
13 令和４年３月25日 12令和４年３月25日

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)
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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
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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。

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。

■申し込み…４月１日㈮から同課へ

■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身分証

明書(マイナンバーカード、運転免許

証、健康保険証など)③年金手帳また

は基礎年金番号がわかるもの④失業を

事由とする場合は離職票など⑤代理人

の申請の場合は①、

③、④に加え、委任

状(代理人が別世帯

のときのみ)と、代

理人の身分証明書

第2弾！がんばれ北上!対象店舗で
最大20％戻ってくるキャンペーン
北上商工会議所　　　　　　☎65-4211

　ＱＲコード決済サービスP
ペ イ ペ イ

ayPayを活

用したキャンペーンを実施します。

■実施期間…４月１日㈮～５月31日㈫

■対象店舗…PayPay公式アプリまたは

店頭のポスター、のぼり旗で確認

■内容…対象店舗でPayPayを使って決

済した際に最大20％のPayPayボーナス

を付与(１回の決済で5,000円相当、１

カ月で10,000円相当が付与上限)

※ボーナス付与や支払い方法などには

一定の条件があります。詳

細はPayPayのホームページ

をご覧ください。

【ユーザー向け説明会】

■とき…①３月31日㈭、４月１日㈮②４

月４日㈪･５日㈫いずれも11時～17時

■ところ…①さくら野百貨店北上店１

階②江釣子ショッピングセンター･パ

ル１階

【事業者の参加方法】

　PayPayを導入する必要があります。

希望する未加盟店は新規加盟店舗窓口

☎0120-936-220にご連絡ください。登

録後の認定により同キャンペーンの対象

となります。

緑の募金
(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

　３月20日から５月31日までの春季と

９月１日から10月31日までの秋季を募

金運動期間としています。令和３年度

は2,182,170円の募金をいただき、公共

施設などへの花木の植栽や市民への苗

木の配布、緑の少年団の育成、緑化に

関するイベントの開催など、さまざま

な緑化推進活動に活用しています。引

き続き皆さんの募金へのご協力をお願

いします。

■募金方法…家庭募金(各地域で取り

まとめ)、企業募金(振り込みなど)、

街頭募金(主催イベントなど)

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は、地域農

業のあり方について定めた計画です。

地域農業の中心となる経営体や、将来

の農地利用などをまとめています。

　同プランの内容は、地域の話し合い

により作成します。農業者や農業関係

者、地区の代表者が、各地区の課題や

集約化に関する方針など、今後目指す

べき地域の方向性について議論してい

ます。市内では13地区で作成しており、

３月に15回目の更新が行われました。

　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、営農センター北上西部)で

閲覧できます。また更新された内容の

うち、「各地区の中心経営体数｣、｢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

ジにも掲載しています。

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が分かる

価格帳簿を確認できます。課税対象者

には、４月下旬に令和４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㈮～５月31日㈫

■ところ…同課

■縦覧できる人…納税者本人、納税者

と同一世帯の親族、納税管理人、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)が必要です。
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陶芸サークル会員募集
北陶会　　　　　　 (小林)☎66-2145

　　　　　(及川)☎090-2275-3711

　未経験の人も経験者も気軽にお問い

合わせください。

■活動期間…４月～10月(新規会員は

５月～)

■ところ…みちのく民俗村体験工房

■参加料…年会費8,000円(別途、入会

費1,000円)

■申し込み…電話で同会へ

※体験教室もあります。

はじめての太極拳
武術太極拳しらゆり事務局　　　　　　　    

　      (昆野)☎080-5558-6578

　やさしい太極拳で健康長寿を目指し

ます。子どもカンフーも開催中。

■とき…４月５日㈫以降の火曜日(祝

日を除く)19時～20時45分

■ところ…江釣子地区交流センター

■対象…初心者の成年男女

■参加料…月額2,500円(別途、入会費

1,000円)

■申し込み…４月４日㈪までに同事務

局へ
国家公務員採用試験
人事院東北事務局第二課　　　　　　　　

　　　　　　　　　　  ☎022-221-2022

　国家公務員採用試験を実施

します。詳細は人事院のホー

ムページをご確認ください。

試験名 申込 ･受付期間 第１次試験日

総合職

(院卒者･

大卒程度)
【インターネット】

４月４日㈪まで

［受信有効］

４月24日㈰

一般職

(大卒程度)
６月12日㈰

一般職

(高卒者)

【インターネット】

６月20日㈪～29日㈬

［受信有効］

９月４日㈰

県立病院職員募集
岩手県医療局職員課

   　　　　　　　　　☎019-629-6322

　令和４年度採用選考試験を行いま

す。受験しやすいよう資格拡大や試験

内容の変更を行っています。

■試験日…【春季】６月12日㈰、【秋

季】９月18日㈰、【冬季】12月４日㈰

※詳しい受験資格などはホー

ムページを確認するか、同課

へお問い合わせください。

－４月の各種行事など－
紙ふうせんの会紙ふうせんの会(不(不登校ひきこもりの登校ひきこもりの
親の会茶話会)親の会茶話会)
16日㈯10時～12時/ワラタネスクエア/
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 プラス｢求活セミナー基本のき プラス｢求
人票の見方｣人票の見方｣
19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。

北上川に泳がせる鯉のぼり募集
北上川に鯉のぼりを泳がせる会　　　　

　　　　　　　　　　　(髙舘)☎63-4382 

　　(事務局)商業観光課☎72-8241

　さくらまつり期間中、北上川に掲げ

る鯉のぼりを集めています。

■申し込み…４月15日㈮までに同課へ

※本年の掲揚は中止し、来年の掲揚を

予定しています。

市営住宅入居者募集(６月１日入居)

市営住宅管理センター　 ☎61-5280

■申込期間…４月11日㈪～28日㈭

■応募できる人…①同居する親族がい

る(高齢者、生活保護世帯、身体障がい

者、知的障がい者、ＤＶ被害者は一人

でも入居できる場合あり)②年間の世帯

所得が189.6万円以下である③居住用資

産を通勤可能圏内に所有していない

※募集案内は３庁舎、同センター(新

穀町一丁目2-4)に配置しています。

住宅団地名 家賃 (円 ) 募集戸数

大堤 (平屋 )  5,500 ～  8,200 １( 単身可 )

沢野 (中層 ) 21,000 ～ 31,300 １( 単身可 )

鳩岡崎(中層) 15,900 ～ 23,700 １

江釣子駅前(中層) 17,700 ～ 26,400 １

長沼 (中層 ) 19,600 ～ 29,100 １

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、

詳細は同事務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

幹部候補

生(一般)

22歳以上26歳未満

(院卒者20歳以上

28歳未満)

４ 月14日

㈭まで

予備自衛官

補(一般)
18歳以上34歳未満

４月８日

㈮まで予備自衛官

補(技能)

18歳以上(資格に

より異なる)

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…４月24日㈰９時～16時30分４月24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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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】14日㈭、21日㈭、28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】４日㈪、11日㈪、18日

㈪、25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】４日㈪、18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】28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)

水沢鉱山探検トレッキングツアー
北上巣箱(深津)☎070-1262-4446

　　　　　 fukatsu.s.0328@gmail.com

　最盛期には約3,000人が暮らし、山の

中で文化が発達した水沢鉱山。当時の

面影を残す小学校跡や劇場跡などを巡

る探検トレッキングを開催します。

■とき…４月17日㈰、20日㈬、５月１

日㈰、11日㈬９時～13時30分

■ところ…JR岩沢駅集合

■対象…小学生以上

■定員…各回10人(先着順）

■参加料…１人4,500円(子どもは半

額。保険料、ガイド料含む)

■申し込み…各回４日前までに電話ま

たはメールで北上巣箱へ

ボクシング教室
北上市ボクシング協会 

　　　 　(高橋)☎090-2022-1873

■とき…令和５年３月までの毎月第２･

第４土曜日17時30分～

■ところ…黒沢尻工業高校ボクシング場

■内容…ボクシングの基本練習

■対象…小中学生、一般

■受講料…小中学生3,000円、一般

5,000円(スポーツ保険料含む)

■申し込み…電話で同事務局へ

キッズテニス教室
北上市テニス協会 

　　　　 (菊池)☎090-6255-1343 

　 km-sporty1@ked.biglobe.ne.jp

　テニス技術を習得しゲームの楽しさ

を体感します。また、スポーツマンシッ

プを学ぶとともに自立の支援をします。

■とき…４月５日～令和５年３月28日

の火曜日18時30分～19時50分(月３、

４回程度開催)全40回

■ところ…江釣子勤労者体育センター、

村崎野勤労者体育館

■対象…年長～小学４年生

■定員…24人(先着順)

■参加料…月額3,000円

■申し込み…必要事項(氏名、性別、年

齢、生年月日、学校名･令和４年度の

学年、住所、連絡先、保護者氏名)を

メールまたは電話で同協会へ

春山を楽しむ登山(鷲ヶ森山)

夏油高原インタープリターの会　　 　　

　 (事務局)商業観光課☎72-8241 

　 shokan@city.kitakami.iwate.jp

■とき…４月10日㈰８時30分～15時

■集合場所…夏油高原スキー場

■コース…夏油高原スキー場第１ゴン

ドラ頂上～横岳～丸子峠～鷲ヶ森山

■定員…20人(先着順)

■参加料…3,000円(保険料、ゴンドラ

往復乗車賃などを含む)

※アイゼン、スノーシュー、

ストックは500円で貸し出し

ます。

■申し込み…４月５日㈫までに同課へ

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)☎ ＦＡＸ  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９日㈯･10日㈰９時30

分～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

■申し込み…電話またはファクスで同

協会へ(当日申し込み可)
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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３日㈰13時～

■ところ…江釣子地区交流センター

■内容…股旅、演歌舞踊、マドロスなど

■入場料…無料

北上市トリプルアニバーサリー展
EN-DO企画 

　　　 　(遠藤)☎090-4883-9258

　2021年は展勝地開園100周年、第60回

北上･みちのく芸能まつり、北上市市

制施行30周年の記念の年でした。関連

の展示パネルを集め展示します。

■とき…①４月７日㈭まで②４月８日

㈮～25日㈪

■ところ…①さくら野百貨店北上店３

階特設会場②江釣子ショッピングセン

ター･パル２階(展示時間は店舗営業

時間内。最終日は12時まで)

■入場料…無料

第29回雑草園祭
日本現代詩歌文学館 　　☎65-1728

　雑草園･三
さんそうしょおく

艸書屋の移築復元を記念

し行っている俳句大会です。小林輝子

氏の記念講演も行います。

■とき…４月24日㈰11時５分～(投句は

９時30分～11時)

■ところ…同館

■参加料…1,000円/２句

■選者…白濱一羊、染谷秀雄、高野ムツ

オ、山口梅太郎、小畑柚流、小林輝子

点訳･音訳･録音図書編集･IT
サポーター体験会
岩手県立視聴覚障がい者情報センター

　　　　　　　　　 　 ☎019-606-1743

■とき…４月８日㈮①９時45分～11時

②10時55分～12時10分③12時45分～14

時④13時55分～15時10分

■ところ…アイーナ４階視聴覚障がい

者情報センター(盛岡市盛岡駅西通一

丁目7-1)

■内容…点字図書や録音図書製作、パ

ソコン操作支援の体験

■申し込み…４月１日㈮までに同セン

ターへ

春期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会　  ☎67-6720

【初めてのエアロビクス】

■とき…４月５日～６月28日の火曜日

10時30分～11時30分(全10回)

■定員…50人(先着順)

■参加料…１回500円

【ステップ台エアロ】

■とき…４月７日～５月19日の木曜日

10時30分～11時30分(全５回)

■定員…20人(先着順)

■参加料…１回500円

【共通事項】

■ところ…北上総合

体育館

■対象…18歳以上

■申し込み…電話で

同協会へ

さつき･ラン＆ウォーク2022
同大会事務局  ☎03-6804-3383

　市と包括連携協定を締結したアール

ビーズが主催する、オンラインスポー

ツイベント。企業や事業所単位で５月

の１カ月間の歩数と走行距離をスマー

トフォンアプリで競います。

■開催期間…５月１日㈰～31日㈫

■参加料…無料

■部門(使用アプリ)…ウォーキングの

部(スポーツタウンWALKER)、ランニン

グの部（TATTA）

■申し込み…４月24日㈰まで

にQRコードから

旧暦で祝う民俗村のひな祭り
みちのく民俗村　　　　　　☎72-5067

　古民家の中でおひなさまをお楽しみ

ください。

■とき…４月３日㈰10時～15時

■ところ…同村

■内容…甘酒や餅あられのお振舞い、着

物を着てひなまつりなど

※ひな人形は４月10日㈰ま

で展示しています。

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(２月分)発電状況(２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１：90,42390,423kWh(76,017kWh)kWh(76,017kWh)

　第２：　第２：87,90287,902kWh(77,265kWh)kWh(77,265kWh)

この発電量は、486世帯の１カ月分の電この発電量は、486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



17 令和４年３月25日 16令和４年３月25日

10日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分
　
24日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

27日㈬
　９時30分～11時
　15時～16時30分

29日㈮
　10時～12時
　13時30分～16時30分

江釣子ＳＣパル

イオンタウン北上

北上槌屋デカル
北上市産業支援セン
ター

DCMホーマック北上藤

沢店

４月の献血

※【　】内の数字は令和４年１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

40,259世帯【＋40】

92,330人 【－43】
46,112人【－20】
46,218人 【－23】

7件( 14件)
0人(  0人)
7人( 16人)

295件(712件)
3人(  5人)

1件(3件)

10件( 20件)
163件(381件)
82件(182件)

２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！

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13日㈮、７

月15日㈮14時～15時

■ところ…さくらホール大アトリエ

■内容…マリーゴールドなどの育て方講

習(種子のまき方、花苗の植え替えなど)

■定員…30人(先着順)

■参加料…500円(３回分の材料費)

■申し込み…４月15日㈮までに電話ま

たはメールで同課へ

古典文学講座｢万葉集」
日本現代詩歌文学館　　　　　　　　　　　 

　　　　☎65-1728　 ＦＡＸ 64-3621   

　　　　　  　 shiika@shiikabun.jp

　詩歌の源流である万葉集の歴史を学

びつつ、作品の魅力を味わいます。

■とき…５月11日㈬、18日㈬、25日㈬、

６月８日㈬、15日㈬、22日㈬14時～16時

■ところ…同館２階講堂

■参加料…2,000円(20歳以下無料)

■申し込み…４月11日㈪から電話また

はファクス、メールで同館へ

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

　６月開始コースを募集します。

■訓練期間…６月２日㈭～11月29日㈫

■ところ…ポリテクセンター岩手(花

巻市天下田69-1)

■対象…再就職を目指す人

■募集科･定員…ビル管理技術科･17人

■受講料…無料

■選考日…５月12日㈭

■見学会…４月13日㈬、20日㈬、27日

㈬９時20分～12時30分

■申し込み…４月１日㈮～22日㈮にお

近くのハローワークへ

ヨイ歯デーテレホン相談
岩手県保険医協会歯科部会 

　　　　　　　　　　　☎019-651-7341

　歯や口に関する悩みについて何でも

ご相談ください。

■とき…４月18日㈪10時～19時

■相談ダイヤル…019-651-7341

■料金…無料(通話料は相談者負担)

※受付時間に相談を受け付けた後、19

時以降に同協会歯科医師が折り返しの

電話で回答します。

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

手話奉仕員養成講座(基礎課程)

障がい福祉課 

　　　　 ☎72-8214 ＦＡＸ 64-2202

　聴覚障がい者とのコミュニケーショ

ンに必要な手話表現などを学びます。

■とき…５月11日～12月７日までの水曜

日(月４回程度、全30回)19時～20時30分

■ところ…北上市総合福祉センター

■対象…手話奉仕員養成講座(入門課

程)の修了者で、24回以上受講できる

市内在住または在勤者

■参加料…無料(テキスト代実費。入

門課程と同じテキストのため所有して

いる人は負担なし)

■申し込み…４月28日㈭までに住所、

氏名、年齢、職

業、電話番号を

電話またはファ

クスで同課へ




