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広 報

問い合わせ　北上市産業支援センター　☎71-2181

｢北上ハックブツソン｣参加者募集！

参加料：無料
※別途、宿泊費(夕食、朝食、昼
食代含む)6,000円がかかります。

学生は全て無料。

参加申し込みはこちら

対象：18歳以上の人

第１部

11月３日(金・祝)13:30～21:00(受け付けは13:00～)
／博物館本館
第２部
11月４日(土)9:30～19:00／いわてデジタルエンジニア
育成センター(相去町山田2-18北上オフィスプラザ内)

｢北上ハックブツソン｣は、｢博物館｣と｢ハッカソ
ン｣を掛け合わせたイベントです。３Dデータな
どを使用し、市立博物館に収蔵されている重要文
化財の新たな活用方法を模索・追求。２日間で成
果物の作成と発表を目指します。

｢ハッカソン｣とは
エンジニア、デザイナー、プランナー、マーケター
などがチームを作り、短期間(１日～１週間程度)で
サービスやシステムなどを開発するイベント。参加
者は、それぞれの技術やアイデアを持ち寄り、与え
られたテーマに沿った成果物を作成します。

｢北上ハックブツソン｣とは

注意事項
・初日はふるさと体験館｢北上｣に宿泊します。
・各会場とJR北上駅間、また各会場とふるさと体験館
｢北上｣間の送迎があります。
・自家用車で移動する場合は、各会場の駐車場を利用
してください。
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市職員の給与な     どを公表します
　行政運営の公正化と透明性をより高めるた　　　　　　め、条例に基づき、市職員の任用や給与、
勤務条件など人事行政の運営状況について市　　　　　　民の皆さんにお知らせします。

処分事由 戒告 減給 停職 免職
法令に違反した場合 ３ １ ０ １
職務上の義務に違反し、また
は職務を怠った場合 ０ ０ ０ ０

全体の奉仕者たるにふさわし
くない非行のあった場合 ０ ０ ０ ０

(平成28年度)懲戒処分(人)

※懲戒処分…法令違反や職務を怠った場合などに規律と秩序
　　　　　　を保つために行う処分。

　勤務時間の状況

１週間の勤務時間 勤務時間の割り振り
始業 終業 休憩時間

38時間45分
(7時間45分×５日間) ８:30 17:15 12:00 ～ 13:00

(平成29年４月１日現在)勤務時間

　職員の分限と懲戒処分の状況

処分事由 降任 免職 休職
勤務成績が良くない場合 ０ ０
心身の故障の場合 ０ ０ ５
職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０
職制、定数の改廃、予算の減少によ
り廃職、過員を生じた場合 ０ ０

刑事事件により起訴された場合 ０

(平成28年度)分限処分(人)

※分限処分…病気などで職務が十分に果たせない場合などに
　　　　　　行う処分。同一の者が、複数回にわたって分限処
　　　　　　分に付された場合は、重複して計上。

区　分 月額 期末手当

給
料

市長 877,000円
　　   　3.25月分
(平成28年度の支給割合)副市長 707,000円

教育長 608,000円

報
酬

議長 457,000円
3.25月分

(平成28年度の支給割合)副議長 383,000円
議員 351,000円

特別職の報酬など (平成29年４月１日現在)

北上市 国の制度との異同

扶
養
手
当

①配偶者　　      　　　  10,000円
②子　  　　　　　　　　8,000円
③父母など　  １人につき6,500円
　16 ～ 22歳の子5,000円加算

 同じ

住
居
手
当

　貸家・貸間
　支給限度額　27,000円  同じ

通
勤
手
当

①交通機関(電車・バスなど)利用者
　実費支給限度額50,000円
②交通用具(自動車など)利用者
　距離に応じ2,300円～ 24,500円

①交通機関利用者
　限度額55,000円
②交通用具利用者           
       距離に応じ2,000   
    円～31,600円

寒
冷
地
手
当

①扶養親族のある世帯主   17,800円
②その他の世帯主                10,200円
③その他                                   7,360円
※11 ～３月のみ支給。

 同じ

(平成29年４月１日現在)
扶養手当・住居手当・通勤手当・寒冷地手当

区　分 自己都合 勧奨・定年など
勤続20年 20.445月分   25.55625月分
勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 41.325月分     49.59月分

最高限度額 49.59月分      49.59月分
その他の特例加算措置

定年前早期退職特例措置 － ２～ 45％加算

※１人当たり平均支給額 396万円 2,157万円

(平成29年４月１日現在)退職手当

※平成28年度に退職した職員に支給された平均額。

区　分 北上市 国
期末手当 2.60月分 2.60月分
勤勉手当 1.70月分 1.70月分

(平成28年度の支給割合)期末・勤勉手当

区　分 平成27年度 平成28年度
支給総額 1億9,350万円 　2億92万円

職員１人当たり平均支給年額 　　    32万円 　       34万円

時間外勤務手当

　このほか詳細は、市のホームページ人事・採用
のコーナーに掲載していますのでご覧ください。
　   http://www.city.kitakami.iwate.jp/bunya/ 
       saiyo02/
問い合わせ　総務課☎72-8227

URL

区　分
北上市 国

平均給料月額 平均
年齢 平均給料月額 平均

年齢
一般行政職     307,847円 39.7歳     330,531円 43.6歳

技能労務職     298,675円 44.8歳     286,833円 50.6歳

(平成29年４月１日現在)平均給料月額と平均年齢

※一般行政職は一般行政事務に従事する事務・技術職員を
言い、技能労務職は校務技能員、運転技士などを言います。
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市職員の給与な     どを公表します
　行政運営の公正化と透明性をより高めるた　　　　　　め、条例に基づき、市職員の任用や給与、
勤務条件など人事行政の運営状況について市　　　　　　民の皆さんにお知らせします。

　職員の任免および職員数に関する状況

職員の採用(人)
区　分 試験の種類 合計上級 中級 初級

16 ４ ７ 27
事務職 16 ０ ６ 22
技術職 ０ ４ １ ５

技能労務職 ０ ０ ０ ０

(平成29年４月１日)

一　般　職

(各年４月１日現在)部門別職員数(人)

部　門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
平成28年 平成29年

議　会      ７      ７     0
総　務 132  113 △19 国体推進課の廃止など

税　務    46    46     ０
労　働      ２      ２     ０

農林水産    31    30 △１ 産業雇用支援課への配置転換

商　工    23    25 　2 産業雇用等業務の強化など

土　木    50    50     ０
民　生  145  145     ０
衛　生    45    46 　１ 保健師の補充

計 481  464 △17
教　育 131  131     ０
水　道      ０      ０     ０
下水道    14    14 　０
その他    23    23 　０
合　計 649 632 △17

一
般
行
政
部
門

( 短時間勤務再任用職員は除く )

区　分 北上市 国(一般職)

一般行政職
大学卒 179,800円 178,200円

高校卒 147,400円 146,100円

(平成29年４月１日現在)初任給

区分 標準的な職 職員数(人) 構成比(％)
１級 主事・技師 64 11.2
２級 主　査 105 18.4
３級 主　任 177 31.1
４級 係　長 109 19.1
５級 課長補佐 65 11.4
６級 課　長 38 6.7
７級 部　長 12 2.1

計 570 100

(平成29年４月１日現在)一般職の級別職員数

( 短時間勤務再任用職員は除く )

技能労務職の級別職員数
区分 職員数(人) 構成比(％)
１級  ６   9.7
２級  ６   9.7
３級  ４   6.5
４級  １   1.6
５級  45 72.5

計  62  100

(平成29年４月１日現在)

( 短時間勤務再任用職員は除く )

(注)人件費には、特別職    
　  に支給される給料・   
      報酬などを含みます

(注)職員手当には退職
　  手当を含みません

職員１人当たり
の給与費　
　　549万円

人件費
(平成28年度普通会計決算)

職員給与費
(平成28年度普通会計決算)

　    歳出額
363億7,335万円

人件費  13.6％
49億6,371万円 

職員数
 612人

　  給与費計
33億6,263万円

給料  64.3％
21億6,233万円

期末・勤勉手当
 　　　   24.1％
    8億1,016万円

職員手当  11.6％
3億9,014万円

　職員の給与の状況

(注)給与とは、給料と扶養手当、時間外手当、期末     
　   勤勉手当などの諸手当の額を合計したものです

定年退職 その他の退職 再任用後の離職 合計

12 43 ３ 58

(平成28年度)

※その他の退職…早期退職、自己都合による退職、任期付
　　　　　　　　 職員の任用期間満了による退職。
※再任用後の離職…再任用職員の任用期間満了による退職。

退職(人)
※ ※

区　分 常時勤務 短時間勤務 合計
３ 15 18

事務職 ０ 13 13
技術職 ３ ２ ５

技能労務職 ３ ３ ６

(平成29年度)再任用職員の採用(人)

一　般　職

※再任用の期間を更新した場合にも、採用として数に計上。

※

年 ３ 23 24 25 26 27 28 29 合計
職員数 822 636 634 640 631 652 649 632
前年比 ★(△186) 0 △2 6 △9 21 △3 △17 △190

★カッコ内は平成３～ 22年度の職員の増減。

(各年４月１日現在)職員数の推移(人)
※

※旧北上市、旧和賀町、旧江釣子村が合併して新北上市が発足。
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問い合わせ　生涯学習文化課　☎72-8304

オープニング(合唱)
　曲目｢秋の子｣(サトウハチロー作詞) 江釣子小学校合唱課外
表彰　授与者：北上市長、表彰補助：北上翔南高校演劇部
作品朗読　最優秀賞、優秀賞、特別賞受賞者による朗読
サトウハチロー童謡曲合唱
　曲目｢わらいかわせみに話すなよ｣(サトウハチロー作詞)

　　　　　　　　　　　　黒沢尻幼稚園年中・年長組
　曲目｢とんとんともだち｣(サトウハチロー作詞)

　　　　　　専修大学北上幼稚園年長組
市内小・中学校によるミニコンサート
　曲目｢さわると秋が寂しがる｣(サトウハチロー作詞)ほか

江釣子小学校合唱課外
　曲目｢リンゴの唄｣(サトウハチロー作詞)ほか

　　　　　南中学校吹奏楽部
エンディング(全体合唱)
　　曲目｢ちいさい秋みつけた｣(サトウハチロー作詞)

　　　　　　　　伴奏：南中学校吹奏楽部

サトウハチロー記念　第21回表彰式・入賞発表会｢おかあさんありがとうコンサート2017｣

｢お母さんの休けい場しょ｣
　稲垣　心

こ こ ね

寧
　(愛知県西尾市立中畑小学校２年)

●とき…10月28日(土)13:30～(開場は13:00)
●ところ…さくらホール・大ホール
●入場料…無料。申し込みは不要です。直接会場へお越
　　　　　しください

審査結果(敬称略)

サトウハチロー記念　第21回｢おかあさんの詩
うた

｣全国コンクール

審査結果発表＆表彰式･コンサート開催
　20歳以下の人を対象に募集した第21回｢おかあさんの詩｣全国コンクールに、2,969編ものおかあさんへの想いがこ
もった詩が寄せられました。たくさんのご応募ありがとうございました。厳正な審査の結果決定した、特別賞以上の
受賞者・作品は次のとおりです。
　また、表彰のほか、受賞者による作品の朗読、市内幼稚園児や小・中学生によるサトウハチロー童謡曲などの合唱、
吹奏楽の演奏を行う『サトウハチロー記念　第21回表彰式・入賞発表会｢おかあさんありがとうコンサート2017｣』を
開催します。どなたでも入場できますので、ぜひご来場ください。　      

▲

問い合わせ…生涯学習文化課　☎72-8304

　第１回～19回コンクールの最優秀賞作品と第20回・21回の特別
賞以上の作品、サトウハチローさんの紹介パネルなどを展示した移
動企画展を開催します。入場は無料ですので、この機会にぜひご覧
ください。
●とき…10月16日(月)～28日(土)9:00～22:00(最終日は15:30まで)
●ところ…さくらホール１階

サトウハチロー記念｢おかあさんの詩｣全国コンクール

移動企画展

｢はくしゅ｣
　伊藤　鈴

す ず か

夏
　(北上市立いわさき小学校６年)
｢いらっしゃいませ｣
　神谷　徠

ら い き

生
　(愛知県西尾市立中畑小学校１年)

｢四次元バッグ｣
　田中　響

ひ び き

貴
　(佐賀県佐賀大学教育学部附属
　 小学校４年)
｢母ちゃんとつくしんぼう｣
　菊池　苺

まい

　(奥州市立木細工小学校３年)

◎最優秀賞 ・特別賞○優秀賞

生涯学習センターで開催されている
移動企画展(10月15日まで)

昨年の表彰式でサトウハチローさん作詞の
曲を演奏する上野中学校吹奏楽部の皆さん

※当日会場で、今回の入賞作品集を無料で差し上げます。
※未就学児童のための託児所を設置します。利用を希望
する人は10月20日(金)までに同課へ。

●プログラム
　(司会：黒沢尻北高校放送部２年　小田嶋千夏、高橋千穂)
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県内で活動する新体操やチアリーディング、一輪車などの団体が演技を繰り広げます。
さまざまな競技に取り組む選手をぜひご覧ください(上履きをご持参ください)。

問い合わせ　(公財)北上市体育協会☎67-6720　スポーツ推進課☎72-8270

 ところ：北上総合体育館
 とき：12 月３日(日) 13:00～15:30

(開場は10:00)

東京女子体育大学新体操部

箕
みのお

面自由学園高等学校
チアリーダー部

KITAKAMIアーティスティックスポーツフェスタ2017

●北上総合体育館、江釣子ショッピングセンター・パル、

さくらホール、チケットぴあで販売(指定席は北上総合体

育館のみ)。

●３歳未満は無料。ただし、中学生以上の人と同伴とし、

中学生以上一人につき無料の幼児は一人までとします。３

歳未満でも座席が必要なときは小学生以下の料金となりま

す。

前 売 券 【 販 売 開 始 ：11月５日(日) 1 0 : 0 0 】

【指定席Ａ席】小学生以下1,500円　中学生以上2,000円

【指定席Ｂ席】小学生以下1,000円　中学生以上1,500円

【自   由   席】小学生以下1,200円　中学生以上1,700円

【指定席Ａ席】小学生以下2,000円　中学生以上2,500円

【指定席Ｂ席】小学生以下1,500円　中学生以上2,000円

【自   由   席】小学生以下  500円　中学生以上1,000円

  当日券(前売券が売り切れた場合は販売しません)

青森大学男子新体操部

　北上市や金ケ崎町のものづくり企業が一堂に会し、企業紹介、工業製品の展示、ものづくり体験などを行い
ます。子どもから大人まで楽しめるイベントですので、ぜひお越しください。

2017
とき：10月27日(金)・28日(土)・29日(日) ところ：北上総合体育館

きたかみ・
かねがさき ～知ろう地域のものづくり～

問い合わせ　
北上工業クラブ事務局　☎66-3000
産業雇用支援課　　　　☎72-8242

10:00～16:00 (29日は15:30まで)

工業展示／大アリーナ
企業、大学、工業高校などの展示

(105ブース)

ものづくり体験(28・29日)
　　　　　　　　    ／小アリーナ
・木製マガジンラック(塗装あり)
・銅板キャラクター
・LED親子工作
・介護ロボット─など

特別イベント／大アリーナ
・どきどきわくわく科学未来館
・サイエンスショー
・ドローンスクール
・マイコンカーコーナー
・製造業コマ大戦(29日10:30～
　15:00)

同時開催！きたかみグルメメッセ
／同体育館入り口前

市内や沿岸地域などのおいしいも
のが勢ぞろい！

☆北上駅東口─北上総合運動公園
間の無料シャトルバスをご利用く
ださい
◎北上駅東口前発
　  9:30、10:30、11:30、13:30
◎北上総合運動公園前発
　11:00、12:00、14:00、15:00、
　16:00

ゲスト団体
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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

　市のホームページは月平均約50,000件のアク
セスがあり、市民のほか県外など、多くの人に
閲覧されています。バナー広告はトップページ
に表示され、掲載枠は６枠です。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
及び地方消費税を含む)△

申し込み…ホームぺージ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、郵
送(〒024-8501住所記載不要)で都市プロモーシ
ョン課☎72-8230へ

市のホームページにバナー広告を掲載しませんか！

不要な本を寄贈してください
北上読書連絡会

(武
たけはな

塙)☎090-4314-7561

　｢秋の古本市｣(11月５日(日)開催)で
販売する不要な本を寄贈してくださ
い。売り上げの一部でお年寄りや視
力の弱い人のための大活字本などを
購入し、図書館に寄贈します。△

とき…①10月13日(金)～11月２日
(木)②10月13日(金)～31日(火)△

ところ…①中央図書館②和賀・江釣
子図書館
※漫画、雑誌、教科書、古い百科事典、
古い文学全集、サインの入ったもの、
汚破損本はご遠慮ください。

湯田ダム管理支所  ☎0197-74-2011

流木の無料提供
　

錦秋湖で発生した流木を提供します。△

とき…10月23日(月)～11月15日(水)
午前９時～午後５時(休日も対応しま
す)△

ところ…同支所(西和賀町杉名畑44-
162-15)

シャドーボックス教室
(代表)畠山☎64-0023

第６回シャドーボックス教室
作品展

△

とき…10月28日(土)・29日(日)午前
10時～午後６時
※29日は午後４時まで。△

ところ…江釣子ショッピングセン
ター・パル２Fコスモホール△

内容…シャドーボックス(ハンドク
ラフト)の展示

あけのほしまつり
暁の星幼稚園    　　　　☎65-2082△

とき…10月28日(土)午前10時～午
後１時△

ところ…同園(中野町二丁目23-7)△
内容…園庭開放、あそびのコーナー、

縁日コーナー、軽食販売、幼稚園制服
バザーなど

秋の古本市

△

とき…11月５日(日)午前10時～午後
２時△

ところ…中央図書館前庭(雨天の場
合、同館北側ともしび号車庫)

北上読書連絡会
(武

たけはな

塙)☎090-4314-7561

東海林法律事務所   ☎019-623-9511

高齢者・障がい者なんでも
110番(無料)

△

とき…11月８日(水)午後１時～５時△

ところ…岩手県福祉総合相談セン
ター３階(盛岡市本町通3-19-1)△

内容…高齢者や障がい者、その家族
からの法律・介護・福祉サービス・年
金などの相談に電話や面接で応じます△

相談専用電話…019-625-0110

花巻年金事務所      ☎0198-23-3351

　国民年金保険料は納期から２年を過
ぎると納付できませんが｢５年の後納
制度｣を利用すると過去５年分まで収
めることができます。納付により年金
額が増えたり、納付した期間が不足し
て年金を受給できなかった人が年金受
給資格を得られる場合があります。た
だし、すでに老齢基礎年金を受給し
ている人は申し込みできません。｢５
年の後納制度｣は30年９月30日(日)を
もって終了します。△

申請先…30年９月28日(金)までに郵
送(〒025-0098花巻市材木町8-8)また
は直接同事務所へ
※納付書が届くまでに時間がかかる場
合がありますので早めに申し込んでく
ださい。申込書は本庁舎国保年金課に
設置しているほか日本年金機構のホー
ムページからダウンロードできます。△

持ち物…①基礎年金番号がわかるも
の(年金手帳など)または、本人確認書
類(運転免許証や健康保険証)など②印
鑑(スタンプ式不可)

国民年金保険料の後納制度

今月は市県民税３期、国民健康保
険税４期、介護保険料４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。

第６回現代川柳の集い
日本現代詩歌文学館　      ☎65-1728

　４年に一度の全国川柳大会です。△

とき…10月28日(土)当日投句＝午前
10時～(投句締切：午前11時30分)、集
い＝午後１時～△

ところ…同文学館△

内容…第６回日本現代詩歌文学館館
長賞受賞の梅

う め ざ き

崎流
り ゅ う せ い

青氏による講演｢次
代に残しておきたいもの｣、当日題・
宿題入選作表彰、選評△

当日題選者…佐藤岳
が く し ゅ ん

俊氏、雫石隆
り ゅ う こ

子
氏△

投句料…1,000円(各題２句、未発表
作)
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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!!

　広報きたかみ企画号(毎月第４金曜日発行)で
紹介する、市内にお住まいの３歳までのお子さ
んを募集しています。　△

申し込み…①お子さんの名前②性別③生年月
日④40字以内のメッセージ⑤お父さん・お母
さんの名前⑥住所⑦連絡先⑧写真(データ可)を

直接お持ちになるか、郵送(〒024-8501住所不
要)または電子メールで、都市プロモーション
課へ。△

問い合わせ
都市プロモーション課(本庁舎２階)
☎72-8230　 promo@city.kitakami.iwate.jp

広報きたかみにお子さんの写真を掲載しませんか？

北上市赤十字奉仕団団員
福祉課　　　　　　　　  ☎72-8213　

北上市赤十字奉仕団は日本赤十字
社の関連団体として高齢者福祉施設
での奉仕活動や献血の呼びかけ活動、
ひとり暮らし高齢者へのハガキによ
る奉仕活動などを行っています。一
緒に奉仕活動に参加してみませんか。△

申し込み…同課へ

自然探索会～和賀仙人姥杉～

△

とき…10月29日(日)①午前８時25
分本庁舎正面玄関集合②午前９時和賀
庁舎正面玄関集合△

ところ…和賀仙人姥杉△

内容…自然散策、景勝園で昼食
※市バスで移動します。希望者は景勝
園で温泉入浴可(費用は自己負担)。△

定員…20人(先着順)△

参加料…無料△

持ち物…昼食、飲み物、雨具、タオ
ル、軽登山に適した服装と靴△

申し込み…10月16日(月)午前９時か
ら電話で同事務局へ

和賀川の清流を守る会
(事務局)環境政策課☎72ｰ8281

行政困りごと・被災者支援
一日合同行政相談所

　各行政機関(国、県、市など)が合
同で相談会を開催します。相談は無
料、秘密厳守です。気軽にご相談く
ださい。　△

とき…10月27日(金)午前10時～午
後３時30分△

ところ…本庁舎５階会議室△

内容…年金、税金、道路、登記、被
災した人の生活再建に関すること、法
律相談など
※法律相談は申し込みが必要です。
＜法律相談＞△

定員…15人(先着順、相談時間は一
人20分以内)△

申し込み…当日、午前９時30分か
ら会場で受け付け

総務省岩手行政監視行政相談センター
☎0570-090110

都市計画課　　　　　　 ☎72-8276△

とき…10月22日(日)午前９時30分～
11時30分ごろ△

ところ…二子・黒岩・立花・川岸
(集合場所：北上駅東口の鬼剣舞広場)△

内容…北上川沿いの景観資産(昭和
橋～川岸地区)をバス・船を使用し見学△

定員・参加料…21人(申し込み多数
の場合は抽選)・無料△

持ち物…飲み物、雨具、歩きやすい
服装と靴△

申し込み…10月19日(木)午後３時ま
でにNPO法人いわてNPO-NETサポート
(☎61-5035)へ(受付時間：平日午前10時
～午後５時)
※駐車場は北上駅東口駐車場をご利用
ください(駐車料金は自己負担)。

景観さんぽ特別編
～北上川からの景観めぐり～

｢まだ行ける  渡れそうでも  待つゆとり｣
重点
●人も車も自転車も｢止まって確認｣
　の励行
●反射財用品等の着用推進
●ライトの早め点灯、原則上向きラ
　イト走行の推進

北上市交通安全対策協議会
(地域づくり課)　☎72-8301

高齢者の交通事故防止県民運動
10月17日(火)～31日(火)

古典文学講座｢万葉集ー万葉
の恋と季節｣

△

とき…11月15日(水)、22日(水)、29
日(水)、12月６日(水)、13日(水)、20
日(水)午後２時～４時(全６回)△

ところ…同文学館２階会議室△

内容…万葉人
びと

のさまざまな恋の歌と、
万葉の時代の四季折々の歌を学びます△

講師…佐々木民夫氏(岩手県立大学
名誉教授)△

定員…30人(先着順)△

受講料…2,000円(学生無料)△

申し込み…10月18日(水)から直接ま
たは、電話、ファクス、電子メールで
同文学館へ

日本現代詩歌文学館　    ☎65-1728         
      64-3621　 shiika@shiikabun.jpＦＡＸ

　市内の戦争遺跡を見学し、平和へ
の誓いを新たにします。△

とき…11月５日(日)午前９時～午後
５時△

ところ…市内の戦争遺跡△

対象…大人、幼児、小・中学生、高
校生と保護者△

受講料…大人・保護者：1,500円(資
料代含む)、幼児、小・中学生、高校
生：1,000円△

申し込み…10月14日(土)から電話で
同館へ
※問い合わせ・申し込みは月・火曜日
を除く午前10時～午後４時。

北上市内の戦争遺跡見学会
北上平和記念展示館 　　  ☎73-5876      
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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。

子育て教室｢歯っぴースマイ
ル！健やかな歯を｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター　　　　　　　　   ☎67-1021　

歯磨きなど、歯の悩みを歯科衛生
士さんに聞いてみませんか。△

とき…11月14日(火)午前10時～11時△

ところ…同支援センター△

対象…０歳～就園前の子と親△

定員…15組(先着順)△

持ち物…お子さんがいつも使ってい
る歯ブラシ、水分補給の水またはお茶△

申し込み…10月17日(火)から直接、
または電話で同支援センターへ

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｢親子でリズム体
操をしよう！｣

△

とき…11月８日(水)午前10時～11時△

ところ…同保育園ホール△

対象…首のすわった生後４カ月～就
園前の子と親△

定員…15組(先着順)△

持ち物…動きやすい服装、上履き、
汗拭きタオル、飲み物(水分補給用)、
バスタオル△

申し込み…10月17日(火)から直接、
または電話で同支援センターへ

子育て教室｢スクラップブッ
キング｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター　 　　　　　　   ☎67-1021

　スクラップブッキングは、写真を飾
り笑顔や思い出をカタチに残す、子育
て中のママに大人気のクラフトです。△

とき…11月１日(水)午前10時～11
時30分△

ところ…同保育園地域子育て支援セ
ンター室△

対象…就園前の子と親△
定員…12組(先着順)△

料金…500円(材料代)△

持ち物…プリントした写真(Ｌ版か
はがきサイズ)５枚程度、水分補給用
の水かお茶△

申し込み…10月17日(火)から直接、
または電話で同支援センターへ

地域とはじめる環境報告会
環境政策課                  ☎72-8281

　北工業団地にある下記の３社の施
設見学および意見交換会を実施しま
す。
①スリーエムジャパンプロダクツ(株)
②(株)ジャパンセミコンダクター
③シチズン時計マニュファクチャリン
グ(株)△

とき…①11月11日(土)②11月14日
(火)③11月16日(木)
※①～③ともに午後１時30分～４時。△

集合場所…①は直接同社へ。②③は
開催日の午後１時に中央図書館西側駐
車場集合(送迎バスあり)。△

定員…各20人(先着順)△

申し込み…10月16日(月)から電話で
同課へ

障がいのある方の権利に関す
る講演会
福祉課　　　　　　　　  ☎72-8214△

とき…11月18日(土)午後２時～４時
(受け付けは午後１時30分～)△

ところ…日本現代詩歌文学館講堂△

内容…毎日新聞社論説委員の野澤和
弘氏による障がいのある人の権利、障
がいのある人に対する合理的配慮につ
いての講演△

対象…障がいのある人の支援関係者
や市民△

定員・参加料…240人(先着順)・無料△

申し込み…10月31日(火)までに同課へ

岩手県最低賃金が改正されました

改正額…738円(時間額)
発効日…10月１日
詳 細 は 岩 手 労 働 局 の ホ ー ム ペ ー
ジをご覧ください(http:// iwate-
roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp) 

岩手労働局労働基準部賃金室
☎019-604-3008

｢秋の古本市｣ボランティア
北上読書連絡会

(武
たけはな

塙)☎090-4314-7561△
とき…11月５日(日)午前９時～午後

３時△
ところ…中央図書館△

内容…本の運搬・会場準備・本の販
売・片づけなど△

申し込み…11月２日(木)までに同会へ
※従事者には弁当の支給があります。

都市計画課　　　　　　  ☎72-8276

　市は、あじさい都市の実現を目
指し、都市機能の集約を図る｢立地
適性化計画｣の策定を進めています。
同計画に関する説明会を開催します。△

とき…10月23日(月)午後６時～７時△

ところ…本庁舎５階第１会議室△

申し込み…不要

立地適性化計画に関する住
民説明会
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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。

乙種防火管理講習

△

とき…10月28日(土)午前９時～午後
４時△

ところ…北上地区消防組合本部大会
議室△

内容…乙種防火管理者の資格取得の
ための講習△

定員…48人△
受講料…2,000円(テキスト代)△

申し込み…10月25日(水)までに同課
へ。受講案内や申込書は同組合のホー
ムページ( http://www.firedp.kitakami.
iwate.jp/)からダウンロードできるほ
か、北上消防署でも配布しています

北上地区消防組合消防本部予防課
　　　　　☎65-5173 ＦＡＸ 65-5170

　30年度採用の職員を募集します。△

採用予定者数…１人△

受験資格…①昭和58年４月２日～平
成８年４月１日生まれで大学を卒業見
込みまたは卒業した人②社会福祉主事
資格、または社会福祉士の資格を有す
る人③普通自動車運転免許を有する人
※②③は取得見込みも可。△

試験日…11月12日(日)△

試験会場…北上市総合福祉センター△

申 し 込 み …10月16日(月) ～ 31日
(火)の間に郵送(〒024-0012常盤台二
丁目1-63)または直接、同協議会へ(当
日消印有効)
※受験案内・申込書は同協議会の窓口
で配布しているほか、ホームページか
らもダウンロードできます。

社会福祉法人北上市社会福祉
協議会職員
同協議会　　　　  　　☎64-1212
　　 http://www.kitakmi-shakyo.jp/ＵＲＬ

第26回里山散策会～紅葉のブ
ナ林満喫～

△

とき…10月28日(土)午前９時中央図
書館西側駐車場集合△

ところ…駒ヶ岳山麓(金ケ崎町)△

内容…山麓の散策、永岡温泉で昼食、
入浴、休憩、懇談△

対象…がん体験者、家族、支援者△

定員…35人△

参加料…3,000円(入浴、弁当、バス
送迎、保険代含む)△

持ち物…飲み物・着替え、タオル、
軍手、雨具など、△

申し込み…10月21日(土)までに、電
話またはファクスで同会へ

ペイシェントアクティブ  びわの会
(吉川)☎ ＦＡＸ 63-6755

　

公共職業訓練12月開始コースの受
講生を募集します。△

訓練期間…①12月１日(金)～30年５
月31日(木)②12月７日(木)～30年６月
27日(水)△

対象…再就職に意欲のある人△

募集科…①ビル管理技術科②機械加
工エンジニア科△

定員…各15人(①②とも選考)△

受講料…無料△

選考日…11月７日(火)△

申し込み…10月31日(火)までにお近
くのハローワークへ
施設見学会△

とき…10月18日(水)、25日(水)午前
９時15分～午後０時30分

ハロートレーニング(公共職
業訓練)受講生
ポリテクセンター岩手

　 　　 (訓練課)☎0198-23-5712

第２回北上・展勝地サイクリ
ングロードマラソン記録会

　誰でも気軽に参加できる大会です。
あなたも記録をとってみませんか。△

とき…10月29日(日)午前10時～(受
け付けは午前９時～、展勝地駐車場集
合)△

ところ…展勝地サイクリングロード△

コース…①10km②５km③２km△

参加料…大人1,000円、高校生500
円、小・中学生300円(保険料含む)△

申し込み…10月24日(火)までに、電
話またはファクスで同連盟へ

スポーツ連盟岩手県連盟
　　　　　(安

あ ん ぽ

保)☎080-3142-3004
　　019-638-6825ＦＡＸ

△

とき…10月29日(日)午前８時50
分～午後５時30分△

ところ…北上市総合福祉センター△
内容…心肺蘇生法、ＡＥＤ使用方

法、その他の応急手当の訓練△

対象…北上市または西和賀町に勤
務、在学、居住する中学生以上の人△

定員・受講料…40人(先着順)・無料△

持ち物…筆記用具、ストッキング、
食品用ラップ、動きやすい服装(ス
カート不可)、昼食
※ストッキング、食品用ラップは外傷
手当の訓練で使用します。△

申し込み…10月25日(水)までに電話
(土・日曜日、祝日は☎64-1122)で同
課へ

上級救命講習会
北上地区消防組合警防課 ☎65-5176
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市の電子メール（e-mail）アドレス
kitakami@city.kitakami.iwate.jp
市のホームページ
http://www.city.kitakami.iwate.jp/

障がい者スポーツ教室
福祉課　　　　　　　　  ☎72-8214△

とき…11月16日(木)午後１時30分～
３時△

ところ…北上総合体育館大アリーナ△

内容…ニュースポーツ(ボウリング
や輪投げなど)△

対象・参加料…市内在住の障がい者、
市内の障がい者団体などに所属してい
る障がい者と支援員・無料△

持ち物…上履き、飲み物△

申し込み…11月８日(水)までに同課へ

平成29年度第２回公開講座
北上コンピュータ・アカデミー

☎64-6551△

とき…11月６日(月)～８日(水)午後
６時30分～８時30分(全３回)△

ところ…同校△

内容…①Excel講座②親子プログラ
ミング講座③PowerPoint講座△

定員…各24人(先着順)△

受講料…1,000円(①は別途テキス
ト・教材費2,100円)
※北上情報処理学園会員企業の従業員
とその家族はテキスト・教材費のみ。
使用ソフトは2013バージョンで実施。
②の講座は親のみでの参加可。親子で
参加の場合、子どもは無料。△

申し込み…10月16日(月)～27日(金)
の間に電話で同校へ

｢親亡き後の生活を考える｣学
習会
北上市自立支援協議会くらし支援部会

(事務局)福祉課☎72-8214

　親が亡くなった後、障がい者が自
立して生活するため、家族として何
をすべきか考え、必要な知識を学び
ましょう。△

とき…11月２日(木)午後１時30分～
３時30分(受け付けは午後１時～)△

ところ…北上市総合福祉センター２
階研修室△

内容…グループホームの生活につい
て管理者と利用者のパネルディスカッ
ション、｢サービス等利用計画｣の学習△

対象…障がい者や保護者など関係者、
市民△

参加料…無料△

申し込み…10月27日(金)までに同課
へ

市営住宅入居者(12月１日入居)

△

募集期間…10月31日(火)まで△

応募できる人…①同居する親族がい
ること(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189.6万円以内である
こと(人数によってそれ以上でも入居
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こと－など
■募集がある月は、月初めに募集案内
を３庁舎に置いています
住宅団地名 家　賃　(円) 募集戸数

相去(中層) 19,100 ～  28,500 １(単身可)

大堤(平屋)    5,500 ～    8,200 １(単身可)

沢野(中層) 21,000 ～  31,300 １(単身可)

佐野(平屋) 4,400 ～    6,600 １(単身可)

柏野(戸建) 17,700 ～  26,400 １(単身可)

細越(中層) 27,200 ～  40,600 1

市営住宅管理センター      ☎61-5280

　

相続と登記の基礎知識や相続登記の
手続きなどについて、分かりやすくご
説明します。△

とき…11月７日(火)午後１時30分～
３時30分△

ところ…生涯学習センター第１学習
室△

定員・参加料…60人(先着順)・無料△

申し込み…同支局へ

法務局市民講座｢よくわかる
相続と登記　あなたの想いを
遺言で｣
盛岡地方法務局花巻支局 

☎0198-24-8311 

△

とき…10月29日(日)午前９時～△

ところ…同事務所集合△

参加料…100円(保険料)
※小学生は無料(保護者同伴のこと)。△

持ち物…雨具、帽子、タオル、軍
手、水筒、長袖・長ズボンの歩きやす
い服装など△

申し込み…10月26日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

憩いの森ウオーキング
憩いの森管理事務所       ☎64-7447

育児講座｢はじめてのママの
おしゃべりサロン｣

△
とき…11月７日(火)午前10時30分～

11時30分△

ところ…生涯学習センター和室△

対象…２カ月～８カ月の子と母親△

定員…10組(先着順)△

申し込み…10月16日(月)から同支援
センターへ

大通り保育園地域子育て支援センター
☎63-2118
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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。

　来年度小学校に入学予定のお子さん
(23年４月２日～24年４月１日生まれ)
の健康診断を行います。詳しい健診日
時などは、対象者の保護者あてに送付
する通知書でお知らせします。10月
下旬までに通知書(10月２日(月)発送
済)が届かない場合は同課へお問い合
わせください。△

健康診断の時期…10月中旬～11月△

健康診断の場所…市内各小学校

学校教育課               　 ☎72-8258

小学校入学予定児の健康診断
県民手帳の販売

　11月１日(水)から30年１月22日(月)
まで同課、江釣子・和賀各庁舎の市民
課民生係で販売します。△

種類…県民手帳700円、能率手帳
800円、農業日誌1,215円、ファミ
リー日誌1,215円、新農家暦416円
※農業日誌、ファミリー日誌、新農家暦
は11月６日(月)までに予約が必要です。

総務課  　 　　　　  　  ☎72-8228

消費税の軽減税率に関する説
明会
花巻税務署法人課税第一部門　  

☎0198-23-3341 内線  27

　事業者を対象に、消費税の軽減税
率制度に関する説明会を開催します。
多くの事業者に関係のある制度です
ので、ぜひお越しください。△

とき…11月９日(木)午前10時～11
時30分、午後２時～３時30分
※内容はどちらも同じ。△

ところ…花巻市文化会館(花巻市若
葉町３-16-22)△

定員…300人(先着順)
※駐車場には限りがありますので、公
共交通機関を利用してください。

鬼の館ハロウィンウイーク
2017
鬼の館                    　    ☎73-8488

　ハロウィンに合わせイベントを行い
ます。今年は世界の仮面コーナーの中
のインドネシアの仮面に注目します。
同館で世界の文化に触れてみませんか。△

期間…10月23日(月)～31日(火)△

内容…①仮装して来館した小学生以
下のお子さんへお菓子をプレゼント②
仮面クイズ解答者へ仮面カードをプレ
ゼント③コロコロ鬼ボウリングコー
ナー(開催は10月28日(土)・29日(日)
午前10時～正午、午後１時～３時)

北上地域農業祭

△

とき…10月28日(土)午前９時～午後
３時、29日(日)午前９時30分～午後３時△

ところ…ＪＡいわて花巻北上支店△

内容…鬼剣舞の演舞、芸能公演、餅
まき、芋の子汁やきたかみ牛などの振
る舞い、各支店によるテント村

農業振興課　　　　　　   ☎72-8238

差し押さえ不動産の公売

△

とき…11月28日(火)午前10時～△

ところ…本庁舎５階第２会議室△

公売方法…入札△

公売物件…①土地・建物宅地(上野
町一丁目246-2：128㎡)、物置【木造
亜鉛メッキ鋼板葺平家建】(28.98㎡)、
車庫【鉄筋コンクリート造陸屋根平家
建】(10.80㎡)②土地宅地(常盤台三丁
目397：248.83㎡)△

最低入札価格(公売保証金)…①99万
円(10万円)②534万円(60万円)
※申し込みなどの詳細は市のホーム
ページ、または同課の窓口にある｢公
売広報｣をご覧いただくか、同課へお
問い合わせください。

収納課　　　　　    　   ☎72-8253

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…10月29日(日)午前９時～午後
４時30分△

ところ…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。

収納課 　　　　　　　　  ☎72-8253

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

△

とき…月～金曜日の午前９時から午
後５時△

内容…自動車事故の被害に遭った人
への無料相談。損害賠償問題の紛争問
題解決を弁護士がお手伝いします△

申し込み…電話で同支部へ

交通事故の紛争解決窓口
(公財)交通事故紛争処理センター仙台
支部　      　　 　☎022-263-7231
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平成29年度の広報きたかみへの広告掲載については、(株)東広社(☎64-1523)へお問い合わせください。

　今回は、住民税に関してよくある質問とその回答を紹
介します。

なるほど、住民税！②

問い合わせ　市民税課　☎72-8209

住民税についてよくある質問

Ａ.次の①～③のいずれかに該当する人です。
①その年の１月１日現在、生活保護法の規定により生活
　扶助を受けている人
②その年の１月１日現在、障がい者・未成年者・寡婦          
　(夫)のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が125
　万円以下の人
③前年中の合計所得金額が下記表の金額以下の人
※扶養の人数によって基準金額が異なります。具体的に
は以下の通りです。

●合計所得金額…純損失または雑損失の繰越控除前の総
所得金額、特別控除前の長期譲渡所得金額、特別控除前
の短期譲渡所得の金額、株式などに係る譲渡所得金額、
先物取引に係る雑所得の金額、山林所得金額および退職
所得金額(分離課税分を除く)の合計金額。
※住民税が非課税の人には税額通知書を発送しません。

 住民税が課税されない(非課税)人を教えてください

扶養の人数 合計所得金額 給与収入のみの場合

０人    280,000 円 ～　930,000 円

１人    728,000 円 ～ 1,378,000 円

２人 1,008,000 円 ～ 1,683,999 円

３人 1,288,000 円 ～ 2,099,999 円

４人 1,568,000 円 ～ 2,499,999 円

Ａ.その年の４月１日現在、満65歳以上で前年の年金所
得にかかる住民税の納税義務のある人が対象です。
　新たに特別徴収の対象となる人は、初年度に限り、前
半は１期、２期の納付書または口座振替で納めていただ
きます。後半は10月、12月、翌年２月の公的年金支給
分からの天引きとなります。
※納付方法を変更することはできません。

 年金特別徴収制度(年金天引き)はどのような人が
　　対象になるのでしょうか？

☎72-8284

157

詳しくは環境政策課

衣類・パソコン・小型家電などの
拠点回収(無料)

　家庭で不用となった衣類・パソコン・小型家電などを
無料で回収します。

▽とき…10月29日(日)午前９時～午後１時

▽ところ…有限会社マルサ商会　成田営業所
　　　　　(成田26-83-10　☎68-4103)

▽回収品目
①衣類…素材は問いません。着物、スキーウエアなども
回収します。ただし、汚れたもの、濡れたもの、カビの
生えたもの、下着は回収しません。　
②パソコン本体…ディスプレイ、キーボード、マウス、
電源コードなどの周辺機器は回収しません。回収できな
いものは返却します。なお、パソコン本体は分解し分別
処理されますが、データは各自で責任を持って消去して
ください。
③小型家電…次の６品目を回収します。
・デジタルカメラ
・ゲーム機
・ゲームソフト(ディスク状のものを除く)
・携帯電話(ＰＨＳを含む)
・電子辞書
・タブレット
※事業所や店舗などで発生したごみは対象外です。回収
できないものは返却します。

ごみの野外焼却(野焼き)はやめましょう
　廃棄物の野外焼却は法律および県条例で禁止され
ています。
　例外として、落ち葉などの軽微な焼却は認められ
ていますが、煙や臭いによる健康被害や生活環境の
悪化に関する苦情が多く寄せられています。落ち葉
の焼却などであっても、近隣に迷惑をかける野外焼
却はやめましょう。
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