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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 メ ー ルフ ァ ク ス (0197-63-7023)、 ま た は 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。

光ファイバ整備完了に伴うサー
ビス提供開始
NTT東日本　　　　  ☎0120-116116

　市内における情報格差の解消を図る

ため、国と市の補助金を活用してNTT

東日本が市内の光ファイバ未整備地域

で整備工事を実施しました。これまで

利用できなかった地域でも光回線のイ

ンターネットサービスを利用できます。

なお、サービスの利用に際しては提供

事業者への申し込みが必要で、工事費

と利用料は自己負担となります。

■対象地域…NTT東日本のホームペー

ジまたは電話(９時～17時)で確認

※NTT東日本の代理店やインターネッ

トの通信事業者を名乗り、｢電話料金や

利用料金が安くなる｣｢工事費

用が無料になる｣などと説明

し、強引な勧誘をする電話に

はご注意ください。

事業復活支援金(中小企業庁)
事業復活支援金事務局 

　　 　　　　　　　　　☎0120-789-140

　新型コロナウイルス感染症により大

きな影響を受けている中小事業者(個

人を含む)に対して、事業規模に応じ

た給付金を支給します。詳細は同事務

局のホームページをご覧ください。

■給付対象…新型コロナの影響を受け

て、令和３年11月～令和４年３月のい

ずれかの月が、平成30年11月～令和３

年３月の任意の同じ月の売上高と比較

して30％以上減少した事業者

■給付額…法人250万円、個人50万円

(いずれも上限額)

■申請方法…５月31日㈫までに同事務

局のホームページから

※申請前に登録確認機関による事前審

査が必要です。(過去に一時支援金ま

たは月次支援金を受給している場合を

除く)

※WEB申請が困難な人向けにマリオス

18階(盛岡市盛岡駅西通二丁

目9-1)に申請サポート会場が

設けられています。

岩手県特定(産業別)最低賃金
の改正
岩手労働局労働基準部賃金室　　　　　

　　　　　　　　　　 ☎019-604-3008

　岩手県特定(産業別)最低賃金が令

和３年12月29日に改正され、次の産業

で働く労働者に適用されます。

■適用業種…鉄鋼業、金属線製品、そ

の他の金属製品製造業:878円／光学機

械器具･レンズ、時計･同部分品製造

業:856円／電子部品･デバイス･電子回

路、電気機械器具、情報通信機械器具

製造業:847円／自動車小売業:879円

※岩手県各種商品小売業最低賃金は平

成28年12月11日に767円に、岩手県百

貨店、総合スーパー最低賃金は平成30

年12月28日に800円に改正されて以来

据置きとなっているため、岩手県最低

賃金821円(令和３年10月２日改正)が

適用されます。詳しくは岩

手労働局のホームページを

ご覧ください。 歴史資料を集めています歴史資料を集めています
　令和３年５月に刊行を開始した　令和３年５月に刊行を開始した

｢新編北上市史｣作成のため、写真、｢新編北上市史｣作成のため、写真、

広報紙、新聞、地図、自治体の刊行広報紙、新聞、地図、自治体の刊行

物などの資料を集めています。物などの資料を集めています。

　皆さんのお宅の押し入れや物置にあ　皆さんのお宅の押し入れや物置にあ

る古い写真や手紙、地図、新聞などもる古い写真や手紙、地図、新聞なども

貴重な歴史資料になります。処分前貴重な歴史資料になります。処分前

に一度ご連絡ください。に一度ご連絡ください。

新編北上市史特別編｢自然｣を新編北上市史特別編｢自然｣を
販売しています販売しています

　新北上市史第１弾。市内全域の実　新北上市史第１弾。市内全域の実

施調査や分析を重ね執筆した１冊を施調査や分析を重ね執筆した１冊を

ご覧ください。ご覧ください。

■販売場所…■販売場所…総務課(本庁舎２階)、総務課(本庁舎２階)、

市史編さん室、生涯学習センター、博市史編さん室、生涯学習センター、博

物館本館、中央図書館物館本館、中央図書館

■価格…5,000円(税込み)■価格…5,000円(税込み)

総務課市史編さん室　☎72-8309総務課市史編さん室　☎72-8309

３月11日は｢東日本大震災津
波を語り継ぐ日｣
岩手県復興防災部復興推進課　　　　　 

　　　　　　　　　　  ☎019-629-6945

　平成23年に発生した東日本大震災津

波から、３月11日で11年を迎えます。

　二度と同じ悲劇を繰り返さないため、

次の世代へと震災の教訓を語り継ぎ、

これまで得られた多くの絆に感謝し、

一人一人の大切な人に思いを寄せなが

ら、未来に向けて力を合わせてふるさ

と岩手を築いていきましょう。

※東日本大震災津波を語り継

ぐ日条例について、詳しくは

岩手県のホームページをご覧

ください。
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｢YOU'RE THE RIGHT～心の豊
かさ溢れる地域共生社会を目指して～｣
年間参加者募集
(公社)北上青年会議所    ☎65-0281

　　　　　               　  FAX 65-0287

　北上青年会議所が実施する地域活性

化事業です。地域共生社会を学び、み

んなでパラスポーツを開催しましょう。

■とき…３月～10月(年間５回の講座

を開催予定)

■ところ…市内を中心とする各所

■対象…市内または当市周辺に在住す

る20歳以上の人

■参加料…5,000円(年間登録料)

■申し込み…３月13日㈰までに申込書

を郵送(〒024-0031青柳町二丁目1-8)

またはファクスで同所へ

※申込書は同所のホームペー

ジから入手できます。

第43回めぐみ同好会発表会
めぐみ同好会    (後藤)☎77-2623

■とき…３月28日㈪13時

■ところ…さくらホール中ホール

■内容…股旅、演歌舞踊、マドロス、

民謡

■入場料…無料

林業退職金共済制度(林退共)
加入者募集
(独) 勤労者退職金共済機構林業退職

金 共 済 事 業 本 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　             

　　                 ☎03-6731-2889

　林退共は林業で働く人のために国が

作った退職金制度です。事業主が、従

事者の働いた日数に応じて掛金となる

共済証紙を共済手帳に貼り、従事者が

林業をやめたときに林退共か

ら退職金を支払うものです。

　その他詳しくは同本部の

ホームページをご覧ください。

「こども食堂キッチンすまいる｣
３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…①３月４日㈮②11日㈮③18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…市内に在住する高校生以下の

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

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

スポーツ安全保険
(公財)北上市体育協会　 ☎67-6720

　同保険は、傷害保険、賠償責任保険、

突然死葬祭費用保険を組み合わせたも

のです。加入方法などの詳細はスポー

ツ安全協会のホームページをご覧くだ

さい。

■保険期間…４月１日～令和５年３月

31日

■対象…４人以上のグループ

■申し込み…３月１日㈫以降

にスポーツ安全協会のホーム

ページから

家畜･家きんの定期報告書の提出
岩手県県南家畜保健衛生所　　　　　　  

　   　　　　　　    ☎0197-23-3531

　　             FAX 0197-23-3593

　家畜伝染病の発生に備え、家畜と家

きんの飼養者は、飼育状況と衛生管理

状況を記載する定期報告書の提出が義

務付けられています。２月１日時点の

飼育状況などを所定の報告書

に記入し、同所へ提出してく

ださい。

※報告書の様式は岩手県の

ホームページまたは市農業振興課で入

手できます。

■提出方法…家畜は４月15日㈮、家き

んは６月15日㈬までに報告書を郵送

(〒023-0003奥州市水沢佐倉河東舘

41-1)またはファクス、直接同所へ

※市農業振興課やＪＡ、農業共済組合

の畜産担当窓口にも提出できます。
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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。

３

月
の
各
種
定
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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㈪、14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㈪

【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】24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)

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(１月分)発電状況(１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１：36,72636,726kWh(20,195kWh)kWh(20,195kWh)

　第２：　第２：36,49736,497kWh(23,192kWh)kWh(23,192kWh)

この発電量は、199世帯の１カ月分の電この発電量は、199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

令和４年度花き消費者研修
県立農業大学校研修科(花きセンター) 

　　　　　　　　　　　☎0197-43-2107

　専門家から花苗の寄せ植えやコミュ

ニティガーデン(花壇)作りを学びま

す。詳細は同センターのホー

ムページをご覧ください。

■ところ…県立花きセンター

(金ケ崎町六原頭無2-1)

■研修内容など

①寄せ植え２回コース

※時間は10時～12時、13時30分～15時

30分のいずれかを選択してください。

②コミュニティガーデン４回コース

■定員…①午前･午後各20人②20人

(先着順)

■受講料…①各回2,000円(材料代)②

初回のみ1,000円(材料代)

■申し込み…３月７日㈪10時～18日㈮

(土･日曜日、祝日を除く)に電話で仮

申し込み後、10日以内に受講申込書を

同研修科へ

とき 内容

６月８日㈬ 初夏の寄せ植え作り

11月９日㈬ 秋の寄せ植え作り

とき 内容

５月11日㈬
９時30分～12時30分

花壇作りの基本

７月13日㈬
10時～12時

夏の花壇作り

９月14日㈬
10時～12時

花壇管理と花の楽し
み方

10月19日㈬
９時30分～12時30分

秋～春の花壇作り

令和４年度きたかみ農楽校
(一財)きたかみ地域振興財団　          

　　　　  ☎72-2883 ＦＡＸ 72-2993

　　      　 info@taikenkan.com

　農業を楽しく学ぶ講座です。野菜栽

培をしながら野菜作りの基礎を学びます。

■とき…４月14日～11月17日の木曜日

(全28回。８月11日、11月３日、10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…野菜作りに興味がある18歳以

上の人

■定員…20人(先着順)

■受講料…10,000円程度(野菜苗代と

保険料)

■申し込み…４月７日㈭までに申込用

紙を郵送(〒024-0324和賀町山口23-

24-5ふるさと体験館｢北上｣内)、ファ

クス、メールのいずれかで同財団へ

※詳しくは同館のホームペー

ジをご覧ください。
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中国語(初級)講座
北上市日中友好協会(事務局)㈱ユー

トピアみちのく 　　　　　　　☎65-7191

■とき…３月15日㈫、18日㈮、22日㈫、

25日㈮、29日㈫、31日㈭

■ところ…生涯学習センター小会議室

■受講料…1,500円(テキスト代込み)

■定員…10人(先着順)

■申し込み…３月11日㈮までに電話で

同協会へ

多重債務相談窓口、出前講座
東北財務局盛岡財務事務所　　　　　　　

　　　　　　          ☎019-625-3353

多重債務相談窓口

　借入金を返済することが難しくなっ

た人などを対象に、電話や窓口で相談

に応じています。料金は無料で秘密は

厳守します。

■相談時間…８時30分～12時、13時～

16時30分(土･日曜日、祝日、年末年始

を除く)

■ところ…同事務所(盛岡市内丸7-25

盛岡合同庁舎４階)

■相談専用電話…☎019-622-1637

金融や経済に関する出前講座

　学校や学童クラブ、福祉事業所に伺

い、お金との付き合い方や金融犯罪未

然防止に関する出前講座を行っていま

す。受講を希望する団体などは、同事

務所へお問い合わせください。

新規就農研修(入門コース)

県立農業大学校研修科 

☎0197-43-2211ＦＡＸ0197-43-3184 

　　　　　　　　 CE0014@pref.iwate.jp

　農業を始める上で知っておきたい基

礎知識が身に付きます。

■とき…５月７日㈯～10月15日㈯

■ところ…同校

■対象…令和４年４月１日時点で70歳

以下の野菜就農志向者、栽培初心者

■定員…40人(超える場合は自家･雇

用就農などの志向者を優先選考)

■内容…講義(指定の土曜日全10回)、

実習(毎週土曜日全23回)

■受講料…15,000円(傷害保険、教材、

実習経費)

■申し込み…３月25日㈮までに申込書

をメールまたはファクス、郵送(〒029-

4501金ケ崎町六原蟹子沢14)

で同研修科へ

※申込書は同校のホームペー

ジから入手できます。

スポーツボランティア育成セミナー
北上スポーツボランティアセンター 

(北上観光コンベンション協会内)　　　   

　        ☎65-0300ＦＡＸ88-3002 

　　　 info-kvc@kitakami-kanko.jp

　今後需要が高まるスポーツボラン

ティアを通してイベントを盛り上げま

せんか。基礎から学べるので初めての

人も大歓迎です。

■とき…３月13日㈰13時30分～15時30分

■ところ…北上陸上競技場会議室

■内容…仙台市を中心に先進的な活動

を行っている市民スポーツボランティ

アSV2004代表理事の泉田和雄氏による

講演とワークショップ

■対象…スポーツボランティアに興味

がある人

■受講料…無料

■申し込み…３月10日㈭までに申し込

みフォームに入力するか、氏

名、住所、連絡先を電話また

はファクス、メールで同セン

ターへ

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…３月15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…６人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ

ハロートレーニング(公共職業訓練)

ポリテクセンター岩手訓練課　　　　　     

　　　　　　　　　　　☎0198-23-5712

　５月開始コースを募集します。

■訓練期間…５月10日㈫～10月28日㈮

■ところ…ポリテクセンター岩手(花

巻市天下田69-1)

■対象…再就職に意欲がある人

■募集科･定員…CAD/NCオペレーショ

ン科･15人、生産システム技術科･15人

■受講料…無料

■選考日…４月７日㈭

■見学会…３月９日㈬、16日㈬、23日

㈬９時20分～12時30分

■申し込み…３月１日㈫～22日㈫にお

近くのハローワークへ
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13日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分
　
17日㈭
　15時～16時30分

20日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

24日㈭
　９時30分～12時30分
　14時30分～16時30分

江釣子ＳＣパル

㈱西部開発農産

ジョイス北上アピア店

おでんせプラザぐろーぶ

東北ポール㈱北上工場

３月の献血

※【　】内の数字は令和３年12月末との比較

　 (　 )内の数字は令和４年１月からの累計

●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

40,219世帯【 －6】

92,373人 【－55】
46,132人【－12】
46,241人 【－43】

7件(  7件)
0人(  0人)
9人(  9人)

417件(417件)
2人(  2人)

2件(2件)

10件( 10件)
218件(218件)
100件(100件)

１月のデータ

広報紙をスマホ、タブ

レット端末からご覧い

ただけます！

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…３月27日㈰９時～16時30分３月27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

岩手県高齢者総合支援センター
総合相談事業
岩手県高齢者総合支援センター　　　　

　                 　☎019-625-7490

いわて認知症電話相談

　周囲に話しづらい認知症の悩みがあ

る人や、日中に家を空けられない人で

も、電話で相談することができます。

■受付時間…９時～17時(土･日曜日、

祝日、年末年始を除く)

■相談料…無料

■相談電話…☎0120-300-340(フリー

ダイヤル)

シルバー110番

　高齢者やその家族を対象に、毎日の

生活の中で困っていることや悩んでい

ること、知りたいことなどの相談に応

じます。

■受付時間…９時～17時(土･日曜日、

祝日、年末年始を除く)

■相談料…無料

■相談電話…☎0120-84-8584(フリー

ダイヤル)

厚生労働省生活相談充実事業
アイヌの人々のための電話相談
(公財)人権教育啓発推進センター　　　　

　　　　　　　    　　☎03-5777-1802

　日常生活での困りごと、嫌がらせ、

差別など何でもご相談ください。相談

は匿名可、相談内容は厳守します。

■受付時間…９時～17時(土･日曜日、

祝日、12月29日～１月３日を除く)

■相談料…無料

■相談電話…☎0120-771-208(フリー

ダイヤル)

ハローワーク北上
｢マザーズコーナー｣
ハローワーク北上　　 　　 ☎63-3314

　子育てと仕事の両立を目指す人の就

職を支援します。

■とき…８時30分～17時15分(土･日

曜日、祝日、年末年始を除く)

■ところ…ハローワーク北上２階

■対象…子育てをしながら働きたい人

■内容…子育てと両立できる仕事探し

の相談や応募書類の書き方、面接の受

け方、事業所への問い合わせなど

※ベビーベッドやキッズコーナーがあ

り、子ども連れでの相談もできます。利

用には登録が必要です。詳しくはお問い

合わせください。

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当事者の家族が

集い、お茶を飲みながら情報交換して

悩みを語り合う場です。

■とき…３月19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…不登校やひきこもり当事者や

その家族、支援者など

■参加料…100円

■申し込み…不要


