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12 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（11月30日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成30年１月からの累計です。

●世帯数
●人口
●男
●女

■交通事故など 
　人身事故
　死亡
　負傷
　物損事故
　飲酒運転検挙者

■火災
　発生
■救急車出動件数
　交通事故
　急病
　その他

　
24件
1人
25人
288件
2人

　
（190件）
（4人）

（222人）
　（2,656件）
（33人）

　
 2件

27件
154件
70件

　
（29件）

（235件）
（2,095件）
（968件）

37,931
92,748
45,670
47,078

世帯
人
人
人

【　＋　8】
【　＋　6】
【　－　3】
【　＋09】

患者の学校

△

とき…２月23日(土)午後２時～４時△

ところ…さくらホール会議室△

内容…①医療ソーシャルワーカー
の菊池涼子氏による講演｢北上市在宅
医療介護連携支援センターのお仕事｣、
②前田皮膚科クリニックの前田文彦氏
による講演｢皮膚悪性腫瘍～最近の治
療について｣△

定員…50人(先着順)△

受講料…500円(会員は無料)△

申し込み…２月20日(水)までに同会
へ

ペイシェントアクティブびわの会
(高橋)☎64-0008

おたのしみ教室｢ひな人形製
作｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援セン
ター　　　　　　 　　　  ☎67-1021

　ひな人形を作ったり、ブロックや積
み木で遊んだりしませんか。みんなで
踊りもします。△

とき…２月15日(金)午前10時～11時
30分△

ところ…相去地区交流センター研修
室１･２△

対象…６カ月～就園前の子と親△

申し込み…不要

 

｢きたかみE
いいあんべ

&Beエフエム｣で

 地域の情報は88.8MHz

　２月22日は｢行政書士記念日｣です。
相続･遺言、各種許認可申請など、皆
さんの毎日の暮らしや事業に必要な手
続きについて、電話による無料相談会
を開催します。気軽にご相談ください。△

とき…２月22日(金)午前10時～午後
３時

行政書士無料相談会
岩手県行政書士会事務局
　　　　　　　　  ☎019-623-1555

　市内16地区の情報や市からのお
知らせのほか、火災発生やクマの出
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。

盛岡地方法務局花巻支局
☎0198-24-8311

相続登記の登録免許税が免除
されることがあります

　次の①または②の土地の相続登記の
登録免許税が免除されることがありま
す。申請期間は33年３月31日(水)まで
です。詳しくは盛岡地方法務局のホー
ムページをご確認ください。
①相続により土地を取得した人が相続
登記をしないで死亡した場合に、死亡
した人を名義とする相続登記
②不動産価額が10万円以下の土地に
かかる相続登記

♥市　○北上商工会議所から北上市地
域福祉基金として23,000円○北上信用
金庫から車両１台、展勝地名称サイン
(標柱)５基と石碑１基○北上市茶道協
会から北上市芸術文化功労顕彰基金と
して30,000円○ビックバイクライダー
ズクラブから横断旗200本○東北電設
工業(株)から子育て支援への活用のた
め100,000円○(有)かいえんたいどう
じょうから市政発展のため30,000円○
北上ひまわり会からスポーツ振興のた
め100,000円○齋藤清さん(九年橋)か
らスポーツ振興のため5,000,000円○
相去地区自治協議会から東日本大震災
の被災者支援のため30,000円○秋桜会
から子育て環境充実のため30,000円○
三菱製紙(株)北上事業本部から2019年
版点字付きカレンダー200部○北上市
民謡舞踊連絡協議会から市内被災者
支援として54,652円○(有)かぎや菓子
舗からクリスマスケーキ31個○医療
法人社団敬和会から北上市地域福祉
基金として1,000,000円○Panasonicリ
フォームClub(有)丸安工務店から玩具

ツクイ北上　　　          ☎63-8077△

とき…２月15日(金)午後２時～３時△

ところ…さくらホールミュージック
ルーム１△

内容…認知症と認知症サポーターに
ついて解説。受講者に｢オレンジリン
グ｣をお渡しします。△

定員…50人△

受講料…無料

認知症サポーター研修養成講
座

福豆鬼節分会
鬼の館　　　　　         ☎73-8488
２月３日(日)午前11時～午後４時
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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

△

訓練期間…４月２日(火)～９月30日
(月)△

募集科…①金属加工科、②電気設備
エンジニア科、③建築CAD施工科△

対象…再就職に意欲のある人△

定員…①②12人、③15人△

受講料…無料△

選考日…３月２日(土)△

申し込み…２月１日(金)～25日(月)
の間にお近くのハローワークへ
施設見学会△

とき…２月６日(水)、13日(水)、20
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

　みちのく民俗村の風情ある風景を雪
灯籠で灯す、一夜限りのイベントで
す。ラクロス元日本代表による雪上ラ
クロス体験会、雪灯籠やワインの空き
瓶ライト作りなどのワークショップの
ほか、古民家カフェ｢小

こ び る

昼｣や｢ありが
だあんちゃ｣などの出店もあります。
雪灯りを"ほっこり"楽しみましょう！△

とき…２月16日(土)午後２時30分～
９時△

ところ…みちのく民俗村△

内容…雪灯籠作り(午後２時30分～
５時)、ラクロス体験会(①午後２時30
分～②午後４時～)、③ワインの空き
瓶ライト作り(午後５時～数回開催)、
点灯式(午後５時半～)△

対象…①②小学生以上③どなたでも△

定員…①②40人③各回６人△

申し込み…①②③は事前に同隊員へ

深津(北上市地域おこし協力隊員)
☎070-1262-4446

fukatsu.s.0328@gmail.com

民俗村の雪灯りイベント(無料)

(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
講演会第３弾です！△

とき…２月19日(火)午後３時～５時
30分△

ところ…おでんせプラザぐろーぶ１
階会議室△

内容…日本地域福祉ファンドレイ
ジングネットワークCOMMNET代表の
久
く つ ま

津摩和弘氏による講演｢寄附付き商
品企画と募金百貨店プロジェクト｣△

対象…ふるさと納税返礼品事業者、
中小事業者△

定員…30人(先着順)△

申し込み…２月13日(水)までに電話
または電子メールで同協会へ

△

とき…３月22日(金)～６月21日(金)△

ところ…(株)ニチイ学館北上支店△

内容…医療機関の受付窓口や診療報
酬請求事務に必要な知識と技能・技術
を習得△

対象…次の全てを満たす人①ハロー
ワークに求職を申し込んだ人②訓練期
間中、雇用保険を受給できない人(雇
用保険受給者でも受講できる場合あ
り)③ハローワークでキャリアコンサ
ルティングなどを受けて、求職者支援
訓練の支援指示を受けた人△

定員…12人△

受講料…15,000円(教科書代)△

申し込み…３月１日(金)までに同ハ
ローワークへ(定員の半数に満たない
場合、中止することがあります)

求職者支援訓練｢医療事務科｣
ハローワーク北上　   　  ☎63-3314

岩手中部クリーンセンター地
域振興施設の利用申請受付

　４月から利用開始となる人工芝
の屋内運動施設の地域振興施設｢ク
リーンドーム｣の利用申請受付を開
始します。詳細は同事務局ホーム
ページをご確認いただくか、同事務
局までご連絡ください。△

申し込み…２月１日(金)から申込書
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(ファクスと電子メールの
場合は要事前連絡)。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。
※窓口受付は平日午前９時～午後５時

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

ＦＡＸ

第４回樺山ソリッコ大会

　ソリ滑走、樺山遺跡の学習などを行
います。とん汁もふるまいます。参加
は無料。外で思いきり遊びましょう！△
とき…２月10日(日)午前９時45分～

正午△

ところ…樺山歴史の広場△

対象…中学生以下△

申し込み…２月４日(月)正午までに
直接または電話で同センターへ

稲瀬町自治協議会(稲瀬地区交流セン
ター)    　　　　　　　  ☎65-2441
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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。
※紙面の都合や記事の内容により掲載できない場合があります。

 

２月の各種相談

○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…２月14日(木)、21日(木)、28日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○消費生活相談
　(北上市消費生活センター☎72-8203)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前８時30
分～午後５時△

ところ…同センター(本庁舎１階で受け付け)

○人権相談(市民課☎72-8202)△
とき…２月４日(月)、18日(月)、25日(月)午

前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○行政相談(市民課☎72-8202)△

とき…２月４日(月)、18日(月)午前10時～
午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○教育相談(学校教育課☎65-3365)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前９時～
午後３時△

ところ…同課

〇婦人相談(子育て支援課☎64-7573)
〇家庭児童相談(子育て支援課☎64-7574)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前９時15
分～午後４時△

ところ…同課

○青少年悩みごと相談
　(北上市少年センター☎72-8302)△

とき…月～木曜日(祝日を除く)午前９時～
午後５時、金曜日午前11時～午後５時△

ところ…生涯学習センター

○外国人に関する相談会 (北上市国際交流
ルーム☎63-4497)通訳が必要な場合は要予約△

とき…２月28日(木)午後２時～５時△

ところ…生涯学習センター相談室

○子どもの就活に関する個別相談
(☎63-3533)要予約△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前10時～
午後５時△

ところ…ジョブカフェさくら(北上地区合
同庁舎内)

就活セミナー基本のき！｢応
募書類の書き方｣

△

とき…２月19日(火)午前10時～正午△

ところ…ジョブカフェさくら(北上
地区合同庁舎内)△

内容…①就活の不安や疑問を座談会
形式で話し合い②応募書類の書き方を
解説△

対象…求職者(定年退職した人やブ
ランクがある人も可)△

定員・参加料…６人(先着順)・無料△

申し込み…電話または直接、同所へ

ジョブカフェさくら　    ☎63-3533

　31年度に高校や大学などに進学予
定または在学中の人で、学資に困って
いる人を対象に市奨学金を無利子で貸
与します。ほかの奨学金制度と併用も
可能です。また、この奨学金の貸与を
受けた人で、卒業後市内に居住し、市
内外問わず就職して一定の所得要件を
満たした人の奨学金の返還を半額に免
除する制度(上限あり)もあります。

▽資格…保護者の住所が市内にあり心
身ともに健康で学業成績が優良な学生

▽ 貸与月額…高校生１万円、大学生
(短大、専修学校含む)３万円(無利子)

▽ 申し込み…２月４日(月) ～３月29
日(金)の間に同課へ
※募集要項は同課、江釣子・和賀民生
係、生涯学習センターに備えているほ
か、市のホームページからもダウン
ロードできます。

31年度市奨学生
教育部総務課　 　　　   ☎72-8256

　裁判員制度10周年にともない、関
心や参加意欲向上につながるような
キャッチコピーを募集します。△

コンセプト…①制度10周年で思うこ
と②裁判所へのイメージの変化③裁判
員に選ばれたら④今後期待すること△

申し込み…３月20日(水)までに応募
用紙に必要事項を記入し、裁判所１階
にある回収ボックスに投函するか、郵
送またはファクスで同課へ
※応募用紙は県内各裁判所玄関ホール
で配布しているほか、ホームページ
(http://www.courts.go.jp/morioka/)から
ダウンロードすることができます。

裁判員制度のキャッチコピー
盛岡地方裁判所事務局総務課
☎019-622-3342　　019-652-4088ＦＡＸ

子育て講座｢いろいろな遊び
を楽しみましょう！｣
いわさき認定こども園　   ☎73-8111　

エプロンシアターや触れ合い遊びな
どをします。△
とき…２月８日(金)午前10時～11時△

ところ…同園△

対象…市内在住の就園前の子と親
10組△

申し込み…電話で同園へ
※園庭開放も行っています。詳しくは
同園へ。

赤ちゃんDAY｢ベビーマッ
サージ｣
大通り保育園地域子育て支援センター
　　　　　　        　　　 ☎63-2118△

とき…２月27日(水)午前10時30分～
11時30分(受け付けは午前10時15分～)△

ところ…同支援センター室△

対象…２カ月～７カ月の子と親△

定員…15組△

参加料…500円(ベビーオイル代)△

申し込み…１月28日(月)から同支援
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。

軽自動車などの廃車届をお忘
れなく
市民税課　　　        　  ☎72-8210

　軽自動車税は、毎年４月１日現在で
車両を所有(登録)している場合に年税
額が課されます。４月２日以降に廃車
や名義変更をしても、月割りにはなり
ません。また、車両を廃棄処分しただ
けでは登録が残り、引き続き課税され
ますので廃車手続きが必要です。なお、
車両を譲渡した場合は名義変更が必要
です。
【車両別の廃車手続き先】
〇原動機付自転車(125㏄以下)、小型
特殊自動車(農耕用、その他)△

本庁舎市民税課、江釣子庁舎江釣子
民生係、和賀庁舎和賀民生係
〇軽自動車２輪(126～250㏄)△
全国軽自動車協会連合会岩手事務所
盛岡市湯沢16-15-11☎019-639-8021
〇軽自動車３輪、４輪など△

軽自動車検査協会岩手事務所
盛岡市湯沢16-15-10☎050-3816-1833
〇二輪の小型自動車(251㏄以上)△

東北運輸局岩手運輸支局
紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5☎
050-5540-2010
※全国軽自動車協会連合会岩手事務所、
軽自動車検査協会岩手事務所、東北運
輸局岩手運輸支局での手続きを、以下
の事業所で代行しています(手続きは
有料)。▲

岩手県自家用自動車協会北上支部
上江釣子17-201-2(江釣子庁舎１階併
設)☎77-3771

　

おわびと訂正
　広報きたかみ第669号(１月11日
発行)２ページの｢確定申告の受け付
け｣の記事中、花巻税務署の電話番
号は｢0198-23-3341｣の誤りでした。
おわびして訂正します。

　12月の市内産林産物の放射性物質
簡易検査の検体持ち込みはありません
でした。過去の検査
結果は市のホームペー
ジをご確認ください。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(12月分)
農林企画課　　　            ☎72-8237

第１回夏油高原カップ
夏油高原スキー場　　　 ☎65-9000

　スキー･スノーボードの大回転競技
を開催します！クラス別にタイムを競
います。小学生以上の経験者であれば、
どなたでも参加できます。目指せ、初
代チャンピオン！△

とき…３月10日(日)午前８時40分～
(受け付けは午前８時10分～)△

ところ…夏油高原スキー場△

参加料…中学生以下500円、高校生以
上1､000円△

参加特典…夏油高原温泉入浴券△

申し込み…２月25日(月)までに、同
スキー場のホームページ申し込み
フォームまたは直接、同スキー場へ

　市内には法務大臣から委嘱された人
権擁護委員がいます。今回、髙橋成

し げ と

人
さん(和賀町長沼)、松本美由紀さん(上
野町)が再委嘱、髙橋久美子さん(和賀
町藤根)、平野昌幸さん(柳原町)が新た
に委嘱されました。なお、伊藤恒

つねさだ

定さ
ん(和賀町横川目)、葛西洋

よ う こ

子さん(中野
町)は30年12月31日をもって退任され
ました。
　人権擁護委員は、国民の基本的人権
が侵害されないよう、いじめ、体罰を
はじめ、家庭内の問題、隣近所とのも
めごとなど非常に幅の広い相談に応じ
ています。秘密は守られ、無料で予約
もいりません。毎週月曜日に本庁舎４
階で特設人権相談所を開設しています
ので、ご相談ください。

人権擁護委員の紹介
市民課　　　 　　　　　☎72-8202

　不用になった除雪ドーザー２台と除
雪グレーダ１台を競争入札で公売しま
す。△

とき…２月21日(木)午後２時～△

ところ…本庁舎５階会議室△

対象…市内在住の人、または市内に
営業所などがある法人△

申し込み…２月13日(水)まで(土･日
曜日、祝日を除く)に申込書を記入し
納税証明書などの必要書類を添えて、
郵送(〒024-8501住所記載不要)または
持参で同課へ
※申込書や入札説明書は同課で配布す
るほか、市のホームページからダウン
ロードできます。

契約検査課         ☎72-8262･8263

除雪ドーザーなどの公売

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。


