 全地区

髙
たかはし

橋　利
と み こ

美子 73-6365 和賀町藤根・
後藤

屋
やしき

敷　功
いさお 67-4642(FAX兼用) 全地区

菊
きくち

地　町
まちこ

子 72-3773 和賀町藤根

栁
やなぎさわ

澤　キエ 64-3803 里分・町分

小
おばら

原　のり 72-3394 和賀町山口・
横川目

問い合わせ　福祉課　☎72-8214　　　64-2202ＦＡＸ

　そのほか、福祉課には、ろうあ者等相談員および障が
い者等相談員がいますので、気軽にご相談ください。

　市は、身体または知的障がいのある人やその家族が身
近な地域で相談できるように、各地区に相談員を設けて
います。相談員は障がい福祉サービスの相談や情報提供
のほか、必要に応じて関係機関と連携して対応します。
　相談内容などの秘密は守られますので気軽にご相談く
ださい。
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