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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。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(10月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　きのこ(ナラタケ、ブナハリタケ、マ

スタケ、クリタケ、ムキタケ、ナメコ)

計６種類６検体の検査を実施した結

果、国の基準値(１㎏当たり100ベクレ

ル)を超える放射性セシウムは検出さ

れませんでした。詳細は市の

ホームページをご確認くださ

い。

岩手中部水道企業団 競争入札
参加資格審査申請
岩手中部水道企業団総務課 

　　　　　　　　　　　　☎0198-41-5315

　同企業団が発注する競争入札･見積

もりに参加を希望する事業者は競争入

札参加資格審査申請書を提出してくだ

さい。

■対象業種…①建設工事②建設関連業

務③物品の買い入れ･役務の提供

■有効期間…①令和４年度②③令和

４～６年度

※①は追加受け付け(新規登録、業種

追加)、②③は定期受け付けです。

■申請方法…２月１日㈫から２月28日

㈪までに郵送(〒025-0004花巻市葛

3-183-1)で同課へ

※申請書は同企業団のホーム

ぺージから入手できます。

20歳になったら国民年金
花巻年金事務所 ☎0198-23-3351

　国内に住んでいる20歳以上60歳未満

の人は国民年金に加入し、保険料を納

める必要があります。日本年金機構の

ホームページ(https://www.nenkin.go.

jp/tokusetsu/20kanyu.html)では、20

歳になった人向けに国民年金制度の内

容や保険料の納付方法、納付が難しい

場合の手続きなどを分かりや

すく動画で案内しています。

ぜひご覧ください。

蜜蜂飼育届の提出をお忘れなく
岩手県県南広域振興局農政部　　　 

　　　　　　　  　　　☎0197-22-2842

　ミツバチを飼養する人(飼育予定や

趣味での飼育を含む)は毎年、蜜蜂飼

育届を県に提出する必要があります。

令和４年１月１日現在の飼育群数と年

間の飼育計画を提出してください。

■提出方法…１月31日㈪までに直接ま

たは郵送(〒023-0053奥州市水沢大手

町1-2)で同部へ

※申込書は県のホームページ

から入手できます。

北上市コロナ禍米価下落緊急対
策資金
JAいわて花巻北上支店金融課　　　　　

　　　　　　　　    　　　　　　　☎71-1322

　コロナ禍の米価下落による減収で当

面の資金繰りにお困りの農業者は融資

が受けられます。利子は市が全額補填

するため、実質無利息です。詳細は同

課へお問い合わせください。

■申し込み…６月30日㈭までに同課へ

花苗の提供
花いっぱい運動推進協議会

 　　　　　　　　　　　(事務局)環境政策課  

　　　　 　☎72-8281 ＦＡＸ 77-3591

kankyo-s@city.kitakami.iwate.jp

　花いっぱい運動を推進するため、花

苗を差し上げます。６月中旬から下旬

の提供を予定しており、５月下旬に各

団体へ通知します。

■対象…市内で花を育成し、環境美化

活動に取り組む団体や学校、事業所

■花の種類…サルビア(赤、青)、マ

リーゴールド(黄)

■申し込み…１月28日㈮までに直接(江

釣子庁舎１階)または郵送(〒024-8502

住所記載不要)、電子メール、ファクス

で同課へ

※申込書は市のホームページ

から入手できます。

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(11月分)発電状況(11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１：116,603116,603kWh(119,355kWh)kWh(119,355kWh)

　第２：　第２：105,898105,898kWh(108,387kWh)kWh(108,387kWh)

この発電量は、607世帯の１カ月分の電この発電量は、607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
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自衛官募集
自衛隊北上地域事務所 ☎63-6736

　申し込み方法や試験日時、内容など、

詳細は同所へお問い合わせください。

募集種目 年齢要件 受付期間

自衛官候
補生

18歳以上33歳
未満

年間を通じ
て受け付け

冬のにぎわいフェア｢さくら
ホールでお正月！｣
さくらパークプロジェクト実行委員会　

　　　   (事務局)(一財)北上市文化創造

　　　　　 　　　　　  　  　　　☎61-3300

　新年をみんなで祝って、明るく楽し

い１年を始めましょう。子どもも大人

も楽しめるお正月空間を準備します。

■とき…１月１日(土･祝)９時～17時

■ところ…さくらホール

■内容…(雪遊びコーナー)玄関前にか

まくらや滑り台が出現(お正月遊びコー

ナー)ロビーにこたつを設置し、昔の遊

びを体験(さくらホール神社)中ホール

ホワイエに神社や屋台が出現など

※詳細はさくらホールのホー

ムページをご確認ください。

■参加料…無料

第224回珠算能力検定試験･第
134回段位認定試験
北上商工会議所総務課　☎65-4211

■とき…２月13日㈰(珠算検定、段位検

定)９時～(暗算検定)10時～

■ところ…北上商工会館

■申し込み…１月11日㈫までに受験料

を添えて直接同課へ

※申込書は同課で入手できます。

珠算検定 受験料

１級 2,340円

準１級 2,040円

２級 1,730円

準２級 1,630円

３級 1,530円

準３級 1,320円

４～６級 1,020円

７～10級 　910円

暗算検定 受験料

全級 910円

段位検定 受験料

珠算･暗算 2,950円

珠算のみ 2,550円

暗算のみ 1,220円

■各検定の受験料

放送大学入学生募集
放送大学岩手学習センター

   　　　　　　　　　　☎019-653-7414

　放送大学では心理学や経済、歴史な

ど約300の授業科目があり、１科目から

学ぶことができます。詳細は同セン

ターのホームページをご確認ください。

■出願期間…(第１回)２月28日㈪ま

で(第２回)３月１日㈫～　

15日㈫

【大学説明会 水沢会場】

■とき…２月５日㈯14時～15時30分

■ところ…奥州市文化会館Ｚホール

(奥州市水沢佐倉河字石橋41)

※13時から14時までは放送大学客員教

授の山口浩
ひろし

氏による公開講演会｢スト

レスにまつわる、いろいろな心理学｣

を開催します。

【大学説明会 盛岡会場】

■とき…１月28日㈮･29日㈯、２月12日

㈯･13日㈰、３月５日㈯10時～11時30分

■ところ…放送大学岩手学習センター

(盛岡市上田三丁目18-8)

※大学説明会は予約不要です。

第29回憩いの森｢冬のわんぱく
自然教室｣
(公社)岩手県緑化推進委員会北上支部

　　　　　　　　　　　(事務局)農林企画課

　　　　　☎72-8237 ＦＡＸ 64-2171        

　 nouki@city.kitakami.iwate.jp

　木の高さを測り、切り株を観察する

フィールドワークや雪遊びなどのレク

リエーションを行います。

■とき…１月15日㈯９時30分～12時

■ところ…憩いの森(男山)

■対象･定員…小学生･16人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…１月５日㈬までに郵送

(〒024-8501住所記載不要)または電

子メール、ファクスで同課へ

※申込書は市のホームページ

から入手できます。

北上市｢食のつながり｣認証者募集
農林企画課　　　　　　　　☎72-8235

　生産者のこだわりや思いが消費者ま

でつながる取り組みを認証することに

より、北上産品の信頼性を高めていき

ます。今回、｢つながる｣ことに取り組

む人を募集します。

■認証対象者…生産者、販売者、飲食

店、加工業者(認証の基準は市のホー

ムページに掲載)

■申し込み…１月14日㈮までに直接同

課へ

※要領や申請書は、同課また

は市のホームページから入手

できます。

１月は国民健康保険税第７期、介護

保険料第７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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【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。

１

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】13日㈭、20日㈭、27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】17日㈪、24日㈪、31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】17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】27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)

市体育協会各種スポーツイベント
北上市体育協会　  　    ☎67-6720

【ヨガ教室】

■とき…１月31日㈪、２月７日㈪、14

日㈪、21日㈪、３月７日㈪全５回10時

30分～11時30分

■ところ…北上総合体育館

■対象･定員…18歳以上･30人

■参加料…１回500円、５回2,500円

■申し込み…直接または電話で同協会へ

【第４回スノーフィールド･チャレンジ

リレー】

　コースに設置されたさまざまな障害物

を越えながら、総距離７km(700m×10周)

を３人以上10人以内でリレーします。

■とき…２月６日㈰10時～(受け付け

は８時30分～)

■ところ…北上総合運動公園

■部門…小学生の部(性別不問)、中学

生の部(男性または男女混合)、フレン

ズの部(家族や友達、サークルなどの

仲間で構成)、レディースの部(中学生

以上の女性のみで構成)

■定員…各部門30チーム(先着順)

■参加料…１チーム1,500円

■申し込み…１月27日㈭まで

に同協会のホームページから

フォルダ子どもスキー教室
NPO法人フォルダ                   　　　    

         ☎72-7048 ＦＡＸ 64-5500             

　　　　　　 folder.akina@gmail.com

■とき…(初中級クラス)１月10日(月･祝)、

23日㈰(中上級クラス)２月13日㈰、27日

㈰、３月６日㈰９時15分～15時

■ところ…夏油高原スキー場

■対象…小学生

■定員…各クラス７人(先着順)

■参加料…１回5,000円(保険料など)

※リフト券は別料金です。

■申し込み…各回前日までに電話また

は電子メール、ファクスでフォルダへ

鬼よ燃えろ！冬のみちのく芸能
まつりPart12
北上市民俗芸能協会　　 ☎72-7861

■とき…１月23日㈰10時30分～16時30分

■ところ…さくらホール大ホール

■内容…市内の民俗芸能公演、子ども

の民俗芸能公演、各地の伝統芸能･ま

つり公演、鬼剣舞の競演･大群舞、特

別出演として秋田の竿燈公演

一般 小中学生 未就学児

S席 2,500円 1,500円

500円A席 2,000円 1,000円

B席 1,500円 500円

■前売り券の料金

※当日券は未就学児を除き400円増し

になります。

※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、さくら

野百貨店北上店、同協会(おでんせプ

ラザぐろーぶ３階、土･日曜日、祝日

を除く13時～17時)などで販

売しています。

初心者向け武術太極拳
北上太極拳同好会　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　(事務局)高橋☎66-2452

■とき…１月13日㈭以降の毎週木曜日

13時30分～15時30分

■ところ…サンレック北上

■参加料…月額2,500円、入会金1,000円

■申し込み…１月11日㈫までに同事務局へ
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【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。

－１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
①７日㈮②14日㈮③21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

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
15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

就就活セミナー基本のき!｢求人票の活セミナー基本のき!｢求人票の
見方｣見方｣
18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

※｢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。

乙種防火管理講習　
北上地区消防組合消防本部予防課

　　　　　 ☎65-5173 ＦＡＸ 65-5170 

yobouka@firedp.kitakami.iwate.jp

　乙種防火管理者の資格取得を目的と

する講習を行います。

■とき…１月30日㈰９時～16時

■ところ…同本部大会議室

■定員…24人(先着順)

■受講料…2,180円(テキスト代)

■申し込み…１月11日㈫から27日㈭ま

でに直接または郵送(〒024-0083柳原

町二丁目3-6)、電子メール、ファクス

で同課へ

※申込書は同消防組合のホー

ムページから入手できます。

シルバー人材センター高齢者向
け説明会
(公社)岩手県シルバー人材センター連合会 

　  　 　　　　　  　　☎019-621-8671

　同連合会職員によるシルバー人材セン

ターの説明や個別相談会を実施します。

■とき…２月１日㈫10時～11時30分

■ところ…さくらホール小ホール

■対象者…令和４年３月31日時点で満

60歳以上の人、企業･官公庁の退職予

定者で令和４年３月31日時点で満55歳

以上の人

■定員…50人(先着順)

新農業人フェアinいわて
(公社)岩手県農業公社就農支援部　　　

　                 　☎019-623-9390

　セミナーや個別相談会などを通じて

県内の就農に関する情報を提供します。

■とき…１月８日㈯13時～16時(受け付

けは12時30分～)

■ところ…いわて県民情報交流セン

ター･アイーナ(盛岡市盛岡駅西通一

丁目7-1)

■参加料…無料

※詳細は岩手県新規就農ポー

タルサイトをご確認ください。

2022バードカービング(鳥の木
彫り)講座 初級編
日本野鳥の会北上支部　　　　　　　　　　

　　　               (鈴木)☎67-5947

　削り出しや磨き、目入れ、彩色など

をしてバードカービングを制作します。

■とき…２月２日㈬･３日㈭、９日

㈬･10日㈭、16日㈬･17日㈭９時～15時

■ところ…みちのく民俗村体験工房

■定員…15人程度(先着順)

■受講料…3,000円(材料費や資料代など)

■申し込み…１月16日㈰までに電話で

同支部へ

ものづくりエンジニア塾
岩手大学金型技術研究センター　　　　

　　　　　 ☎67-０５８５ ＦＡＸ 67-0586

　　       kanagata@kitakami.ne.jp

　射出成型条件設定に必要な知識や具

体的な設定方法の解説、成形不良を成

型機で解決する最新の技術を紹介しま

す。

■とき…１月20日㈭13時～16時

■ところ…北上市産業支援センター

■対象…成形条件設定に携わる人、部

品加工、品質管理、部品技術部門の人

など

■定員…20人程度(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…１月13日㈭までに電子

メールまたはファクスで同センターへ

※申込書は同センターのホー

ムページから入手できます。

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…１月30日㈰９時～16時30分１月30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
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３日㈪
　10時～12時
　13時30分～16時30分
　
９日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

20日㈭
　９時30分～11時30分
　13時～16時30分

21日㈮
　９時30分～11時
　12時30分～13時30分
　14時30分～16時30分

23日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

ジョイス北上アピア店

江釣子ＳＣパル

市役所本庁舎

北上地区合同庁舎
北上警察署
ＪＡいわて花巻北上支店

イオンタウン北上
(マックスバリュ北上店)

１月の献血

※【　】内の数字は10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

40,213世帯【 ＋5】

92,443人 【－22】
46,147人【－16】
46,296人 【 －6】

12件(  111件)
1人(    2人)

12人(  124人)
197件(2,179件)
3人(   23人)

2件(　 24件)

16件(  157件)
187件(1,880件)
72件(  920件)

11月のデータ

 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆年末年始の休業◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆年末年始の休業◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※屋外体育施設、利根山光人記念美術館、山口青邨宅、樺山歴史の広場※屋外体育施設、利根山光人記念美術館、山口青邨宅、樺山歴史の広場

縄文館は12月から３月まで冬季休業します。縄文館は12月から３月まで冬季休業します。

区分区分 施設名など施設名など
12/2712/27

㈪㈪
12/2812/28

㈫㈫
12/29 ～ 1/312/29 ～ 1/3
   ㈬  ～    ㈪   ㈬  ～    ㈪

1/41/4
㈫㈫

公
共
施
設
な
ど

公
共
施
設
な
ど

本庁舎、 江釣子庁舎、 和賀庁舎本庁舎、 江釣子庁舎、 和賀庁舎 休休

生涯学習センター生涯学習センター 休休 休休 休休

博物館本館、 博物館和賀分館　博物館本館、 博物館和賀分館　 休休 休休 休休 休休

鬼の館鬼の館 休休 休休 休休 休休

中央図書館、 江釣子図書館、 和賀図書館中央図書館、 江釣子図書館、 和賀図書館 休休 休休 休休 休休

日本現代詩歌文学館日本現代詩歌文学館 休休 休休 休休 休休

みちのく民俗村みちのく民俗村 休休 休休 休休 休休

各地区の交流センター各地区の交流センター
※詳細は各センターへお問い合わせください。※詳細は各センターへお問い合わせください。

休休 休休 休休

総合運動公園内体育施設総合運動公園内体育施設 休休 休休 休休 休休

屋内体育施設屋内体育施設 ( 総合運動公園内施設を除く )( 総合運動公園内施設を除く ) 休休 休休 休休 休休

アカデミースポーツ施設アカデミースポーツ施設 休休 休休 休休

サンレック北上サンレック北上 休休 休休

ハートパルきたかみハートパルきたかみ 休休 休休

煤孫農村交流プラザ煤孫農村交流プラザ 休休

産業支援センター産業支援センター 休休

工業技術交流施設 ( 技術交流センター )工業技術交流施設 ( 技術交流センター ) 休休 休休

北上市憩いの森北上市憩いの森 休休 休休

子
育
て
支
援

子
育
て
支
援

おやこセンター１階 (hoKko 内 )おやこセンター１階 (hoKko 内 ) 休休

おやこセンター２階なみなみパーク (hoKko 内 )おやこセンター２階なみなみパーク (hoKko 内 ) 休休

江釣子保育園地域子育て支援センター江釣子保育園地域子育て支援センター 休休 休休

ときわだい保育園地域子育て支援センターときわだい保育園地域子育て支援センター 休休

おにやなぎ保育園地域子育て支援センターおにやなぎ保育園地域子育て支援センター 休休 休休 休休

北上済生会病院病後児保育室北上済生会病院病後児保育室 休休

いいとよ保育園病後児保育室いいとよ保育園病後児保育室 休休 休休

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター 休休

北上市一時保育室 (hoKko 内 )北上市一時保育室 (hoKko 内 ) 休休

一時保育 ( ときわだい保育園 )一時保育 ( ときわだい保育園 ) 休休

一時保育 ( ひよこ保育園 )一時保育 ( ひよこ保育園 ) 休休

公
共
交
通

公
共
交
通

おに丸号飯豊黒岩線おに丸号飯豊黒岩線 休休 休休 休休

おに丸号立花岩崎線おに丸号立花岩崎線 休休 休休 休休

おに丸号稲瀬線おに丸号稲瀬線 休休 休休 休休

おに丸号二子更木線おに丸号二子更木線 休休 休休

おに丸号口内線おに丸号口内線 休休 休休

おに丸号鬼柳線おに丸号鬼柳線 休休 休休

相去地区乗合タクシー相去地区乗合タクシー 休休

稲瀬地区乗合タクシー稲瀬地区乗合タクシー 休休 休休 休休

和賀地区乗合タクシー和賀地区乗合タクシー 和賀･藤根
エリア運休

岩崎エリア
運休 休休 岩崎エリア

運休

し
尿
し
尿

し尿のくみ取り(和賀町岩崎、新田地区)し尿のくみ取り(和賀町岩崎、新田地区) 休休

し尿のくみ取り ( 和賀町岩崎、 新田地区し尿のくみ取り ( 和賀町岩崎、 新田地区
以外 )以外 )

12/29午後 ～ 12/29午後 ～ 

1/31/3

休休

水道水道 水道お客様センター水道お客様センター 休休

ごみごみ 本号 12 ページの ｢ きたかみごみ情報 ｣ をご覧ください本号 12 ページの ｢ きたかみごみ情報 ｣ をご覧ください


