
No.635
2017（平成29）年
８.10

広 報

問い合わせ　消防防災課　☎72-8306 

いつ発生するかわからない災害に備えて、防災訓練に参加しましょう！

１ 避難訓練(7:00～8:30)

　災害時に役立つ参加体験型の訓練を行います。自由に参加できますので、ぜひお越しください。

対象：和賀地区
※緊急速報メールは市内全域。

９２ 土/

対象：全ての市民
会場：ふるさと体験館｢北上｣

7:00 ～ 12:00

　7:45に緊急速報メールの配信訓練を市内全域で行います。対象地区に限らず、市内にいる人全ての携帯電話・
スマートフォンに配信しますので、受信を確認してください。
※緊急速報メールとは、生命にかかわる緊急性の高い情報を市内にある携帯電話、スマートフォンに配信するも
のです。

●緊急速報メール配信訓練を行います

　局地的な風水害(台風や土砂災害)を想定した避難訓練を、和賀地区交流センターで行います。

※雨天の場合は内容が
一部変更になります。

２ 参加体験型訓練(9:15～12:00)

来場の際はシャトルバスをご利用ください。運行場所は次のとおりです。

①北上市役所和賀庁舎　　9:15から随時運行

②和賀地区交流センター　8:30から随時運行

※ペット同行も可能です。ケージやキャリーバッグなどに入れてご乗車ください(②のみペット同行可)。

　スタンプラリーを実施します。多くの訓練に参加

してみましょう！スタンプを５個以上集めた人には

災害用備蓄食料セットをプレゼント(先着200人)！

はしご車乗車体験 バギー乗車体験

煙体験

ペット同行避難
の受け入れ訓練

水害に関する
パネル展示

防災ヘリ登場

放水消火訓練 応急救護訓練
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15:00キックオフ  

サッカーＪ３公式戦 Ｊリーグ公式戦北上市初開催

グルージャ盛岡vsガンバ大阪Ｕ-23

席　種 前売券 当日券
SS自由席(メインスタンド) 共通 2,000円 2,500円

Ｓ自由席(メインスタンド)
大人 1,500円 2,000円
小・中・高生 1,000円 1,500円

Ａ自由席(ホーム・アウェイ)
大人 1,000円 1,500円
小・中・高生    500円    800円

北上陸上競技場

○その他場外イベントも盛りだくさん
チケットはコンビニエンスストア、Jリーグチケットで販売しています。

▲

岩手ビッグブルズチアリーダーによるチア教室
(総合体育館)　

▲

グルージャ盛岡によるサッカー教
室、釜石シーウェイブスによるラグビー教室(陸上
補助競技場)　

▲

スタジアムグルメ、観光物産展の

開催(総合運動公園中央広場)　

▲

前IBF世界ライトフ
ライ級王者八重樫東

あきら

さん、元WBC世界スーパーフ
ライ級王者佐藤洋太さんによるボクシング教室

ラグビー・サッカー招待試合
北上第２運動場改修記念

　７月に人工芝グラウンドとしてリニューアルした北上総
合運動公園内の北上第２運動場。こけら落としイベントと
して強豪チームを招待し、ラグビー・サッカー両競技の記
念試合を開催します。
※観覧用の座席には限りがあります(500席程度)。

10:00～
27 

8 
北上総合運動公園内
北上第２運動場

＜スケジュール＞※終了時間は目安です。

＜ラグビー招待試合＞
　ヤクルトレビンズ 
　　　　　 vs 釜石シーウェイブス
＜サッカー招待試合(高校男子)＞
　尚志高等学校(福島県)
　　　　　　vs 専修大学北上高等学校
＜サッカー招待試合(高校女子)＞
　常盤木学園高等学校 (宮城県)
　　　　　　vs 専修大学北上高等学校

(ジャパンラグビートップイーストリーグDivision1所属)

(ジャパンラグビートップチャレンジリーグ所属)

入場
無料

(日)

(日)

問い合わせ 　　 スポーツ推進課 　　 ☎72-8270

北上市はグルージャ盛岡の
ホームタウンになりました！

    9:45 ～      9:55 招待試合セレモニー

10:00 ～ 11:30 サッカー招待試合(高校男子)

12:30 ～ 14:00 ラグビー招待試合

15:00 ～ 16:20 サッカー招待試合(高校女子)

/ 

20 
8 / 
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ファミリー
マート

ファミリー
マート

江釣子ＳＣパル内江釣子ＳＣパル内

よってげ市
（山の駅和賀）

ありがだあんちゃ パル母ちゃん市 あぐり夢くちない
口内町松坂214-4
☎69-2200
毎日営業

午前9時～午後6時

北鬼柳19-68
江釣子ショッピングセンター・パル内
☎64-5735（代表・高橋）
毎週日曜日営業

午前9時30分～午後4時

和賀町岩崎29-6
☎73-7010

毎週木　      土曜日営業
午前9時30分～午後5時

流通センター601-8
☎71-1338

毎日営業（毎月１日定休）
午前9時～午後6時

黒岩16-26-1
☎64-7528

毎日営業（毎月１日定休）
午前10時～午後4時

和賀町横川目11-146-3
☎72-6355
毎日営業

午前9時～午後6時

和賀町山口44地割地内
（北上西 I .C 付近）

☎73-5084（代表・佐藤）
毎週火・金曜日営業
午後2時～5時頃

10月から午後1時 ～ 4時

本通り二丁目1-16
☎69-2200（あぐり夢くちない）
毎週火・金曜日営業
午前9時30分～午後2時

街なか産直
（あぐり夢くちない）

しらゆり１号館 ＪＡ産直あぜみち くろいわ産地直売所

イオンタウン北上

※木曜のみ午後2時～5時

～

　おいしい旬の食材がいっぱい！北上の産直巡りをしませんか。
　期間中、税込300円以上の買い物をして７カ所全て(｢あぐり夢くちない｣と｢街なか産直｣はどちらか１カ所で
可)のスタンプを集めると、もれなく参加産直全てで使える500円分のクーポン券をプレゼント。さらに、豪華
賞品が当たる抽選に応募できます。新鮮野菜や手作り加工品を多数販売しています。ぜひ、お立ち寄りくだ
さい。

８/20～10/15

問い合わせ  農林企画課  ☎72-8235※スタンプ台紙は各産直に配置しています。

きたかみ産直スタンプラリー
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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/

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…８月31日(木)までの、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)

被災事業者の皆さまへ

　経営改善や二重債務問題などで資金
繰りに悩まれている被災事業者の事業
復興をサポートする同機構の支援決定
期間が30年２月22日までに延長され
ました。震災前借入金がある場合は支
援の可能性がありますので、お早めに
ご相談ください。

(株)東日本大震災事業者再生支援機構   
　　　　　　　  　☎022-393-8550

無料低額診療事業

　

社会福祉法人である北上済生会病
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
に対し、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、同連携室の医療社会
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(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・食事療養費を全額免額

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

農薬適正使用のお願い
岩手県農林水産部農業普及技術課
　　　　　　　　　☎019-629-5654

　６月から８月は、農薬危害防止運動
期間です。農薬を使用する際は次のこ
とに気を付けましょう。
●住宅地、学校、保育所などに近接す
る農地での使用は、あらかじめ散布日
時や農薬の種類などを周知し、健康被
害が生じないよう配慮してください。
●ラベルに記載されている成分、適用
作物、使用時期、使用方法などを十分
に確認してから使用してください。
●農薬の誤飲・誤食による事故を防
ぎ、危害や悪用への使用防止のため、
適正に保管・管理をしてください。

湯田ダム管理支所  ☎0197-74-2011

錦秋湖の湖面利用禁止の解除

△

とき…８月から△

利用期間…通年利用可能△

利用手続き…不要△

利用例…手漕ぎボート、ウィンド
サーフィン、水上バイクなど

８月は｢道路ふれあい月間｣
～８月10日は｢道の日｣～

　国土交通省では、８月を道路ふれ
あい月間とし、皆さんに道路の役割
や重要性を認識していただき、美し
く、安全に利用いただけるよう、道
路の愛護活動や正しい利用の啓発な
どの活動を推進しています。期間中、
各種団体が行う清掃や環境美化運動
に積極的に参加しましょう。
　また、道路の穴など危険な箇所を
発見した時はご連絡ください。　　   
　   　道路環境課　☎72-8273

  ｢この道で　おはよう
　　　　　さよなら　ありがとう｣
   (29年度道路ふれあい月間推進標語)

今月は市県民税２期、国民健康保
険税２期、介護保険料２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。

岩手県農林水産部農業普及技術課
☎019-629-5652

第１回いわてスマート農業祭

△

とき…８月25日(金)午後１時～４時、
26日(土)午前９時～午後３時△

ところ…岩手産業文化センター｢ア
ピオ｣△

内容…スマート農業の最新機器(GPS
農機、農業用ドローンなど)やシステ
ムの展示・実演、技術相談など
※いわてスマート農業推進研究会の会
員を随時募集しています。関心のある
人は、市農業振興課(☎72-8238)へお
問い合わせください。

△

とき…８月22日～９月22日までの
火・金曜日(全10回)午後７時～８時30分△

ところ…生涯学習センター小会議室△

定員…25人(先着順)△

受講料…1,500円(テキスト代含む)△

申し込み…８月21日(月)までに同協
会へ

中国語初級講座
北上市日中友好協会 　     ☎65-7191

北上市ダンススポーツ協会☎64-7251

社交ダンス初級講座(無料)

△

とき…９月10日(日)、22日(金)、24
日(日)、29日(金)午後７時～９時△

利用期間…黒沢尻北研修センター△

申し込み…９月10日(日)までに同協
会へ
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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日以前に着工
②平屋建てまたは２階建て
③木造軸組工法(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、自己負担金3,000円)△

実施戸数…８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30年３月30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…２戸(先着順)▲

申し込み…平成30年１月26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。

市営住宅入居者(10月１日入居)

△

募集期間…８月31日(木)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)

沢野(中層) 21,000 ～  31,300 １
(単身可)

柏野(戸建) 17,700 ～  26,400 １
(単身可)

細越(中層) 27,600 ～  41,100 1

市営住宅管理センター      ☎61-5280

きたかみ未来創造会議参加者

　｢こんなまちを創りたい！｣｢将来は
あんなまちになってほしい！｣など意
見を出し合い、”笑顔咲き誇るまち 北
上”を一緒に創りませんか？△

活動日…９月６日(水)、20日(水)午
後６時30分～９時(２日間を予定)
※どちらかのみの参加も可。△

ところ…市民交流プラザ△

応募要件…市内在住の18歳以上の人△

内容…子育て・福祉、教育・文化、
産業、環境などをテーマに市の未来の
｢ありたい姿｣について考えるワーク
ショップ△

申し込み…８月25日(金)までに申込
書に必要事項を記入し、郵送(〒024-
8501住所記載不要)、ファクス(63-
7023)、または電子メール(kikaku@
city.kitakami.iwate.jp)で同課へ
※申込書は同課(本庁舎２階)、本庁舎
総合案内、江釣子・和賀民生係、各地
区の交流センターで配布しています。
また、市のホームページからもダウン
ロードできます。

政策企画課                   ☎72-8223

北上市民オリエンテーリング
大会

△

とき…９月10日(日)午前９時～(受
け付けは午前８時30分～)△

ところ…展勝地児童公園△

種目…一般組(中学生以上)、家族
組(大人と小学生までの子どもの混合。
親子関係は問わない)、小学生組(小学
生のみ)。チーム構成は２～６人以内△

参加料…無料△

申し込み…９月５日(火)までに申
込用紙を、直接またはファクス(67-
6721)で同協会へ

(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

｢第６回現代川柳の集い｣作品

　同文学館では、10月28日(土)に開催
する｢第６回現代川柳の集い｣に先立ち、
川柳作品を募集しています。△

題…｢コミュニケーション｣(江畑哲
男選)、｢喜び｣(石田一郎選)、｢飲む｣(小
島蘭幸選)、｢触れる｣(大野風柳選)△

応募料…1,000円(郵送の場合は郵便
小為替か現金書留)△

応募…９月１日(金・消印有効)まで
に、各題二句を応募用紙に記入し、郵
送(〒024-8503本石町2-5-60詩歌文学
館｢現代俳人の集い｣担当あて)または
直接同文学館へ。応募用紙は、同文学
館に置いているほか、同文学館のホー
ムページからもダウンロードできます

日本現代詩歌文学館　    ☎65-1728                 
      64-3621　  shiika@shiikabun.jp
　　　　　　 http//www.shiikabun.jp

ＦＡＸ

ＵＲＬ
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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。

ご近所おたすけボランティア
養成講座(第３期)

△

とき…９月６日(水)・７日(木)午前
10時30分～午後４時30分(２日間参加)△

ところ…さくらホール小ホール△

内容…市の高齢者の現状と介護保険
制度、認知症サポーター養成講座、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…50人(先着順)△

申し込み…電話または電子メールで
同課へ

長寿介護課　　　　         ☎72-8221
　　      choju@city.kitakami.iwate.jp

憩いの森ウオーキング
憩いの森管理事務所   　 ☎64-7447△

とき…８月27日(日)午前９時～△

ところ…同事務所集合△

参加料…100円(保険料)、小学生無料
※小学生の参加は保護者同伴。△

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△

申し込み…８月24日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

△

とき…９月１日(金)①午前８時45分
②午後１時30分、中央図書館西側駐車
場集合(所要時間は各約２時間)△

ところ…各部門最優秀花壇など
※各花壇までは市のバスで移動します。△

定員…①②とも20人(先着順)△

申し込み…８月14日(月)午前９時か
ら電話で同事務局へ

花いっぱいコンクール入賞花
壇見学会
北上市花いっぱい運動推進協議会
    　 (事務局)環境政策課☎72-8281

野菜花き新規栽培説明会・ほ
場見学会
農業振興課　　　　　　 ☎72-8238△

とき…８月22日(火)午後９時～正午△
ところ…花巻農業協同組合北上支

店２階会議室、各ほ場△

内 容 … ア ス パ ラ ガ ス ・ ね ぎ ・ 小
菊・菌床しいたけの栽培説明会、ほ場
見学、個別相談△

対象…出荷を目的として、上記作
物のいずれかを生産したい人△

申し込み…８月17日(木)までに同組
合北上地域営農センター園芸販売課
(☎71-1333)または各支店営農課へ

短期経理講座
北上商工会議所             ☎65-4211△

とき…９月27日(水)～11月15日(水)
(計20日間)、午後６時30分～８時30分△

ところ…北上商工会館△

内容・定員…日本商工会議所簿記検
定３級取得者養成・40人(先着順)△

受講料…10,800円△

持ち物…印鑑、筆記用具、計算機△

申し込み…９月８日(金)までに受講
料を添えて同会議所経営支援課へ

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△

訓練期間…10月４日(水)～30年３月
30日(金)△

対象…再就職を目指す意欲のある人△

募集科…金属加工科、電気設備エン
ジニア科、建築CAD施工科△

定員・受講料…各15人・無料△

申し込み…８月29日(火)までにお近
くのハローワークへ
●入所選考…９月４日(月)
●施設見学会…８月23日(水)午前９時
15分～午後０時30分(個別相談随時)

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

遊びのミニ講座

　感触遊びや製作などで遊びませんか。
さくらんぼベビー△

とき…９月８日(金)、10月20日(金)、
11月７日(火)、12月20日(水)△

対象…６カ月～１歳(歩けない子)の
子と親で全講座に参加できる人
さくらんぼ△

とき…９月14日(木)、10月27日(金)、
11月13日(月)、12月20日(水)△

対象…１歳(確実に歩ける子)～就園
前の子と親で全講座に参加できる人▲

時間…午前10時～11時▲

ところ…同支援センター▲

定員…各10組(先着順)▲

申し込み…８月18日(金)から、直接
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｢親子でクッキング｣

△

とき…９月６日(水)午前10時～11時△

ところ…同支援センター△

内容…卵や牛乳を使わない蒸しパン
を親子で作ります△

対象…１歳～就園前の子と親△

定員…12組(先着順)△

持ち物…エプロン、三角巾、おしぼ
り、親子とも水分補給できるもの△

申し込み…８月18日(金)から、直接
同支援センターへ
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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。

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…８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

収納課　　　　　 　　　☎72-8253

差し押さえ物品の公売

　市が差し押さえた動産をインターネ
ット上で公売します。参加申し込み受
け付けは８月17日(木)午後１時～９月４
日(月)午後11時です。参加方法・公売方
法は市のホームページをご覧ください。
●インターネット公売物品の下見会△

とき…８月28日(月)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎４階同課
※会場までご案内しますので同課へお
越しください。また、公売は予告なく
中止になる場合があります。

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
８月27日(日)
　　　 午後１時30分～　相去鬼剣舞

　

おわびと訂正
　広報きたかみ第634号(７月28日
発行)19ページの｢イベントカレン
ダー｣中、第11回浮牛城まつりの開
催日は｢８月16日(水)｣の誤りでした。
　おわびして訂正します。

展勝地風土記Vol.21について

　展勝地風土記は本来Ａ４両面刷り
１枚ですが、Vol.21(７月28日発行)
は、印刷に誤りがあり、同日発行の
広報きたかみ第634号の紙面に組み
込まれて印刷されました。
　Ａ４両面刷りをご希望される場合
は、本庁舎２階の都市プロモーショ
ン課または江釣子庁舎２階の都市計
画課でお渡しします。

空き家対策説明会・空き家サ
ポーター養成講座

　市内の空き家の現状や対策の説明、
空き家問題の相談先などを紹介します。
　同説明会は、市内16地区で開催し
ます。お住まいの地区にかかわらず参
加できます。８月の予定は次のとおり
で、９月以降の予定は順次お知らせし
ます。事前に日程を知りたい場合は同
課へお問い合わせください。
※時間は午後６時30分～７時30分。

と　き ところ
8/22(火) 和賀地区交流センター
8/24(木) 黒沢尻東地区交流センター

都市計画課　　　　　　　☎72-8278

ふるさと北上応援寄附の返礼
品を見直します
産業雇用支援課 　　　   ☎72-8236

　市は29年４月１日付け総務大臣通
知による要請を受け、ふるさと納税に
係る返礼品について次のように見直し
ます。
①返礼割合を３割以下とします
②市民に対する返礼品を取りやめます
③高額返礼品を取りやめます△

実施時期…①②９月１日(金)から③
平成30年度から

大人名画座
中央図書館              　　 ☎63-3359△

とき…８月25日(金)午前10時30分～
(上映時間85分)△

ところ…同図書館△

内容…祇園囃子(溝口健二監督作品、
出演＝木暮美千代ほか)△

入場料…無料

　

石に絵の具で絵を描いて楽しみま
す。その後は絵本の読み聞かせを行
います。△

とき…８月20日(日)午前10時15分～
11時(石ころお絵かき)、午前11時～11
時30分(おはなし会)△

ところ…江釣子地区交流センター２
階講義室

石ころお絵かき＆おはなし会
中央図書館                   ☎63-3359

逢
お う ま

魔が時
とき

ミュージアムコン
サート
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488

　｢逢魔が時｣とは、昼から夜へと移り
変わる時間、鬼が出没する時間と言わ
れています。この時間に合わせてコン
サートを行います。普段とは異なる雰
囲気の同館で時を過ごしませんか。△

とき…９月２日(土)午後６時～７時△

ところ…同館△

内容…藤原翼氏による津軽三味線の
演奏△

入館料…無料(午後５時以降)
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詳しくは環境政策課

　カセットボンベ・スプレー缶を処分するとき、中身が
残ったまま集積所に出すと、ごみ収集車やごみ処理施設
の火災・爆発事故の原因となります。７月には、市内の
燃えないごみを処理している北上市清掃事業所で爆発事
故が発生しました。
　カセットボンベ・スプレー缶は、次の手順で必ず穴を
開けてからごみ集積所に出しましょう。

カセットボンベ・スプレー缶の
処分について

   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
る人には、起業の専門家による｢創業支援塾｣を受講し、
ビジネスプランを作成していただきます。
　コンテストでは、優れたビジネスプランを提案し、優
秀賞(最大3件)に輝いた人に起業準備支援金100万円を
交付します。

審査日…30年２月(予定)
応募資格…次のすべてを満たす人
・北上市民であること
・30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
・平成29年度創業支援塾を受講し、修了すること
・個人であること
・暴力団または、暴力団と密接な関係にある個人でない
　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…８月14日(月)～31日(木)の間に、○必要事項
を記入した申請書○北上市民であることが証明できる書
類(住民票など)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)の写しを持参または
郵送(〒024-8501住所記載不要)で産業雇用支援課へ
※申請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、
詳しくは同課にお問い合わせください。

平成29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

【カセットボンベ・スプレー缶の集積所への出し方】

とき…①９月９日(土)～10月14日(土)の毎週土曜日
　　　※９月23日(土・祝)を除く。
　　　②11月４日(土)～12月２日(土)の毎週土曜日
じかん…午前９時30分～正午
※①と②は同じ内容です。都合の良い方を受講してくだ
さい。

平成29年度創業支援塾(全５回)

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。

　・使い切れない場合は、新聞紙に吹き付けるなどして、
　　中身を出し切りましょう
　・缶を振って、中身が残っている音がしないか確認し
　　ましょう
　・ガス抜きキャップがある製品は、説明書きを読んで
　　ガスを抜きましょう

　・火気に注意し風通しの良い場所で穴を開けましょう

　・中身がガスのもの(殺虫スプレー
　　缶、カセットボンベなど)
　　…資源ごみ(缶類)
　　中身がガス以外のもの(ムース缶、
　　塗料缶など)
　　…燃えないごみ
　・キャップなどのプラスチック
　　は、資源ごみ(プラスチック製
　　容器包装類)に出しましょう

市販されているスプ
レー缶

①中身を空にする

②穴を開ける

③分別してごみ集積所に出す
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