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３. 市・県民税申告受付日程
午前９時～11時、午後１時～４時(最終日は午後３時まで)

※市民交流プラザ(ツインモールプラザ西館２階)で申告する際に車で
お越しの場合は、本庁舎駐車場または市営本通り駐車場(１時間あたり
120円)をご利用ください。
※平日に申告会場へ行けない人は、２/16(土)の会場をご利用ください
※３/13(水)・14(木)・15(金)は大変混雑します。ご自身の対象地区の
受付日にご来場ください。

　申告期間中は、担当職員が不在となるため、市民税課の窓口
では申告書を受け付けません。申告受付会場へ直接お越しくだ
さい。
　また、窓口や電話での問い合わせは、回答に時間がかかりま
す。これまで技術交流センターで実施していた申告相談の対象
地区は、市民交流プラザ会場に変更となりました。

確定申告の受け付け
　住宅借入金等特別控除を初めて申告する人、マ
イホームを譲渡した人、青色申告をする人、繰越
損失や雑損失を申告する人は税務署の申告会場で
申告してください。
●申告受け付け△

とき…２/18(月)～３/15(金)午前９時～午後４
時(平日のみ)△

ところ…まなび学園(花巻市生涯学園都市会館
花巻市花城町１-47)△

問い合わせ…花巻税務署☎0198-23-3341

●税理士による無料還付申告相談△

とき…２/２(土)午前９時30分～午後４時(受け
付けは午前９時から午後３時まで）△

ところ…さくらホール小ホール△

対象…年金受給者・給与所得者で、医療費控
除などの還付申告をする人△

問い合わせ…東北税理士会花巻支部☎0198-
24-5095

県
道
298
号

　総合花巻
●病院

受付日
対象地区

受付会場
午前(９時～11時) 午後(１時～４時)

２/１(金) 煤孫全区、藤根３区 横川目１区、後藤全区
和賀庁舎  ４(月) 仙人区、岩沢区 竪川目区、山口区

５(火) 横川目２･３区 横川目４･５区

６(水) 江釣子１～３区 江釣子４～７区
江釣子地区
交流セン
ター大ホー
ル

７(木) 新田全区、岩崎全区、
江釣子17区

江釣子８～12区

８(金) 藤根１･２･４区 江釣子14･15区
12(火) 長沼全区 江釣子13･16区

13(水) 相去７･９区 相去11区

北上オフィ
スプラザ

14(木) 鬼柳４区、相去２区 鬼柳１･２区
15(金) 相去６･10区 相去１･４･５区
16(土) 鬼柳３区 鬼柳５区、相去３･８区

18(月) 黒沢尻１区 黒沢尻２区

市民交流プ
ラザ(ツイ
ンモールプ
ラザ西館２
階)

19(火) 稲瀬全区 黒沢尻８区
20(水) 飯豊１･２区 飯豊４･８区

21(木) 更木１～４区、二子
８区

二子３･６･７区、飯
豊７区

22(金) 更木５～７区、飯豊
９区

二子１･２･４･５区

25(月) 飯豊３･６区 飯豊５･10区
26(火) 口内１～４区 黒沢尻３･４区
27(水) 口内５～９区 黒沢尻６区
28(木) 黒岩全区 黒沢尻５･７区

３/１(金) 黒沢尻10区(１～18班) 黒沢尻10区(19～36班)
４(月) 黒沢尻14区 黒沢尻15区
５(火) 黒沢尻18･19区 黒沢尻20区
６(水) 黒沢尻23区 黒沢尻24区
７(木) 黒沢尻25･26区 黒沢尻27区
８(金) 黒沢尻９･11区 黒沢尻12･13区
11(月) 黒沢尻16区 黒沢尻17区
12(火) 黒沢尻21区 黒沢尻22区
13(水)

市内全地区対象14(木)
15(金)

住民税の申告～準備はお早めに～

●自宅でも確定申告書を作成できます！
　国税庁ホームページの｢確定申告書等作成
コーナー｣は自宅で24時間利用でき、自動計算
機能により、計算誤りのない申告書などを作成
し、印刷して郵送やe-Taxで提出　　　　　　
することができます。詳しくは　　　　　　　
e-Taxホームページ(http:
//www.e-tax.nta.go.jp)を
参照してください。△

問い合わせ
作成コーナーヘルプデスク
☎0570-01-5901(受け付け
は月～金曜日の午前９時～
午後５時)

ツイッターで申告会場の混雑状況をお知らせします
※更新予定時刻　午前９時、10時30分、午後１時、２時30分

申告は
お早めに！
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１. 申告が必要か確認してみましょう

２. 必要な書類など
・申告書
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
・本人確認ができる書類
・認印(ゴム印やスタンプ式印以外のもの)
・収入と経費の内容が分かる書類(①～③のいずれか)
　①給与や年金収入のある人…源泉徴収票原本
　②営業、農業、不動産収入がある人…収支計算書また
　は収支内訳書と帳簿や領収書など(あらかじめ自分で
　計算し内訳書に記入してください)
　③その他の所得がある人…その収入と経費の内容が分
　かるもの
・控除の内容が分かる資料

住民税の申告～準備はお早めに～

市民税課　☎72-8209

申告期間  ２ / １　～３ /  15

平成31年１月１日現在、
北上市に住所登録がある

平成30年中に収入がある

所得税の確定申告をした
(還付申告を含む)

以下３つのいずれかに当てはまる
①２カ所以上から給与収入があった
(前職分を含めて年末調整を済ませた人は除く)

②公的年金のみで、源泉徴収票に記載された控除以外
に控除の追加がある

③営業、農業、不動産、利子、配当、公的年金以外の
雑、一時、山林、譲渡所得などの収入があった
(これらのほかに、給与や公的年金があった人も含む)

住民税申告が必要です
※税務署から｢お知らせはがき｣または
｢お知らせ通知書｣が送付された人は、税
務署(まなび学園)で申告してください。

はい

はい はい

はい

はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

平成31年１月１日現在、住所登録が
ある市町村に問い合わせください

配偶者または生計を一にしている親
族から扶養されている

住民税申告は不要です
※｢市民税・県民税申告書｣が送付されてい
る人は、電話などで申告しないことをお
知らせください。

平成31年度の住民税(市･県民税)の申告が始まります。フローチャートで申告が必要かご確認くださ
い。申告が必要な人は必要書類などをご確認の上、期限内にお手続きください。

金 金

電話などで収入がなかったこと
を市民税課へお知らせください
※収入がなかった人で、課税所得証
明書が必要な人は住民税申告が必要
です。

例)・減税などの控除　・課税所得証明書の交付

　   ・国民健康保険税の軽減判定や、介護保険料

　　  の所得段階の判定

｢市民税･県民税申告書｣ がなくても、申告する
ことができます。申告が漏れると、各種証明書の
交付や手続きに影響が出ることがあります。

年 末 調 整 を 済 ま せ た 給 与 以 外
に、20万円以下の所得があった
場合、確定申告は不要ですが、
住民税申告は必要です！

スタート！

不明な点はお問合せください！

　①医療費控除…医療費控除の明細書
　②社会保険料控除…国民健康保険税、後期高齢者医療
　保険料、国民年金保険料、介護保険料など30年中の
　支払いが証明できるもの
　③生命・地震保険料控除…保険契約業者が発行した控
　除証明書
　④障害者控除…障害者手帳、戦傷病者手帳、障害者控
　除対象者認定書(該当の人は長寿介護課で受け取るこ
　とができます)
　⑤配偶者特別控除…配偶者の所得が分かるもの
・確定申告する人は、申告者の口座番号が分かるもの
・その他参考となる資料
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平成28・29年度に調査した５遺跡で、実際に出土した
遺物や調査時の写真、復元模型などを展示します。中
でも平安時代の陶器を焼いた登り窯(葛

かさいだん

西壇遺跡)は、
県内で約40年ぶりに調査されたものです。初の展示公
開です。ぜひご覧ください。

掘り出されたくらし～古代びとの技と生活～

第26回埋蔵文化財展

と　き　１月17日(木)～21日(月)
ところ　ツインモールプラザ東館３階催事場 入場無料 

10:00～19:00

(さくら野百貨店北上店)

問い合わせ　埋蔵文化財センター　☎ 65-0098

■発掘調査報告会(13:00～)
　奥

おうしゅうかいどう

州街道跡(二子・成田)、成
な り た い わ た ど う た て

田岩田堂館跡(成田)、成
な り た

田遺跡(成田)、道
ど う ち

地遺跡(和賀町藤根)、牡
ぼ た ん ば た け

丹畑遺
　跡(里分)、卯

う の き

ノ木遺跡(北鬼柳)、妻
さ い が わ

川遺跡(下江釣子)の調査報告
■講演会｢北上における古代集落の変遷｣(14:00～)
　講師：西澤正晴 氏((公財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター文化財専門員)

とき：１月19日(土)13:00～15:30 ところ：日本現代詩歌文学館講堂

発掘調査報告会・講演会 入場
無料

葛西壇遺跡　須恵器出土状況
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時　間 内　容
10:00 開会セレモニー

木ボラ隊出陣
南部俵積み・庭田植え
岩崎下契約会田植え踊り
鬼剣舞(いわさき認定こども園)

11:00 福をつかもう!!福豆まき
岩崎新田百姓踊り
煤孫ひな子剣舞

12:00 餅つき体験・餅ふるまい
ゲーム①｢邪気を追い払え!雷鳴放射コン
テスト｣
鬼剣舞(岩崎鬼剣舞スポーツ少年団)

13:00 福をまこう!みんなでかぶりつこう恵方巻
鬼剣舞(鬼っこわんぱく講座発表)
ゲーム②｢寸止め!鬼海峡!チキンレース｣
鬼剣舞(北上翔南高等学校鬼剣舞部)

14:00 鬼剣舞(岩崎鬼剣舞保存会)
木ボラ隊出陣
南部俵積み踊り
来福！福餅まき

15:00 お開き
※時間は進行状況で前後することがあります。

●福をまこう！恵方巻

●お腹が減っても大丈夫！

　20メートルを超える長～い太巻き作りにチャレンジ！今年の恵
方｢東北東｣に向かってみんなでかぶりつこう!!

　ふるまいや屋台をたくさん用意してお待ちしています！食べて心も
体も大満足！☆焼きそば・焼き鳥・大判焼き・豚汁など(屋台は有料)

●ゲームにチャレンジ！
　お子さんが楽しめる鬼ゲームをご用意しています。豪華賞品もあ
ります。参加は先着順。ふるってご参加ください！

問い合わせ　鬼の館　☎73-8488

２/３(日)10:00～15:00と　き

鬼の館ところ

福豆鬼 節分会
　　ふくまめ　　　 　　　　　　　　　　　せつぶんえ

おに

夏油高原スキー場楽しさ続々！

問い合わせ　商業観光課　☎72-8241　夏油高原スキー場　☎65-9000

【注意】ツリーランエリアの滑走には、ヘルメット装着義務など、皆さんの安全のための注意事項があ
ります。詳しくは、同スキー場のホームページ(http://geto8.com/)をご覧ください。

■スノーモービルアドベンチャー始動！
　小型のスノーモービルで雪原を走ります！未経験者
でも気軽に参加できるアクティビティです。

市内唯一のスキー場である夏油高原スキー場(和賀町
岩崎新田)が12月９日にシーズンインし、多くの来場
者でにぎわっています。暖冬にも負けない『豪雪』の
同スキー場にぜひご来場ください。

■ツリーランエリア拡張！
　今シーズンからツリーランエリアがさらに拡張され
ました。
　ツリーランエリアは、木々をすり抜け滑走すること
ができる超上級者向けの非圧雪エリア。ふかふかの深
雪と美しいブナ林が茂る同エリアの滑走は、通常の
コースではなかなか得られない達成感を味わえます。
ぜひご体験ください(注意事項参照)。
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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

△

とき…１月27日(日)午前９時～午後
４時△

ところ…ふるさと体験館｢北上｣△

内容…スノーサッカー、雪っこ宝さ
がし、岩手弁かるた取り大会、大餅ま
き大会、雪玉ストラックアウト、ス
ノーフラッグ、地域団体のステージ発
表など。屋台多数出店予定

第16回ふるさと雪っこまつり
和賀地区交流センター　 ☎72-2215

　１月18日(金)～31日(木)の14日間、
北上市、西和賀町、金ケ崎町内の飲食
店・ホテル17店舗で、｢きたかみ牛｣
や｢白ゆりポーク｣など地元の肉を使用
した料理を提供する地産地消フェアを
開催します。
　詳細はフェイスブック
でご確認ください。

北上・西和賀・金ケ崎｢旬彩
ごほうびフェアvol.2｣
県南広域振興局観光商業・食産業課

☎0197-22-2843

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事
務局(岩手県政策地域部国際室内)

　　　　　　 ☎019-629-5765

　北方領土問題に対する県民の皆さん
の関心と理解を高めるため同大会を開
催します。△

とき…２月５日(火)午後１時30分～
３時30分△

ところ…ホテルメトロポリタン盛岡
本館４階△

内容…北方領土情勢についての講演、
北方四島訪問事業参加報告など
※手話通訳・パソコン要約筆記付き△

参加料…無料

北上市婦協研修会市民公開講座
｢市民のための地域医療～生き
方選びに多くの選択肢を～｣

△

とき…２月10日(日)午前９時30分～
正午(受け付けは午前９時15分～) △

ところ…日本現代詩歌文学館講堂△

内容…講話｢地域保健医療について｣
｢北上市がん対策基金事業の活用につ
いて｣、県立中部病院副院長の星野彰
氏による地域医療についての講演△

定員・参加料…200人・無料

北上市地域婦人団体協議会事務局 　
　　　　　　　　 (高橋)☎73-7883

△

とき…①２月10日(日)②23日(土)③
３月３日(日)午前９時～
※夏油高原スキー場集合△

コース…ショートコース(約２km)、
ロングコース(約４km)から選択△

定員…各20人(先着順)△

参加料…各2,500円(ゴンドラ乗車
賃、ガイド料、保険料含む)、スノー
シュー・ストックは500円で貸し出し△

申し込み…①２月６日(水)②20日
(水)③２月27日(水)までに同課へ

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      64-2171
　　  shokan@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

相続登記無料相談

　同会では、毎年２月を｢相続登記は
お済みですか月間｣としています。期
間中、次のとおり無料相談を実施しま
すのでご利用ください。
①特設無料相談所△

とき…２月１日～22日の毎週金曜
日午前10時～正午△

ところ…岩手県司法書士会館(盛岡
市本町通二丁目12-18)
②司法書士事務所における無料相談
(要予約)△

とき…２月１日(金)～28日(木)△

ところ…県内の各司法書士事務所
③無料電話相談△

とき…２月１日(金)～28日(木)午前
10時～午後１時
フリーダイヤル☎0120-823-815
※②と③は土・日曜日、祝日を除く。

岩手県司法書士会    ☎019-622-3372

 

｢きたかみE
いいあんべ

&Beエフエム｣で

 地域の情報は88.8MHz

　市内16地区の情報や市からのお
知らせを放送しています。
■放送時間(各回５分)月～金曜日
①7:40～②8:10～③8:40～
④12:40～⑤13:10～⑥13:40～
⑦17:40～⑧18:10～⑨18:40～
　市内16地区のイベントなどの情
報は、月～木曜日の②⑤⑧と金曜日
に放送しています。
　このほか、火災の発生やクマの出
没情報、道路や鉄道の情報などを放
送しています。また、災害発生など
の緊急時には災害情報を放送します。
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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。

　「北上市公式Facebook（フェイスブック）」運用中!!
ぜひいいね！　をお願いします！
きたかみE＆Beエフエムは、88.8(パチパチパチ)MHzで
行政情報と地域情報を放送中!! Facebook

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

①親子でヒップホップ△

とき…２月14日(木)午前10時～11時△

ところ…同保育園ホール
②簡単取り分け離乳食教室△

とき…２月22日(金)午前10時～11時△
ところ…同センター室▲
対象…①１歳(確実に歩ける子)～就

園前の子と保護者②４カ月～10カ月
の子と保護者▲

定員…①15組②12組(各先着順)▲

申し込み…１月16日(水)午前９時30
分から直接または電話で同支援セン
ターへ

花巻年金事務所      ☎0198-23-3351

まとめ納付(前納)でぐっとお得に
　国民年金保険料を、半年または１年
または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。
また、口座振替を利用すると納付書払
いよりも割引額が多くなります。△

申し込み…口座振替による前納を希
望する人は、２月28日(木)までに同事
務所へ
毎月納付は早割でお得に
　口座振替による毎月納付を、翌月末
引き落としから当月末引き落とし(早
割)に変えると、保険料が毎月50円ず
つ割引になります。△

申し込み…随時、同事務所へ
※すでに口座振替前納を利用している
人は手続きは不要です。納付書による
前納を希望する人は、４月に届く納付
書のうち前納用納付書で４月30日(火)
までに納付してください。また、２年
前納を希望する人は手続きが必要です
ので同事務所までお問い合わせくださ
い。

国民年金保険料の割引制度

ご近所おたすけサポーター養
成講座(第４期)

△

とき…１月24日(木)・25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
階会議室△

内容…ご近所おたすけ地域づくり入
門、高齢者の健康づくり、認知症サ
ポーター養成講座、コミュニケーショ
ン講座など△

対象…高齢者の生活支援ボランティ
アに関心がある人△

定員…30人(先着順)△

申し込み…１月18日(金)までに電話
で北上市社会福祉協議会(☎64-1212)へ
※本年度最後の開催です。

長寿介護課　　　　         ☎72-8221

(一社)北上観光コンベンション協会
(登

と の う ち

内)☎64-6611
tonouchi@kitakami-choice.jp

寄附集めを活かした新たな流
通システムを創り出す勉強会

　寄附集めのスペシャリストから学ぶ
講演会を開催します。△

とき…①１月22日(火)午後２時～５時
30分②２月５日(火)午後３時～５時30分△

ところ…同協会(おでんせプラザぐ
ろーぶ１階)△

内容…①日本ファンドレイジング協
会認定ファンドレイザーのイノウエヨ
シオ氏による講演｢ファンドレイジン
グ(寄附集め)とは？(基礎編)｣②あしな
が育英会初代事務局長・顧問の山北洋
二氏による講演｢1100億円の寄附集め
の手法とは？｣△

対象…ふるさと納税返礼品事業者、
中小事業者△

定員…各50人(先着順)△

申し込み…①１月18日(金)まで②１
月31日(木)までに、電話または電子
メールで同協会へ

(公財)北上市体育協会     
☎67-6720　　67-6721

第１回スノーフィールド・
チャレンジリレー

△

とき…２月10日(日)午前９時30分～
(受け付けは午前８時30分～９時)△

ところ…北上総合運動公園△

コース…１周700mのコースを15周
(１チーム３～10人)△

部 門 … 小 学 生 の 部 、 中 学 生 の 部 、
ファミリーの部、フレンズの部△

参加料…１チーム1,000円△

申し込み…２月４日(月)までに直接
または郵送(〒024-0051相去町高前檀
27-36)、ファクスで同協会へ

ＦＡＸ
財政課　　　　　　　    ☎72-8250

市有財産(土地)の公売

△

公売物件…雑種地(稲瀬町金附258
番：7,117㎡)△

予定価格…15,657,400円△

申し込み…同課へ(先着順)
※購入を希望する場合は、払下申請書
の提出が必要です。物件などの詳細は
市のホームページをご覧ください。

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。



－ 8－平成31年１月11日

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/

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。
※紙面の都合や記事の内容により掲載できない場合があります。

北上市北部勤労者屋内運動場
予約受け付けの中止

　同運動場は、31年３月31日をもっ
て閉館します。これに伴い、４月１日
以降分の施設利用予約と抽選予約はで
きませんのでご注意ください。

スポーツ推進課　 　     ☎72-8313

スマート農業推進シンポジウ
ム
農業振興課  　　　　　  ☎72-8238△

とき…１月21日(月)午後１時～４時
(開場は正午)△

ところ…北上総合体育館大アリーナ△

内容…報告｢岩手県のスマート農業
の導入事例と現状｣、分野別検討会(園
芸・作物・畜産・ドローン)、最新技
術の展示△

参加料…無料
※分野別検討会に参加希望の人は１月
16日(水)までに同課へご連絡ください。

おむつ代の医療費控除確認書
長寿介護課 　　　　　　☎72-8219

　次の条件を全て満たす人は、確定申
告・市県民税申告の際に、医師が発行
する｢おむつ使用証明書｣の代わりとし
て提出できる｢確認書｣の交付を受けら
れます。必要な人は印鑑と介護保険被
保険者証を持参し、同課へ申請してく
ださい。△

条件…①昨年以前からおむつ代の医
療費控除を受けている②30年中に要
介護認定を受けている③要介護認定の
際に使用した主治医意見書により、寝
たきり状態で尿失禁の可能性があると
認められる

障害者控除対象者認定通知書
長寿介護課　　　　　　 ☎72-8219

　次の条件を全て満たす人は、確定申
告・市県民税申告の際に障害者手帳な
どの代わりに提出できる｢障害者控除
対象者認定通知書｣の交付を受けられ
ます(障害者手帳をお持ちの人は除く)。
　必要な人は印鑑と介護保険被保険者
証を持参し、同課へ申請してください。△

条件…①65歳以上である②30年12
月31日時点で要介護認定を受けてい
る③要介護認定の際に使用された調査
票または主治医意見書により、身体の
障がいまたは認知機能の状態が、市が
定めた基準に該当すると認められる

来年度の作付け予定農地の準
備はお済みですか？
農業振興課  　　　　　  ☎72-8239
岩手県農業公社     ☎019-651-2181

　(公社)岩手県農業公社(岩手県農地中
間管理機構)では、担い手の経営規模
拡大と作業しやすい農地環境づくりを
支援するため、農地中間管理事業によ
り農地の貸し借りを行っています。来
年度、経営規模の縮小や、リタイアに
より所有している農地を貸したいと考
えている人は、同課へご相談ください。
　なお、本事業で貸すことができる農
地は、市内の農業振興地域(市の農業
振興地域整備計画により、農業を推進
することが必要と定められた地域)内
の農地に限ります。
※事務手数料として、年間で賃料の
１％を負担いただきます。△

相談期限…２月28日(木)
※相談期限までに借り手が決まらな
かった場合は、2020年からの農地の
貸借に向けた手続きとなります。

△

募集職種…調理員△

業務内容…北上市西部学校給食セン
ターでの給食調理、ふるさと体験館
｢北上｣での調理・応接△

採用予定者数…２人△

受験資格…昭和49年４月２日から
平成11年４月１日生まれで、調理師
免許を有する人または31年３月31日
までに同免許を取得見込みの人△

申し込み…１月31日(木・当日消印
有効)までに同財団へ
※申込書は同財団(〒024-0324和賀町
山口23-24-5)で配布。郵送請求の場合
は封筒の表に｢職員採用試験申込書請
求｣と朱書きし、宛先を記載した返信
用封筒を同封の上、同財団へ
●採用試験△

とき…２月10日(日)午前９時～△

ところ…ふるさと体験館｢北上｣△

内容…作文試験、面接試験

(一財)きたかみ地域振興財団
職員
同財団　　　　  　　　  ☎72-2915

毎月第３日曜日は
鬼の館｢鬼

キ

ッズの日｣

鬼の館　☎73-8488

　鬼剣舞の衣装を着たり、張り子の
お面を作ってみよう！
鬼剣舞衣装着衣体験　9:30～11:00
和紙面塗り体験　       13:30～
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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

　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…１月27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。なお、市・県民税の申告相談
は受け付けません。

収納課 　　　　　　　　 ☎72-8253

競争入札等参加資格審査申請
の受け付け(31・32年度分)
契約検査課　　  ☎72-8262・8263

　31・32年度の入札・見積りに参加
を希望する業者は、｢北上市競争入札
等参加資格審査申請書｣を提出してく
ださい。要領・様式は市のホームペー
ジからダウンロードできるほか、同課
でも配布しています。なお、参加資格
は自動更新するものではありませんの
で、本年度参加している業者も改めて
申請する必要があります。△

受付期間…２月１日(金)～28日(木)△

対象業種…①建設工事②測量・建設
コンサルタント③物品・役務の提供△

提出方法…直接(土・日曜日、祝日
を除く)または郵送で(〒024-8501住所
記載不要)同課へ
※次の団体でも同様の申請を受け付け
ます。それぞれの団体に確認し提出し
てください。
○北上地区広域行政組合　 ☎68-2203
○北上地区消防組合　　　 ☎64-1122

木から生みだした鳥たち・
バードカービング展

　市内在住の鈴木清明氏のリアルバー
ドカービング作品を展示します。△

とき…１月26日(土)～２月17日(日)
午前10時～午後４時(最終入館は午後
３時30分)

▽ ところ…同館和賀分館△

観覧料…無料

博物館　　   　　 　     ☎64-1756

北上市公契約条例に係る説明
会

　12月議会で成立した北上市公契約
条例の制定経緯や内容を説明します。△

とき…２月５日(火)、13日(水)①午
前10時30分～②午後１時30分～(各１
時間程度)

▽ ところ…市民交流プラザ催事場３号
室

契約検査課　　  ☎72-8262・8263

△

とき…①２月10日(日)午前10時30
分～11時30分②２月15日(金)午前10
時～11時△

ところ…①中央図書館視聴覚室②江
釣子地区交流センター大ホール△

内容…①専修大学北上福祉教育専門
学校の生徒の皆さんによる絵本の読
み聞かせ、手遊びや工作②｢人形劇団
ボッケ座｣による人形劇

おはなし会スペシャル
中央図書館                   ☎63-3359

北上都市計画下水道変更に伴
う説明会・案の縦覧、意見書
の受け付け

　市は、北上工業団地北東部地区にお
ける下水道区域の変更と終末処理場区
域の追加を予定しています。この変更
に関する説明会を開催し、変更案を縦
覧します。また、変更案に対する意見
を募集します。
●説明会△

とき…１月30日(水)午後６時～８時△

ところ…本庁舎５階第１会議室
●変更案の縦覧△

期間…２月１日(金)～15日(金)午前
９時～午後５時(土・日曜日、祝日を
除く)△

ところ…同課(江釣子庁舎３階)
※市のホームページでもご覧いただけ
ます。▲

意見書…２月15日(金)までに直接ま
たは郵送(〒024-8502住所記載不要)で
同課へ

下水道課                      ☎72-8292

北上市新規就農相談会
農業振興課  　　　　　  ☎72-8239△

とき…①１月16日(水)午前９時30
分～正午②２月16日(土)午前11時～午
後３時③３月20日(水)午前９時30分～
正午△

ところ…①③JAいわて花巻北上地
域営農センター２階会議室②おでんせ
プラザぐろーぶ３階交流サロン△

内容…新規就農、法人への就農、後
継者への経営移譲などの相談
※就農相談を希望する場合は、各回前
日までに同課へご連絡ください。また、
同課では上記以外の日程でも就農相談
を受け付けています。

今月は国民健康保険税７期、介護保
険料７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。



※当日は、各400円増し。ただし、未就学児は前売と同じ

▲

 次の広報発行日は１月25日（金）です ▲

№
669

お
知

ら
せ

版
広
 報

１
 .11

平成30年度の広報きたかみへの広告掲載については、株式会社東広社(☎64-1523)へお問い合わせください。

教え
て！

正しい知識で安心生活正しい知識で安心生活
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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
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　　インターネットで副業サイトを検索していたら「在
宅で簡単に高収入を得られる」と広告がありました。信
用してもいいでしょうか？
　　｢誰でもできる仕事で簡単にもうかる｣｢在宅で高収
入を得る方法を教える｣などと勧誘し、仕事を始めるの
に必要だとして商品やサービスなどを契約させることを
サイドビジネス商法と言います。広告を見て相手に連絡
すると｢１カ月で○○万円稼げる｣｢お金もうけをするた
めのノウハウを教える｣などと言われて、インターネッ
トなどで取り引きされる情報商材の購入とサポートの契
約を勧められます。しかし契約後、送られてきた情報の
とおりに作業しても収入が得られず、サポートも無いま
ま高額な商品代金の支払いだけが残るといったケースが
多く見られます。
　情報商材は契約の前に内容を確認することができませ
ん。｢高額な契約を勧められた｣｢話が違う｣と思ったと
きはきっぱりと契約を断りましょう。事業者の｢100％
元が取れる｣｢もうかるまでサポートする｣などの言葉は、
守られない場合があります。｢簡単にもうかる｣などの甘
い言葉をうのみにせず、契約する前に
いったん冷静になって考えましょう。

サイドビジネス商法に注意しましょう

問い合わせ　文化財課　☎65-0098
　北上市消費生活センター

　マスコット　８
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【第４部  鬼よ燃えろ！】

     鬼の饗
きょうえん

宴　  　南下幅念仏剣舞(奥州市)、黒沢尻北鬼
　　　　　　　  剣舞、滑田鬼剣舞、二子鬼剣舞
  鬼剣舞大群舞　岩崎鬼剣舞、御免町鬼剣舞、谷地鬼剣 
  　　　　　　　舞、相去鬼剣舞、鬼柳鬼剣舞、口内鬼 
  　　　　　　　剣舞、北藤根鬼剣舞、黒岩鬼剣舞
　　　　　　　  ≪囃子方≫鬼柳鬼剣舞

さくらホール、江釣子ショッピングセン
ター・パル、さくら野百貨店北上店
※指定席発券は、さくらホールのみ

プ レ イ
ガ イ ド

前　売 ■１階指定席　　　　   一般 2,500円、
　小・中学生 1,500円、未就学児童 500円
■２階・３階自由席　   一般 2,000円、
　小・中学生 1,000円、未就学児童 無料

鬼すむ街の物産展

鬼よ燃えろ！
冬の みちのく 芸能まつり

part10
２/10(日)
10:30～17:00(開場は10:00)

と　き

さくらホール大ホールところ

【第１部  北上市の民俗芸能】
はばたき太鼓(和賀町横川目)、台笠(滑田)、村崎野岳神
楽(村崎野)、春田打(下江釣子)、伊勢流黒岩太神楽(黒岩)

【第３部  まつりの賑
に ぎ

わい】
鵜住居虎舞(釜石市)、三本柳さんさ踊り(盛岡市)
≪特別出演≫　秋田の竿燈(秋田県)

【第２部  未来へつなぐ】
古墳太鼓(上江釣子)、門岡念仏剣舞(稲瀬町)、道地ひな
子剣舞(和賀町藤根)、なまはげ太鼓(秋田県立男鹿海洋
高等学校)、翔南鬼剣舞(北上翔南高等学校)

さくらホール内で物産展を開催します！
市内外の物産品や自慢の味をご紹介します！
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