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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。

森林の開発には手続きが必要です
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　森林を開発(宅地造成など)する際

には、開発規模などの要件に応じて事

前に許可申請などの手続きが必要です。

森林の開発計画がある場合は、事前に

同課に相談してください。１haを超え

る開発や、保安林を含む森林の開発を

計画している場合には、県南広域振興

局農政部花巻農林振興センター(☎

0198-41-5407)に連絡、相談してくださ

い。

ダム警報訓練を実施します
田瀬ダム管理支所　　　　　　　　　

　　　　 　　 ☎0198-４４-５２１１ 

湯田ダム管理支所　　　　　　　　　

　　　 　　  ☎019７-７４-２０１１

　ダムの放流を知らせる警報設備から

の音の届き方を確認します。異常洪水

時防災操作(計画以上の洪水時に、ダ

ムに流れ込む水量を流すこと)の際に、

実際に鳴らす内容を放送します。

■対象ダム…①田瀬ダム②湯田ダム

■とき…①６月５日㈮15時30分②６月

10日㈬･11日㈭の各日13時30分～16時

■対象地域…①更木警報所②仙人第一

警報所～北上警報所

こころの健康相談
岩手県中部保健所　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0198-22-2331

　精神科医師に悩みを相談しませんか。

■とき…６月３日㈬、８月５日㈬、10

月７日㈬14時～16時

■ところ…北上地区合同庁舎１階

※相談は無料。事前に電話か来所での

予約が必要です。

イングリッシュスクエア
北上市国際交流ルーム  ☎63-4497

　外国人講師による、英語だけでの会

話やゲームを中心としたレッスンです。

■とき…６月～令和３年３月までの土

曜日(全20回)15時30分～17時

■ところ…生涯学習センター

■対象…大人または英検３級同等以上

の中学生、高校生

■定員･受講料…30人(先着順)･大人

30,000円、高校生24,000円、中学生

14,000円(調理実習費は別途)

■申し込み…５月30日㈯まで

に申込書を同ルームへ(電話

での申し込みは不可)

就活セミナー基本のき！｢印象度
を上げる話し方｣
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

■とき…６月16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…面接などで好印象を与える話

し方の解説と実践

■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…10人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ

協会けんぽ窓口を終了します
協会けんぽ岩手支部　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-604-9009

　花巻年金事務所内の全国健康保険協

会(協会けんぽ)の窓口は、５月29日㈮

をもって終了します。終了後の健康保

険の申請は、郵送で岩手支部(〒020-

8508盛岡市中央通一丁目7-25 朝日生

命盛岡中央通ビル２階)へ。

※申請書類は同協会ホーム

ページから取得できます。

小型移動式クレーン運転技能講習
北上職業訓練協会　　　　☎81-5577

■とき…６月23日㈫～25日㈭９時～17

時30分(最終日は８時～）

■ところ…北上高等職業訓練校

■内容…つり上げ荷重１トン以上５ト

ン未満の小型移動式クレーン講習

■対象…18歳以上の人

■受講料…27,500円(別途テキスト代

1,705円、会員はテキスト代免除)

■申し込み…６月９日㈫までに申込書

を同協会へ

第42回美
み き

樹会絵画美術展
絵画愛好グループ｢美樹会｣　　　　　　

　　　　　　(星) ☎080-1809-7690

■とき…６月11日㈭～14日㈰10時～18

時(最終日は17時まで)

■ところ…江釣子ショッピングセン

ター･パル２階コスモホール

■入場料…無料
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●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】11日㈭、18日㈭、25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】１日㈪、８日㈪、15日

㈪、22日㈪、29日㈪10時～15時

※電話のみで受け付けます。

●行政相談(岩手行政監視行政相

談センター☎0570-090110)

【とき】平日８時～17時15分

※電話のみで受け付けます。

※市の相談所は中止します。

●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】25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) ※【　】内の数字は３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

38,996世帯【＋155】

 92,408人【＋110】
45,842人【＋ 63】
46,566人 【＋ 47】

17件( 72件)
1人(  2人)

22人( 91人)
136件(760件)
1人(  8人)

5件(10件)

20件( 73件)
134件(645件)
69件(303件)

　４月のデータ

８日㈪
　10時～12時
　13時30分～16時30分
10日㈬
　９時30分～12時
　13時30分～16時30分
11日㈭
　９時30分～12時30分
　14時30分～16時30分
14日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分
21日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

ジョイス北上アピア店

岩手県建設業協会
北上支部

県農業研究センター
市総合福祉センター

江釣子SCパル

イオンタウン北上
(マックスバリュ北上店)

６月の献血

北上第１･第２ソーラー発電所
(かむいソーラー)
発電状況(４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
　　　　174,146kWh(208,060kWh)

　第２ソーラー発電所
　　　  159,555kWh(189,745kWh)

この発電量は、910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

【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･延期になる場合があります。お出掛け前にご確認ください。

(カッコ内は開催を予定していた日)

【中止】

●利根山光人美術館･令和２年度中期  

  企画展｢阿部夏希展｣(５月30日㈯～）

　生涯学習文化課☎72-8304

●夏油三山山開き(６月14日㈰)

　夏油温泉開発連絡協議会

　(事務局)商業観光課☎72-8241

【延期】

●第26回大乗神楽大会(６月14日㈰)

　鬼の館☎73-8488　

イベント中止情報

出前無料労働相談会
岩手県労働委員会事務局　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0120-610-797

　弁護士、労働団体役員、経営者など

が相談に応じます。

■とき…６月14日㈰13時～16時

■ところ…北上地区合同庁舎

※事前に予約の上、６月11日㈭までに

開催の有無を問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症にかかる
雇用調整助成金個別相談会
北上商工会議所　　　　　☎65-4211

■とき…６月２日㈫、11日㈭10時～12

時、13時～16時(１事業所50分程度）

■ところ…北上商工会館２階会議室

■講師…西
にしまき

巻充
み つ し

史社会保険労務士ほか

■定員…各回10事業所(先着順)

■申し込み…事業所名、電話番号、参

加者氏名、希望相談日、希望時間を同

会議所へ


