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北上市役所…☎0197-64-2111(代表)本庁舎…〒024-8501(芳町1-1)

江釣子庁舎…〒024-8502(上江釣子17-201-2)和賀庁舎…〒024-0392(和賀町横川目11-160)

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16開庁日前までに直接、

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。

牡丹橋、飯豊北線が開通
道路環境課　　　　　　　　　☎72-8314

　工事中だった牡丹橋(北上中学校校

庭南側、３月31日㈬15時から)と飯豊

北線(中部病院の以北、４月２日㈮12

時から)が通行可能になります。

※牡丹橋は仮設迂回路の撤去工事など

により、一時的に交通規制を行う予定

です。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(２月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　２月分の検査の申し込みはありませ

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。

国民年金学生納付特例制度
国保年金課　　　　　 　　　☎72-8206

　20歳以上の学生は、前年の所得が一定

以下であれば、申請により在学中の保険

料の納付が猶予される学生納付特例制

度を利用できます。同制度は、承認を受

けた月から10年以内であれば、保険料を

後払い(追納)することができます。

■申し込み…４月１日㈭から同課へ

■持ち物…①学生証(表裏両面の写し

可)または在学証明書(原本)②身分証

明書(マイナンバーカード･運転免許

証･健康保険証など)③年金手帳また

は基礎年金番号がわかるもの④失業を

事由とする場合は離職票など⑤本人以

外の申請の場合は①～④に加え、委任

状(代理人が別世帯のときのみ)と、代

理人の身分証明書

介護用品の購入支援
長寿介護課　　　　　　　　　☎72-8217

■対象…要介護３～５と認定された在

宅の要介護者を常時介護している人

(要介護者と介護者、どちらも世帯全員

が市町村民税非課税であること)

■内容…おむつ、おむつカバー、尿取

りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ド

ライシャンプーを購入できる券を支給

■支給額…要介護３の人を介護してい

る家族には１カ月当たり3,000円分、要

介護４･５の人を介護している家族には

１カ月当たり6,000円分

■申請…４月１日㈭から申請書と税照

会の同意書を同課へ

市道川原町南田線の通行規制
企業立地課　　　　　　　　　☎72-8245

　工事に伴い、終日通行を規制します。

迂回にご協力ください。

■期間…５月６日㈭９時～

■ところ…北工業団地地内外

北工業団地

東
北
本
線 平成大橋

ガソリン
スタンド

シチズン時計
マニュファクチャリング

しみず斎苑

※点線は建設中の道路
Ｎ

成沢橋の通行規制
道路環境課　　　　　　　　　☎72-8314

　工事に伴い、通行を規制します。詳

細は市のホームページや現地看板でお

知らせします。

■期間…３月下旬～９月10日(予定)

■ところ…鬼柳町宿地内

■規制方法…片側交互通行(終日）、車

両通行止め(作業時）

養護老人ホーム　
北星荘●

南中学校
●

●南小学校
    ●
北上総合運動公園

本
郷
川

成沢橋

ファミリーマート
北上大堤公園店
            ●

国
道
４
号

Ｎ

市税の納付は口座振替または

コンビニ納付が便利です。

大雪被害を受けた農業用施設へ
の支援
農業振興課　　　　　　　　 ☎72-8238

　市は国、県と共に農業用施設の復旧な

どに係る費用の支援を行います。被害

を受けた人は同課へご連絡ください。

■対象…令和２年12月14日以降の大雪

で被害を受けた、出荷販売用の農業用

施設(農業用ハウス、牛舎、

農業用機械など)を持つ人
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北上川に泳がせる鯉のぼり募集
北上川に鯉のぼりを泳がせる会　　　　

　　　　　　　　　　　(髙舘)☎63-4382

商業観光課　　　　　　　　　☎72-8241

　さくらまつり期間中、北上川に掲げ

る鯉のぼりを集めています。

■申し込み…４月８日㈭までに同課へ

※傷みが激しいものなどは受け取りで

きないことがあります。

本庁舎･和賀庁舎を完全禁煙化
財 政 課 　 　 　 　 　 　 　 　 ☎72-8250

　受動喫煙を防止するため、４月１日

から本庁舎と和賀庁舎の敷地内を完全

禁煙とします。ご注意ください。

2021全国さくらシンポジウム
in北上の開催内容変更
同事務局(商業観光課内)　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　☎72-8241

　新型コロナウイルス感染症の収束が

見通せないことから、予定していた交

流会の開催を中止します。シンポジウ

ムと現地見学会は予定通り開催しま

す。また、シンポジウムをオンライン

サービス｢ｚ
ズ ー ム

ｏｏｍ｣上でライブ配信し

ます。

■ライブ配信の申し込み…４月21日㈬

18時までにメールで氏名、住所、連絡

先、所属をＪＴＢ総合提携店ジャパン・

ツーリスト・サービス㈱(大通り三丁

目1-1、 host@jts-dream.jp、☎64-

7011)へ

※樹木医ＣＰＤ・造園ＣＰＤの認定希

望者は、同社からのメールを保存して

ください。受講証書となります。

【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

６月１日市営住宅入居者募集
市営住宅管理センター  ☎61-5280

　募集する住宅や日程など詳しい内容

は、４月１日公表予定です。申込書や

募集案内は、同日から市役所３庁舎、

住宅管理センターに置いて

います。また、市や同セン

ターのホームページでも確

認できます。

狂犬病予防注射と飼い犬の届け出
環境政策課 　　　　　　　　☎72-8284

　狂犬病予防法により、生後91日以上

の犬は、毎年度１回の狂犬病予防注射

が義務付けられています。動物病院ま

たは春の集合注射会場で、必ず接種し

てください。また、犬を飼い始めた時

や、所有者の変更、転居、犬の死亡な

ど飼育状況が変わった時は、忘れずに

同課へ届け出てください。

※会場は、郵送する受診はがきか、市

のホームページでご確認ください。

※市外へ転出する際は、転出先の市町

村で手続きを行ってください。

■受診料…3,300円(接種料2,750円、

注射済票交付手数料550円)

資料 寄贈者

大通り八重樫家近現代資

料(記録、メダル)122点
北村 佳江

新穀町髙橋家現代資料

(雑誌、写真など)45点
髙橋 千恵子

青森竹内家現代資料(地

図)１点
竹内 義人

東京都齋藤家現代資料

(絵葉書)９点
齋藤 寿博

二子中野家近現代資料

(写真、はがきなど)243点
中野 光章

ヨシゼン近現代資料(記

録、図書)1,383点
小林 一幸

※許可いただいた人のみ公表しています。

寄贈資料の紹介
総務課市史編さん室　　☎72-8309

　５月から順次刊行する新編北上市史

の作成にあたり、本年度寄贈いただい

た資料をご紹介します。ご協力ありが

とうございました。

「こども食堂キッチンすまいる｣
４月のスケジュール
キッチンすまいるの会　　　　　　　　　　　

　　　　 (菊池)☎090-6454-3210

　子どもの居場所や、保護者の交流の場

として｢こども食堂｣を開催しています。

■とき…①４月９日㈮②16日㈮③23日

㈮16時～19時

■ところ…①黒沢尻北地区②黒沢尻東

地区③黒沢尻西地区の各交流センター

■対象…市内在住の高校生以下の子と

その保護者(開催地区以外の人も可)

■協力金…高校生以下は無料、大人は

１人100円

■定員…各30人程度

■申し込み…不要

マイナンバーカード
受け取りの臨時窓口

■とき…４月24日㈯･25日㈰９時～

16時(12時～13時を除く)

■ところ…本庁舎市民課
※正面玄関から入ることができます。

　マイナンバーカードの受け取り･

電子証明書更新の臨時窓口を開設

します。交付通知書に記載されてい

る予約専用電話、または市民課へ事

前予約をお願いします。

※証明書の交付や住民異動の受け付

けはできません。

市民課　☎72-8200
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初心者向けターゲット･バード
ゴルフ講習会
北上市ターゲット･バードゴルフ協会　

　　　　　　　(平野)☎ ＦＡＸ  64-2591

　自然の中で爽快にナイスショット！

用具は協会で用意します。

■とき…４月10日㈯･11日㈰９時～11

時30分

■ところ…和賀川ふれあい広場ターゲッ

ト･バードゴルフコース

■参加料…無料

■申し込み…４月８日㈭までに電話ま

たはファクスで同協会へ

きたかみレンタサイクル
(一社)北上観光コンベンション協会　　　

　　　　☎65-0300 ＦＡＸ  88-3002

　４月から今季の営業を開始します。

新たにＥ-ＢＩＫＥ(電動アシスト付

きスポーツ自転車)とシティサイクル

を追加しました。

■営業期間…４月１日～12月上旬９

時～17時

■貸出場所…同協会(おでんせプラザ

ぐろーぶ１階)、北上駅観光案内所

■利用料金

【Ｅ-ＢＩＫＥ試乗会】

■とき…３月28日㈰９時30分～16時

■ところ…北上駅東口鬼剣舞広場

■参加料…無料

ジュニアスポーツ教室｢かけっ
こ教室｣
(公財)北上市体育協会☎67-6720 

moushikomi@kitakami-taikyou.

sakura.ne.jp　

【１･２年生】

■とき…①４月12日㈪、19日㈪、５月10

日㈪、17日㈪②４月20日㈫、27日㈫、５

月11日㈫、18日㈫16時30分～17時30分

【３･４年生】

■とき…①４月12日㈪、19日㈪、５月10

日㈪、17日㈪②４月20日㈫、27日㈫、５

月11日㈪、18日㈪17時45分～18時45分

【５･６年生】

■とき…①４月21日㈬、28日㈬、５月

７日㈮、14日㈮18時～19時

【共通事項】

■ところ…北上陸上競技場

■定員…各コース①②20人ずつ

■参加料…2,000円(傷害保険料含む)

■申し込み…４月９日㈮までに申込書

を添えて電子メールで同協会へ

※申込用紙は、同協会の

ホームページからダウン

ロードできます。

第23回岩手県障がい者スポーツ
大会選手募集
福祉課　　　　　　　　　　　　☎72-8214

■とき…６月５日㈯

■ところ…盛岡市内(岩手県営運動公

園ほか)

■対象…県内在住で満13歳以上(４月

１日現在)の身体･知的･精神障がいが

ある人

■種目…陸上、水泳、卓球、サウンド

テーブルテニス、アーチェリー、ボウ

リング、フライングディスク

※障がいの種類や年齢により出場でき

ない競技があります。また、種目によ

り人数の制限があります。

■申し込み…４月19日㈪までに同課へ

さつき･ラン＆ウォーク2021
同事務局　　 　　☎03-6804-3383

　市と包括連携協定を締結した(一財)

アールビーズスポーツ財団が主催する、

オンラインスポーツイベントです。５

月の１カ月間、ウォーキングとランニ

ングの平均歩数･平均走行距離を、ス

マートフォンアプリで競います。

■開催期間…５月１日㈯～31日㈪

■参加料…無料

■エントリー方法…企業対抗戦は４月

11日㈰まで、個人戦は５月31日㈪までに

下記ＱＲコードから

■部門(使用アプリ)…ウォーキングの

部(スポーツタウンＷＡＬ

ＫＥＲ)、ランニングの部

（ＴＡＴＴＡ）

滑田鬼剣舞体験会
同保存会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　(高橋)☎090-2987-9775 

　　　　　　　　  neonemaple@gmail.com

　刀の持ち方や足の運び方など所作や

踊りなどの基本を教えます。初心者も

大歓迎です。

■とき…４月18日㈰13時～

■ところ…中通り公民館（滑田3-63-2）

■対象…どなたでも

■定員…10人(先着順）

■参加料…無料

■申し込み…４月15日㈭までに電話で

同会へ

※終了後、供養碑に向けて、東日本大

震災追悼供養念仏を奉納予定です。

車種 ４時間 １日

シティサイクル 300円 500円

スポーツサイクル 500円 1,000円

E-BIKE 1,500円 3,000円

※高校生以上から利用可能です。

※身分証明証が必要です。
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４

月
の
各
種
定
例
相
談

●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)８時30分～17時

【ところ】同センター(本庁舎１

階で受け付け)

●法律相談(市民課☎72-8202)

【とき】８日㈭、15日㈭、22日㈭

10時～15時(要予約)

【ところ】健康管理センター

●人権相談(市民課☎72-8202)

【とき】５日㈪、12日㈪、19日㈪、

26日㈪10時～15時

※原則電話相談で受け付けます。

●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】５日㈪、19日㈪10時～15時

※原則電話相談で受け付けます。

●教育相談(学校教育課☎65-

3365)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)９時～15時30分

【ところ】学校教育課

●婦人相談(子育て支援課☎

64-7573)･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)９時15分～16時

【ところ】子育て支援課

●青少年悩みごと相談(北上市

少年センター☎72-8302)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)９時～17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)

【とき】22日㈭14時～17時(行政

書士に相談する場合は要予約)

【ところ】生涯学習センター相談室

●家族の就職相談(☎63-3533)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)10時～17時(要予約)

【ところ】ジョブカフェさくら

(北上地区合同庁舎内)

【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

春期スポーツ教室参加者募集
(公財)北上市体育協会☎67-6720

【初めてのエアロビクス】

■とき…４月６日～６月29日の火曜日

10時30分～11時30分(全９回)

■定員…50人

■参加料…１回500円

【ステップ台エアロ】

■とき…４月８日～６月24日の木曜日

10時30分～11時30分(全８回)

■定員…20人

■参加料…１回500円

【総体教室(ショートテニス、ラージ

ボール卓球)】

■とき…４月９日～６月25日の金曜日

10時～12時(全６回)

■定員…30人

■参加料…１回500円、６回2,400円

【共通事項】

■ところ…北上総合体育館

■対象…18歳以上

■申し込み…電話または直接同協会へ

花苗育成講習会
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

　　　 kankyo-s@city.kitakami.iwate.jp

■とき…４月21日㈬、５月19日㈬、７

月７日㈬14時～15時(全３回)

■ところ…さくらホール大アトリエ

■内容…マリーゴールドなどの育て方

講習(種子のまき方、花苗の植え替え、

花苗の切り戻し）

■対象…市民

■定員…30人

■参加料…500円(３回分の材料費)

■申し込み…４月19日㈪までに電話ま

たは電子メールで同課へ

北上市手話奉仕員養成講座(入
門課程)
福祉課☎72-8214 ＦＡＸ 64-2202

　聴覚障がい者とのコミュニケーショ

ンに必要な手話表現などを学びます。

■とき…５月12日～12月15日までの水曜

日(月４回程度、全30回)19時～20時30分

■ところ…北上市総合福祉センター

■対象…市内に在住または勤務してい

る18歳以上の人で、24回以上受講でき

る人

■定員…15人

■参加料…無料(テキスト代3,300円は

別途)

■申し込み…４月30日㈮までに住所、

氏名、年齢、職業、

電話番号を電話ま

たはファクスで同

課へ

北上第１･第２ソーラー発電所
(かむいソーラー)
発電状況(２月分)

北上第１･第２ソーラー発電所の

発電状況をお知らせします。得ら

れた収益は、市の再生可能エネル

ギーの導入やエネルギー利用の効

率化を推進するために活用します。

■発電量(前年同時期)
　第１ソーラー発電所
　　　76,017kWh (112,522kWh)
　第２ソーラー発電所
　　　77,265kWh (102,903kWh)

この発電量は、418世帯の１カ月分の電

気使用量に相当します。
※環境省｢家庭からの二酸化炭素排出量の推
　計に係る実態調査 全国試験調査｣から算出

環境政策課　☎72-8281
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※【　】内の数字は１月末との比較。

　 (　)内の数字は令和３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

39,519世帯【＋51】

 92,397人【＋ 2】
45,928人【＋ 5】
46,469人 【-  3】

　　8件( 24件)
0人(  0人)
9人( 27人)

366件(738件)
4人(  6人)

1件(2件)

13件( 28件)
180件(351件)
103件(203件)

　２月のデータ

８日㈭
　15時～16時30分　

11日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

13日㈫
　９時30分～11時

25日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

29日(木･祝)
　10時～12時
　13時30分～16時30分

スーパーオセン北上店

江釣子SCパル

北上槌屋デカル㈱

イオンタウン北上
(マックスバリュ北上
店)

DCMホーマック北
上藤沢店

４月の献血

【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

不登校ひきこもりの親の会
茶話会
不登校と若者の自立を考える北上地区

父母会(後藤)☎090-4888-1210

　不登校やひきこもりの人がいる家族

が集い、語り合う場所です。一人で悩

まず、ぜひご参加下さい。

■とき…４月17日㈯10時～12時

■ところ…北上市総合福祉センター１

階会議室

■対象…不登校･ひきこもり当事者、

家族、支援者など

■参加料…100円

■申し込み…不要

ヨイ歯デーテレホン相談
岩手県保険医協会歯科部会 

　　　　　　　　　　　☎019-651-7341

　歯や口に関する悩みについて何でも

ご相談ください。

■とき…４月19日㈪10時～19時

■相談ダイヤル…019-651-7341

■料金…無料

※受付時間に相談を受け付けた後、19

時以降に同協会歯科医師が回答します。

就活セミナー基本のき！
｢求人票の見方｣
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

■とき…４月20日㈫10時～12時

■ところ…ジョブカフェさくら(北上

地区合同庁舎内)

■内容…ゲームを通して求人票の見方

を考える、求人票の見方を解説

■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…６人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接、同所へ

歴史資料を集めています
　５月から順次刊行する｢新編北上

市史｣作成のため、写真、広報紙、

新聞、地図、自治体の刊行物などの

資料を集めています。

　皆さんのお宅の押し入れや物置にあ

る古い写真や手紙、地図、新聞なども

貴重な歴史資料になります。処分前

に一度ご連絡ください。

参考資料集｢北上の足跡｣を
販売しています

　市史編さんのために収集した資料を

もとに作成した参考資料集を、１冊

1,000円で販売しています。

■販売場所…総務課(本庁舎２階)、

市史編さん室、生涯学習センター、博

物館本館

総務課市史編さん室　☎72-8309

北上市交通安全対策協議会

(事務局)地域づくり課☎72-8301

春の全国交通安全運動
４月６日㈫～15日㈭

４月10日は｢交通事故死ゼロを目指す日｣

｢手をあげて　じぶんでま

もろう　いのちのあいず｣
運動の重点

●子どもと高齢者をはじめとする歩行

者の安全の確保

●自転車の安全利用の推進

●歩行者などの保護をはじめとする安

全運転意識の向上

スローガン


