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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。

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(８月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　８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

ムページに掲載しています。

おわびと訂正
　広報きたかみ第684号(８月23日

発行)18ージの｢第34回富士大学北

上市民セミナー｣記事中、遠藤元

治教授の名前のふりがなは｢もと

じ｣教授の誤りでした。おわびし

て訂正します。

し尿処理手数料を改定します
環境政策課　　　　　　　　☎72-8284

　消費税増税に伴い、10月１日から、

し尿処理手数料が10リットルあたり64

円から66円に引き上げとなります。ご

理解とご協力をお願いします

第78回一関･盛岡駅伝競走大会
開催による交通規制のお知らせ
同大会事務局(岩手日報社事業部)　 

　　　　　　　　　　　☎019-653-4121

　11月23日(土･祝)、一関市から盛岡市ま

で100㎞にわたりたすきをつなぐ一関･

盛岡間駅伝競走大会が開催されます。

選手らの通過に伴い交通規制が行われ

ま す。渋 滞 が

予想されますの

で、大変ご迷惑

をおかけします

が、ご協力をお

願いします。

　選手を見かけ

た際は、沿道か

ら温かい声援を

お願いします。

■通過時間

10時20分ごろ

■規制区間

右図のとおり

※より詳しい通

過時間･コース

図は岩手日報社のホームページをご覧

ください。
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和賀川

本庁舎

ホンダカーズ
北上北店

ネッツトヨタ岩手
北上店

DCMホーマック
北上藤沢店

北上ハイテクペーパー

東北銀行
北上支店
（一般の部
北上中継所、
高校の部
スタート）

ジョイス
北上アピア店

相去地区交流センター

規制区間

岩手県最低賃金が改正されます！
岩手労働局労働基準部賃金室 

　　　　　　　　　　　☎019-604-3008

　岩手県最低賃金が10月４日㈮から時

間額790円となります。県内で働くパー

トタイマー･アルバイトなどを含む全

ての労働者に適用されます。詳細は、

岩手労働局のホームページをご覧くだ

さい。

ダムからの情報を理解して逃げ遅
れゼロへ
国土交通省北上川ダム統合管理事務所

　 　　　　　　　　　　☎019-643-7971

　ダムは洪水時に水を貯め、下流の被

害を防止しています。しかし、計画を

超える大雨によってダムに貯められな

くなると、ダムへ流れ込む量をそのま

ま下流へ流れるように異常洪水時防災

操作を行います。同操作により、ダム

の下流では氾濫の危険性が高まること

があります。大雨などの際はダムや市

からの情報を確認し、避

難行動を取ってください。

　ダムのリアルタイム情

報はこちらをご覧くださ

い→

統一QR｢JPQR｣普及事業実施中
岩手県経営支援課 

　　　　　　　　　　　☎019-629-5545

　現金を使わず買い物ができるスマホ

決済は、各社が参入し使いにくい状態

です。総務省が主導し、各社のQRコー

ドをまとめた統一コード｢JPQR｣を使え

るようにする実証実験(岩手県、長野

県、和歌山県、福岡県のみ)が始まりま

した。対象となるアプリをダウンロー

ドし、ぜひご利用ください。

■期間…令和２年１月31日まで

｢KitaComing!北上市｣ロゴ
マークをご活用ください！

　どなたでも無料で使用
できます。あらゆる場面
でご活用ください。
　使用を希望

する場合は都市プロモー
ション課へ。
＊詳しくはコチラ！→
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みちのく民俗村ガイドボランティ
ア募集
みちのく民俗村管理事務所 

 　　　　　　　　　　　　　　　 ☎72-5067

　同村の来園者へ古民家･自然の魅力

をガイドとして語りませんか。初めて

の人には研修を予定しています。

■活動時間…10時～15時

■ところ…同村

■申し込み…同事務所へ

自然探索会
～西和賀町のブナ林散策～
和賀川の清流を守る会 

   (事務局)環境政策課☎72-8281

■とき…10月20日㈰８時25分本庁舎前

または９時和賀庁舎前集合(15時ころ

帰着予定)

※市バスで移動します。

■ところ…志賀来生活環境保全林(西

和賀町沢内地内)

■内容…森林の金山跡めぐり、自然散

策、温泉入浴(希望者のみ)

■定員…20人(先着順)

■参加料…500円(入浴料別途)

■申し込み…10月15日㈫までに同事務

局へ

(公財)岩手県市町村振興協会
☎019-651-3461

ハロウィンジャンボ宝くじ

10月18日㈮まで発売中!
　この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使わ
れます。宝くじは本庁舎地下売店
の特設売り場でも購入できます。

１枚 300 円

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

　11月３日(日・祝)開催の｢秋の古本市｣

で販売するため、不要な本の寄贈をお

願いします。売り上げから、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。

■受付期間…10月11日㈮～30日㈬

■ところ…中央図書館･江釣子図書

館･和賀図書館

※まんが、雑誌、教科書、古い百科事

典、古い全集、書き込み・サインの入っ

たもの、汚破損本はご遠慮ください。

古本市ボランティア募集
北上読書連絡会 

 　　　　(武塙)☎090-4314-7561

　古本市で、本の運搬･会場準備･本の

販売･片付けなどに携わるボランティ

アを募集します。

■とき…11月３日(日･祝)９時～15時

■ところ…中央図書館

■申し込み…11月１日㈮までに同会へ

北上会
あきまつり

鬼祭
～目覚めよ、誇り高き鬼たち～
北上商工会議所青年部事務局 

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎65-4211

　いろんな鬼に会いに行こう！鬼剣舞

はもちろん、鬼の叫びコンテストや謎

解きゲーム、鬼の餅まきなど、子ども

も楽しめるイベントやおいしいグルメ

が盛りだくさん！

■とき…10月６日㈰10時30分～15時

■ところ…鬼の館

劇団天体望遠鏡第14回公演
｢名もない星は、僕の星｣
同劇団(小野)☎080-3149-2911

■とき…10月５日㈯15時、19時･６日

㈰11時、15時(公演時間75分、開場は

公演の30分前)

■ところ…さくらホール小ホール

■入場料…一般1,500円、大学生以下

1,000円(前売り1,300円)

※前売り券はさくらホール、江釣子

ショッピングセンター･パルで取り扱っ

ています。

市税の納付は、口座振替または

コンビニ納付が便利です。

｢みんなの寺子屋｣生徒募集
NPO法人未来の扉     ☎72-6573

　            tobira@aioros.ocn.ne.jp

　小･中学生を対象に基礎学習の支援

をしています。居場所づくりのための

心のサポートもしています。

■とき…毎週金曜日19時～21時40分

■ところ…さくらホール

■参加料…同法人のホームページ

(http://mirainotobira.com/)参照

■申し込み…同法人へ
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産直あぜみち料理教室
JAいわて花巻　産直あぜみち　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎71-1338

　北上野菜をおいしくいただく方法を

市内飲食店のシェフから学ぶ料理教室

に参加してみませんか。

■とき…11月20日㈬10時～13時

■ところ…JAいわて花巻　産直あぜみ

ち隣｢来夢｣

■講師…ビストロフェリーチェの多田

功
いさお

氏

■定員…18人(多数の場合は抽選)

■参加料…3,000円

※抽選結果を受けてから、店頭または

振り込みでお支払いください。

■申し込み…10月２日㈬～25日㈮の間

に、ファクス(71-1339)または直接同

産直へ

岩手県女性就業援助技術講習｢介
護サービス科｣介護職員初任者研
修課程
㈱ニチイ学館北上校　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0120-780-915

　介護の基礎となる知識とスキルを学

び｢介護職員初任者研修｣の資格取得

を目指します。

■とき…11月１日㈮～12月11日㈬９時

30分～16時30分(初回は９時から。全

23回)

■ところ…同校

■対象…就業･転職を希望する女性

■定員…12人

■受講料…無料(教材費別途)

■申し込み…10月21日㈪までに同校へ

■選考日…10月24日㈭10時～

黒工祭
｢礎｣～つくり上げた伝動～
黒沢尻工業高等学校 　　☎66-4115

■とき…10月19日㈯･20日㈰11時～15

時(20日は10時から)

■ところ…同校

■内容…展示コーナー、出店、食堂な

ど

エコ・ものづくり体験まつり
ハートパルきたかみ　　　☎63-2251

■とき…10月12日㈯10時～15時

■ところ…ハートパルきたかみ(藤沢

21-12-11)

■内容…13のものづくり体験(ハーバリ

ウム、マーブルアート、eスポーツ体験、

革細工など)、餅まき、鬼剣舞公演、コ

ンサートなど

■入場料…無

料(各種体験

の材料費は実

費負担)

※上履きをご

持参ください。

第30回里山散策会
ペイシェントアクティブびわの会 

　　　　　　　(吉川)☎　　　　63-6755

　網張温泉周辺で紅葉と温泉を楽し

み、参加者同士の交流を深めます(小

雨決行)。

■とき…10月５日㈯９時～(中央図書

館西側駐車場集合)

■ところ…網張温泉周辺(雫石町)

■対象者…がん患者、家族、支援者

■参加料…3,500円(昼食代、入浴料な

ど)

■申し込み…電話またはファクスで同

会へ

ＦＡＸ

フォークリフト運転講習
日建学院盛岡校☎019-659-3900

　フォークリフト運転に必要な知識と

フォークリフトの走行･荷役の操作演

習を行い、技能講習の修了資格が得ら

れます。また、就職のための履歴書の

作成などを学びます。

■講習期間…10月25日㈮～11月６日㈬

■ところ…花北モータースクール(飯

豊24-75-2)

■対象…55歳以上で求職中の人(要普

通免許)

■定員…10人

■受講料…無料

■申し込み…10月17日㈭までに同校へ

※10月21日㈪開催の説明会および選考

会に必ず参加してください。
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10

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】10日㈭、17日㈭、24日㈭

10時～15時※要予約

【ところ】本庁舎４階相談室

●人権相談(市民課☎72-8202)

【とき】７日㈪、21日㈪、28日㈪

10時～15時

【ところ】本庁舎４階相談室

●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】７日㈪、23日㈬10時～15時

【ところ】本庁舎４階相談室(23

日は健康管理センター付属館)

●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】24日㈭14時～17時

※通訳が必要な場合は要予約

【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)

小松由佳　夏油高原
～岩沢トレイルツアー
スポーツリンク北上事務局　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　☎　　　　72-5141

　　　　sportslinkkitakami@gmail.com

　夏油高原スキー場をスタートし、岩

沢林道･水沢鉱山跡を経てゴールの岩

沢駅までの12.3㎞のトレッキングです

(昼食付き)。

※小松さんは参加しません。

■とき…10月19日㈯７時40分～14時

■ところ…同スキー場集合･解散

■対象…中学生以上の健脚な人

■定員…30人(先着順･最少20人)

■参加料…3,000円(保険料、昼食代、

ガイド料など)

■申し込み…10月11日㈮までに氏名、

ふりがな、住所、生年月日、連絡先を

電話、電子メール、ファクスで同事務

局へ

ＦＡＸ

ジョブカフェさくら各種講座
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

【就活セミナー基本のき！｢求人票の見

方｣】

■とき…10月15日㈫10時～12時

■内容…①就活での不安や疑問点を座

談会形式で話し合い②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

【中高年向けセカンドライフセミナー～

充実したセカンドライフを過ごすため

に～】

■とき…11月６日㈬10時～12時

■内容…万一に備える～各種保険の利

用と見直し方

■対象…中高年、興味のある人

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料

《共通事項》

■ところ…ジョブカフェさくら(北上

地区合同庁舎１階)

■申し込み…電話または直接同所へ

緩和ケア医療市民公開講座
岩手県立中部病院地域医療福祉連携室

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎71-1511

■とき…10月19日㈯15時～16時15分

■ところ…さくらホール中ホール

■内容…住み慣れた自宅での最期をサ

ポートしているケアタウン小平クリニッ

ク院長の山崎章
ふ み お

郎氏

による講演｢人生の

最終章どう迎えます

か？～自分で決めた

い、自分のこと～｣

■対象…どなたでも

■定員…200人

■参加料…無料

いい汗かこう！第26回北上市ふれ
あいスポーツ大会
第26回北上市ふれあいスポーツ大会

実行委員会事務局☎　　　　64-5028

　障がい者と市民とで一緒にスポーツ

を楽しみましょう。

■とき…10月19日㈯10時～14時30分

■ところ…北上総合体育館大アリーナ

■内容…ミニ運動会(パン食い競争・

ボール送りレース･玉入れ･血圧測定

レース･綱引き･徒競走･ゲートボール

リレーなど）、北上おでんせ(輪になっ

て踊ります)

■参加料…200円(昼食代含む)

■申し込み…10月８日㈫までに電話ま

たはファクスで同事務局へ

ＦＡＸ
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※【　】内の数字は７月末との比較。

　 (　)内の数字は平成31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

38,386世帯【＋21】
 92,503人【－36】
45,757人【 －7】
46,746人 【－29】

18件(147件)
2人(5人)

24人(187人)
188件(1,641件)

1人(16人)

2件(24件)

20件(169件)
214件(1,555件)

85件(687件)

　８月のデータ

３日㈭
　９時30分～11時30分
　13時～16時30分

10日㈭
　15時～17時
　
13日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

24日㈭
　12時～13時
　14時30分～16時30分

市役所本庁舎

岩手県立中部病院

江釣子ショッピング
センター･パル

北上鐵工㈱
21SEIKI北上

10月の献血

保育士カフェ
岩手県社会福祉協議会岩手県保育

士･保育所支援センター　　　　　　　　　

　　 　　　　　　　　☎019-637-4544

　保育士の仕事に関する不安なことや

知りたいことを相談したり、話し合っ

たりできます。お子さんを連れて参加

できます(託児なし)。過去に開催した

イベントの様子などは同支援センター

のFacebookに掲載しています。

■とき…10月10日㈭10時30分～12時

■ところ…奥州市総合福祉センター

（奥州市水沢南町5-12)ふれあいの間

■対象…保育士資格を持ち、現在保育

士として働いていない人

■参加料…無料

■申し込み…10月９日㈬12時までに電

話で同支援センターへ

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！

行政書士による｢暮らしと事業の
無料相談｣
岩手県行政書士会事務局 

　 　　　　　　　　　　☎019-623-1555

　同行政書士会では、相続･遺言･各種

事業の許可申請･各種書類の作成など、

皆さんの暮らしや事業に役立つ行政手

続きについて相談会を開催します。

■とき…10月１日㈫10時～15時

■ところ…同会北上支部各個人事務所

■電話相談…10月１日㈫10時～16時の

間に同行政書士会事務局へ

公証週間公証相談会(無料)
花巻公証役場　 ☎0198-23-2002

　公正証書には、遺言、金銭の賃借に

関するもの、土地･建物の賃貸借に関

するもの、離婚に伴うものなどがあり、

権利の争いを防いであなたの権利を守

ります。日本公証人連合会では、10月

１日から７日までを、公証制度につい

て理解を深めていただく第29回｢公証

週間｣とし、公証相談会を開催します。

■とき…10月１日㈫～７日㈪９時30

分～16時(土･日曜日は要予約)

■ところ…同役場(花巻市花城町10-27

花巻商工会議所会館３階)

※電話相談も受け付けています。

　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。

　災害発生などの緊急時には災害

情報を放送します。


