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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(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

ムページに掲載しています。

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｣

 ｢しっかりと　

　　止まってかくにん　横だん歩道｣

運動の重点

●子どもを始めとする歩行者の安全の

確保

●高齢運転者などの安全運転の励行

●自転車の安全利用の推進

●飲酒運転の根絶

 スローガン

北上市北部交流館の開館
スポーツ推進課　　　　　 ☎72-8313

　北工業団地内に新設された北上市北

部交流館が開館します。フットサルや

ソフトテニス、ゲートボールができる

人工芝フィールドのほか、会議室や交

流ルームも兼ね備えています。ぜひご

利用ください。

■一般開放…４月７日㈫から

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。２年度の申請は４月１日㈬から同

課で受け付けます。

■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認印

(スタンプ式不可)③身分証明書(運転

免許証･健康保険証･マイナンバーカー

ドなど)④年金手帳または基礎年金番

号がわかるもの⑤失業を事由とする場

合は離職票など⑥本人以外の申請の場

合は①～⑤に加え、委任状と代理人の

身分証明書
土地･家屋の価格など帳簿の縦覧
資産税課　☎72-8211、 72-8212

　所有している資産の評価額を確認し

ていただくために、価格帳簿を縦覧で

きます。課税対象者には、４月下旬に

２年度の納税通知書と課税明細書を送

付します。

■期間…４月１日㈬～６月１日㈪８時

30分～17時15分(土・日曜日、祝日を

除く)

※毎週火曜日は18時30分まで。

■ところ…同課(本庁舎１階)

■縦覧できる人…①納税者本人②納税

者と同一世帯の親族③納税管理人④納

税者から委任された人

■持ち物…運転免許証など本人を確認

できる書類(顔写真付きのもの)

※委任された人は委任状(法人の場合

は代表者印のあるもの)と印鑑が必要

です。

狂犬病予防注射の集合注射延期と
飼い犬の届け出
環境政策課 　　　　　　　　☎72-8284

　例年４～５月に実施している集合注

射は、新型コロナウイルスの拡大防止

のため、延期します。延期後の日程が

決まり次第、広報紙などを通じてお知

らせします。狂犬病予防法により、生

後91日以上の犬には、年に１回の狂犬

病予防注射が義務付けられていますの

で、忘れずに接種してください。

　また、新たに犬を飼い始めた際や、

飼育状況の変更(所有者変更、転入、

転居、犬の死亡)があった際は、同課

へ忘れずに届け出をしてください。

※市外へ転出する際は、転出先市町村

で手続きしてください。

【注意】

新型コロナウイルスの感染拡大防止の

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。
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広報紙をスマホ、タブ

レット端末からご覧い

ただけます！

令和２年度｢きたかみ農楽校｣受講
者募集
農林企画課     　　　　　　☎72-8235 

(一財)きたかみ地域振興財団　          

　　　　  ☎72-2883   　　72-2993

　　　 　k-zaidan@ginga-net.ne.jp

　｢きたかみ農楽校｣は、農業を楽しく

学ぶ講座です。みんなで野菜栽培をし

ながら野菜づくりの基礎を勉強しませ

んか。

■とき…４月23日～11月12日の毎週木

曜日

※８月13日、10月22日、29日は除く。

■ところ…ふるさと体験館｢北上｣など

■内容…実習畑での野菜栽培、市内生

産現場の見学、プランター栽培体験

■対象…野菜作り、農業に興味がある

18歳以上の人

■定員…20人(先着順)

■参加料…10,000円程度(野菜苗代と

保険料)

■申し込み…４月16日㈭までに所定の

申込用紙に記入し、郵送(〒024-0324

和賀町山口23-24-5ふるさと体験館｢北

上｣内)、ファクス、電子メールのいず

れかで同財団へ

※申込用紙は本庁舎総合案内、江釣

子･和賀民生係に備えています。

ＦＡＸ

きたかみ地域農業マスタープラン
の更新
農業振興課　　　　　　　　☎72-8239

　地域農業マスタープランとは、地域

農業のあり方について定めた計画です。

地域の中心となる経営体や、将来の農

地利用などが書かれています。プラン

の内容は地域の話し合いで作成します。

市内では13地区で策定しており、２月

現在で13回目の更新となりました。

　地域の話し合いでは、農業者や農業

関係者、地区の代表者が、個々の経営

体の経営内容や規模拡大の意向、今後

目指すべき地域の方向性などについて

議論しています。

　同プランは、市農業振興課、ＪＡい

わて花巻(北上地域営農グループ、江

釣子支店、営農センター北上中央･北

上西部)で確認することができます。

　また、２月に更新された内容のうち

「各地区の中心経営体数｣や｢地区の課

題」、「農地の集約化に関する方針｣な

どは、市のホームぺージ

に掲載しています。

作業機付きトラクターの公道走行
基準の変更
農業振興課　　　　　　　　☎72-8239

　トラクターに作業機(ロータリー、播

種機など)を装着して公道を走行する

場合の基準が変更になりました。農機

具メーカーやホームページなどで確認

して、適正な公道走行

に努めましょう。

　詳しくは、農林水産

省のホームページをご

覧ください。

農業でお仕事してみませんか
ＪＡいわて花巻営農部営農企画課内　

無料職業紹介所｢アグリワーク｣　　　　

　　　　　　　　　　　☎0198-29-5871

　ＪＡいわて花巻では、農繁期などで

人手が必要となる組合員と農業のお手

伝いをして収入を得たい人とを繫ぐ事

業、無料職業紹介所｢アグリワーク｣を

開設しています。　　

　紹介には求職票の提出が必要となり

ます。詳しくは、ＪＡいわて花巻の

ホームページをご覧いた

だくか、アグリワークま

でご連絡ください。

「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、毎月３回程

度開催しています。

■とき…①４月10日㈮②17日㈮③24日

㈮16時～19時

■ところ…①黒沢尻北地区交流セン

ター②黒沢尻東地区交流センター③黒

沢尻西地区交流センター

■対象…市内にお住まいの高校生以下

の子どもとその保護者

※開催地区以外の人も参加できます。

■協力金…高校生以下は無料。大人は

１人100円

■定員…各会場30人程度

■申し込み…不要

市のホームページの新着情報が通知

で届くため、新型コロナウイルス関

連の情報も入手できます。
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春シーズンも好評営業中!!春シーズンも好評営業中!!

第６回江釣子舞踊民謡協会チャリ
ティーショー｢踊りと唄のまつり｣
江釣子舞踊民謡協会事務局　　　　　　　

　　  　　　　　　　　(後藤)☎77-2623

■とき…４月５日㈰12時～

■ところ…江釣子地区交流センター

■内容…股旅、演歌舞踊、マドロス、

民謡

※出店あり。

■入場料…無料

【注意】新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、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。

岩手県生涯学習審議会委員･岩手
県社会教育委員の公募
岩手県教育委員会事務局生涯学習文

化財課　          ☎019-629-6176

　　　　   　　　DB0005＠pref.iwate.jp

　本県の生涯学習･社会教育振興施策

に、県民の幅広い意見を反映させるた

め、同委員の一部を県民の皆さんから

公募します。

■任期…７月１日から２年間

■応募資格…岩手県にお住まいで、生

涯学習など調査審議する内容に関して

十分な見識を有しており、年２回、平

日に盛岡市で開催する会議に出席でき

る人

■募集人数…１人

■申し込み…４月30日(木･必着)までに、

応募申込書兼履歴書と｢生涯学習･社

会教育について思うこと｣をテーマと

した800字程度の作文を直接または郵

送(〒020-8570盛岡市内丸10-1)、ファ

クス、電子メールで同課へ

※応募申込書兼履歴書は、同課で配布

しています。

｢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！→

ワラタネスクエア･ワラタネ座禅会
笑いのたねプロジェクト　　　　　　　　　

　　　　 (後藤)☎090-4888-1210

【ワラタネスクエア(４月開催日)】

　不登校、ひきこもり、生きづらさを

抱えている人が｢誰かとつながりたい｣

と思ったときに行ける、ただそこにい

るだけで心があたたまる場所です。

■とき…４月の毎週水曜日と土曜日の

13時～17時

■ところ…コミュニティサロンきずな

(本通り二丁目1-13)

■対象…不登校･ひきこもり当事者、

親、支援者など

■参加料…当事者200円、当事者以外

300円

■申し込み…不要

※車でお越しの場合は、事前にご連絡

ください。

【ワラタネ座禅会】

　永昌寺の本堂で住職から座禅の作

法、呼吸法を学び座禅を行います。自

分と向き合い心を調える時間をご一緒

しませんか。

■とき…４月13日㈪14時～(集合は13

時30分)

■ところ…永昌寺(更木33-105)

■対象…不登校･ひきこもり当事者、

親、座禅を体験してみたい人

■参加料…当事者200円、当事者以外

500円

■申し込み…不要

北上青年会議所３年継続地域活
性化事業 ｢WAKE UP HEROES 
2020｣年間参加者募集！
(公社)北上青年会議所　　　　　 　　　 

　　　　　☎65-0281 　　　65-0287

　展勝地開園100周年に向けた北上の

地域資源を生かしたフェスにかかわっ

てみたい人を大募集！

■とき…３～10月(年間５回程度の講

座を開催予定)

■ところ…市内各所

■対象…市内および周辺地域にお住ま

いの20歳以上の人

■参加料…年間5,000円

■申し込み…申込書を郵送(〒024-

0031青柳町二丁目1-8)またはファクス

で同会議所へ

※申込書は、同会議所

のホームページからダ

ウンロードできます。

ＦＡＸ

市のホームページにバナー広告を
掲載しませんか
都市プロモーション課　　☎72-8308

　市のホームページは月平均約80,000

件のアクセスがあり、市民のほか県内

外など、多くの人に閲覧されています。

　企業、団体などのＰＲ、ホームペー

ジのアクセス増加に、ぜひバナー広告

をご利用ください。

■広告掲載料…１枠当たり月額１万円

(消費税と地方消費税を含む)

■申し込み…ホームぺージ(トップペー

ジ下部)から申込書をダウンロードし、

広告図案(画像可)と一緒に持参または

郵送(〒024-8501住所記載不要)で同課

へ
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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】９日㈭、16日㈭、23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】６日㈪、13日㈪、20日

㈪、27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】６日㈪、20日㈪10時～15

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)

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】23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)

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、情報交換をしたり悩みを語り

合う場所です。一人で悩まず、ぜひご

参加下さい。

■とき…４月18日㈯、５月16日㈯、６

月20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

認知症についてやさしく学ぶカ
フェ
長寿介護課　　　　　　　　　☎72-8221

　なごやかな雰囲気の中でゆるやかに

学ぶことで認知症の理解を広げます。

福祉や医療、介護の専門職と出会いの

場でもあります。

■とき…４月20日㈪、５月18日㈪、６

月15日㈪13時30分～15時30分(毎月第

３月曜日に開催)

■ところ…日本現代詩歌文学館１階カ

フェスペース

■テーマ…４月｢認知症カフェって

なぁに？｣、５月｢介護保険の利用の仕

方｣、６月｢受診の仕方と認知症の人へ

の接し方｣

■対象…認知症の人と家族、地域住民

など

■定員…20人(先着順)

■参加料…300円

(飲み物代)

■申し込み…不要

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21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…就活の不安や疑問点を座談会

形式で話し合い、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

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22日㈬、５月20日㈬、７

月８日㈬14時～15時(全３回)

■ところ…さくらホール大アトリエ

■内容…サルビア、マリーゴールドの

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20日㈪までに電話ま

たは電子メールで同事務局へ

市税の納付は口座振替または

コンビニ納付が便利です。
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※【　】内の数字は１月末との比較。

　 (　)内の数字は令和２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

38,694世帯【＋28】

 92,491人【－42】
45,822人【 －9】
46,669人 【－33】

20件(38件)
0人(0人)

27人(48人)
203件(462件)

1人(3人)

3件(4件)

20件(41件)
159件(353件)
76件(149件)

　２月のデータ

９日㈭
　９時30分～11時
　
　14時30分～16時30分

12日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

14日㈫
　９時30分～11時

17日㈮
　９時～11時30分

26日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

スーパーオセン北上
店
岩手県立中部病院

江釣子SCパル

北上槌屋デカル㈱

北上地区消防組合
北上消防署

イオンタウン北上
(マックスバリュ北上
店)

４月の献血

社交ダンスを楽しむ講座
北上市ダンススポーツ協会　　　　　　　

　 　　 (藤田)☎090-6627-8498

　社交ダンスで足腰を鍛えてみません

か。運動は骨粗しょう症を未然に防ぎ

ます。

■とき…４月11日㈯、25日㈯、５月９

日㈯、23日㈯11時～13時(予定)

■ところ…黒沢尻北地区交流センター

■定員…30人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…４月11日㈯までに電話で

同協会へ

春期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会☎67-6720

①【初めてのエアロビクス】

■とき…４月７日～６月23日の火曜日

10時30分～11時30分(全８回)

②【ステップ台エアロ】

■とき…４月９日～５月21日の木曜日

10時30分～11時30分(全６回)

③【水
すいよる

夜教室(卓球)】

■とき…４月８日㈬、15日㈬19時15

分～20時50分(全２回)

【共通事項】

■ところ…北上総合体育館

■対象…高校生以上

■定員…①50人②③20人(先着順)

■参加料…①②③１回500円③２回800

円

■申し込み…電話または直接同協会へ

【注意】新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、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。

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)☎　　　　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11日㈯･12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

ＦＡＸ

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　67-6721

【１･２年生】

■とき…①４月14日㈫、21日㈫、28日

㈫、５月12日㈫②４月16日㈭、30日㈭、

５月７日㈭、14日㈭16時30分～17時30分

【３･４年生】

■とき…①４月14日㈫、21日㈫、28日

㈫、５月12日㈫②４月16日㈭、30日㈭、

５月７日㈭、14日㈭17時45分～18時45分

【５･６年生】

■とき…①４月17日㈮、24日㈮、５月

１日㈮、８日㈮18時～19時

【共通事項】

■ところ…北上陸上競技場

■定員…各学年コース①②各20人

■参加料…各コース１人2,000円(傷害保

険料含む)

■申し込み…４月７日㈫までに直接持

参するか、ファクスまたは郵送(〒024-

0051相去町高前檀27-36北上総合体育

館内)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。

ＦＡＸ


