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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４金曜日)の18開庁日前までに直接、報発行日(第４金曜日)の18開庁日前までに直接、

ファクス (0197-63-7023)、 または電子メールファクス (0197-63-7023)、 または電子メール

(promo@city.kitakami.iwate.jp) で 都 市 プ ロ(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。載できない場合があります。

【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。

※【　】内の数字は８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

40,208世帯【＋56】

92,506人 【 ＋32】
46,186人【＋37】
46,320人 【－ 5】

12件(   86件)
0人(    0人)

14人(  100人)
136件(1,815件)
0人(   18人)

1件(21件)

15件(  121件)
172件(1,538件)
69件(  771件)

９月のデータ

５日㈮
　９時30分～11時

　15時～16時30分

14日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

20日㈯
　10時～12時
　13時30分～16時30分

28日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

JAいわて花巻和賀
町支店
市役所江釣子庁舎

江釣子SCパル

サンデー北上江釣子
店

DCMホーマック北
上藤沢店

11月の献血

文化芸術団体データベース登録
のお願い
(一財)北上市文化創造　　☎61-3300

　市内で活動する文化芸術団体の情報

をさくらホールのホームページから閲

覧できるデータベースを作成しました。

登録にご協力ください。

■登録方法…登録票を記入

して、ファクスまたは持参

でさくらホールへ

県民手帳の販売
総務課　　　　　　　　　　　 ☎72-8228

　令和４年１月20日㈭まで同課、市民課

江釣子･和賀民生係で販売しています。

■種類…県民手帳700円(税込み)、能

率手帳800円(税込み)

しみず斎園の夜間予約受付廃止
北上地区広域行政組合 ☎68-2203

　11月１日からしみず斎園の夜間受付

を取りやめます。ご注意ください。小

動物などの火葬予約は以下へご連絡く

ださい。

■応対時間…８時30分～16時45分

■連絡先…【稼働日】☎66-2725(しみ

ず斎園)、【休園日(１月１日、友引の

日)】☎71-2110(北上ビルメン)

岩手県最低賃金の改正
岩手労働局　　　☎019-604-3008

　岩手県最低賃金が10月２日に改正さ

れ、時間額821円となりました。

　県内で働く全ての労働者に適用され、

賃金額が最低賃金を下回っている場合

には、発効日以降の賃金を是正する必

要があります。また、産業別最低賃金

にもご留意ください。この改正に伴い、

業務改善助成金･雇用調整

助成金などの制度の拡充･

充実を図っているので、ご

活用ください。

北上第１･第２ソーラー発電所北上第１･第２ソーラー発電所
(かむいソーラー)(かむいソーラー)
発電状況(９月分)発電状況(９月分)

この発電で得られた収益は、市のこの発電で得られた収益は、市の

再生可能エネルギーの導入やエネ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ルギー利用の効率化を推進するた

めに活用します。めに活用します。

■発電量(前年同時期)■発電量(前年同時期)

　第１：　第１：172,158172,158kWh(150,726kWh)kWh(150,726kWh)

　第２：　第２：156,159156,159kWh(136,763kWh)kWh(136,763kWh)

この発電量は、896世帯の１カ月分の電この発電量は、896世帯の１カ月分の電
気使用量に相当します。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※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　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環境政策課　☎72-8281

11月は固定資産税第４期、国民健康保

険税第５期、介護保険料第５期の納期

です。口座振替日は25日です。前日ま

でに預金残高を確認しましょう。
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ハロートレーニング 経理･総務
実務科
ハローワーク北上　        ☎63-3314

　経理実務と総務実務の基本的知識･

技能を習得します。また、パソコンを

使った事務処理の実践的知識･技能を

習得し、就職につなげます。

■訓練期間…11月25日㈭～令和４年２月

24日㈭９時～15時50分(訓練日数60日)

■ところ…北上高等職業訓練校

■対象…次の全てを満たす人①ハロー

ワークに求職手続きをした②公共職業

安定所長から職業訓練の受講あっせん

を受けられる③訓練終了後３カ月以内

の就職を希望する

■定員…15人(選考)

■受講料…無料(教科書代9,130円は

自己負担)

■選考会…11月11日㈭９時30分から同

校で実施

■申し込み…11月４日㈭までにハロー

ワーク北上へ

令和３年度秋期公開講座
北上コンピュータ･アカデミー　　　　　　

　　　　　　　　　　  　　　　　 　☎64-6551

■とき…11月16日㈫～18日㈭18時30分

～20時30分(３日間コース。講座初日

は18時受け付け)

■ところ…同校

■内容…①Excel活用講座-関数テク

ニック編(2016バージョンで実施)②

PowerPoint初級講座

■受講料…1,000円(会員企業の従業

員とその家族は無料)

※①はテキスト代として2,530円かかり

ます。

■定員…各20人(先着順)

■申し込み…10月25日㈪～11月５日㈮

９時～17時の間に電話で同校へ

ポールウォーキング体験会
長寿介護課　　　　　　　　☎72-8221

■とき…10月29日㈮、11月４日㈭、12

日㈮、19日㈮13時30分～14時30分(集

合は13時15分)

■ところ…hoKko周辺(集合はhoKko１

階ほっこひろば)

■内容…ポールウォーキングの説明と

体験

■対象…支えがなく歩けるおおむね65

歳以上の市民

■定員…各10人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…各回前日までに電話で同

課へ

※荒天時は中止する場合があります。

食のつながり認証制度PR｢第２
回食のつながりマーケット｣
NPO法人いわてNPO-NETサポート

　　　        　　　　　     　 ☎61-5035

　生産者のこだわり･思いを消費者ま

でつなぐ取り組み、｢食のつながり｣の

認証者が作る農産物や加工品などの販

売会を開催します。

■とき…11月６日㈯･７日㈰10時～15時

■ところ…みちのく民俗村

※みちのく民俗村まつりにブースを設置

しています。詳細はkitakami 

gohanのホームページをご覧

ください。

復興ふるさと作品展示会
北上市社会福祉協議会　☎64-1212

　東日本大震災で被災し、市内に避難

している皆さんの作品を展示します。

■とき…11月６日㈯･７日㈰９時30分

～16時(７日は15時まで)

■ところ…北上市総合福祉センター

■内容…手芸、ちぎり絵、書道など

－11月の各種行事など－
ここども食堂キッチンすまいるども食堂キッチンすまいる
①５日㈮②12日㈮③19日㈮16時～19

時/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/キッチンすま

いるの会(菊池)☎090-6454-3210

認認知症カフェふらっと知症カフェふらっと
15日㈪13時30分～14時30分/日本現

代詩歌文学館/長寿介護課☎72-8221

就活セミナー基本のき！｢応募書就活セミナー基本のき！｢応募書
類の書き方｣類の書き方｣
16日㈫10時～12時/ジョブカフェさ

くら/ジョブカフェさくら☎63-3533

不不登校ひきこもりの親の会茶話会登校ひきこもりの親の会茶話会
20日㈯10時～12時/北上市総合福祉

センター/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

※｢とき/ところ/問い合わせ先｣の順番で
記載しています。行事などの詳細は主催者
へお問い合わせください。

食 ･ 体験 ･ 紅葉と盛りだくさ
ん！みちのく民俗村まつり
みちのく民俗村　　　　　　☎72-5067

　秋の民俗村を満喫できる｢民俗村ま

つり｣を開催します。民家での手作り

体験や昔の遊びコーナー、民俗芸能な

どが楽しめます。詳細はホームページ

をご覧ください。

■とき…11月６日㈯･７日㈰

９時～16時

■ところ…みちのく民俗村
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11

月
の
各
種
定
例
相
談

【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。

サポステ北上地区説明会
もりおか若者サポートステーション　　

　　　　　　　　　　　☎019-625-8460

　　　　　　　　　　　 mail@morisapo.jp

　初めての就活、決まらない就活のお手

伝いをします。支援内容の説明会を開

催。説明会後には個別相談も可能です。

■とき…11月30日㈫13時30分～15時

■ところ…さくらホール２階小アトリ

エ１

■対象…15～39歳の若者、40～49歳の

就職氷河期世代の人、その家族など

■入場料…無料

■申し込み…11月26日㈮までに電話ま

たは電子メールで同所へ

北上スキースポーツ少年団員募集
同少年団(清水)☎090-4630-7959

　  　　 longbeachkou268@gmail.com

■活動場所…夏油高原スキー場ほか

■対象…小学１年生～中学３年生

■入団説明会…11月21日㈰10時～12時

さくらホール会議室２

●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

※原則電話相談で受け付けます。

●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】１日㈪、15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45分

【ところ】学校教育課

●婦人相談(子育て世代包括支

援センター☎64-7573)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)９時15分～16時

【ところ】同センター(hoKko内)

●家庭児童相談(子育て世代包

括支援センター☎64-7574)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)８時30分～17時15分

【ところ】同センター(hoKko内)

●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(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)

若手経営者層に聞く！ ｢ しご
と･トークライブ｣
ジョブカフェさくら　      ☎63-3533

■とき…11月12日㈮10時～12時

■ところ…ジョブカフェさくら

■内容…業界のことや仕事の様子、経

営理念などの聴講と意見交換

■ゲスト…千田工業の千田智哉常務取

締役

■対象…一般求職者や学生などどなた

でも

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ

PayPayを活用したポイント還元
キャンペーン参加事業者の募集
北上商工会議所　　　　　　☎65-4211

　12月１日から実施するPayPayと連携

したポイント還元キャンペーンの参加

事業者を募集します。

■対象事業者…市内で飲食、小売(コ

ンビニ、スーパー、ドラッグストアを

除く)、サービス、旅客運輸業を営む事

業者でPayPay決済を導入する者

※大企業やフランチャイズを含む法人

は市内に本社または本店を有すること

が要件です。

■申し込み…11月２日㈫までにPayPay

に加盟(以後の加盟でも参加可能)

※新規加盟に関する問い合わせは

PayPay新規受付センター☎0120-957-

640(受付時間10時～19時)へご連絡く

ださい。

里親募集-10月は里親月間-
県福祉総合相談センター児童女性部　

　　　　　　　　　　　☎019-629-9608

　県内には保護者の病気などさまざま

な理由から親元で暮らすことが困難な

子どもたちがいます。子どもの健やか

な成長のためには、大人の温かい愛情

と安定した家庭的な養育環境が必要で

す。県ではこうした子育てに愛情や熱

意を持つ里親を募集しています。詳し

くは同センターまでお問い合わせくだ

さい。

納税相談臨時窓口納税相談臨時窓口
市税の納付や相談にご利用ください。市税の納付や相談にご利用ください。

電話での相談も受け付けます。電話での相談も受け付けます。

■とき…■とき…11月28日㈰９時～16時30分11月28日㈰９時～16時30分

■ところ…■ところ…本庁舎地下食堂本庁舎地下食堂

※直接、地下食堂出入口からお入りください。※直接、地下食堂出入口からお入りください。

収納課　☎72-8253収納課　☎72-8253




