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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。

水道メーター交換にご協力を
岩手中部水道企業団給配水課 

　　 　　　　　　　　　☎0198-41-5317

　水道メーターは８年に１度の交換が

義務付けられています。交換の対象と

なる場合には｢水道使用水量等のお知

らせ(検針票)｣にその旨を記載してい

ますのでご確認ください。

　該当の世帯に作業員が訪問し、声を

掛けた上で作業を行います。不在の場

合は作業後に交換済みの通知書を投函

します。10分ほど水道を止めて作業を

行いますので、ご協力をお願いします。

※交換後は水道管内に空気が混入する

ことがありますので、水を少し流して

から使用してください。

※同企業団から委託を受けた北上市水

道工事業協同組合が作業を行います。

身分証明書を所持していますので、不

審に思ったら提示を求めてください。

また、交換費用を請求することはあり

ません。

農業に関する無料職業紹介所
｢アグリワーク｣
JAいわて花巻営農企画課　　　　　　　　

　           　　　　 ☎0198-29-5871

　アグリワークは、農繁期などで人手

が必要な組合員と、農業の手伝いをし

て収入を得たい人とをつなぐ無料職業

紹介所です。紹介には求職票の提出が

必要です。詳しくはJAいわ

て花巻のホームページをご

覧ください。

高病原性鳥インフルエンザ 防
疫対策の徹底を
中部保健所環境衛生課　　　　　　　　　 

　　　               ☎0198-41-5405

　今年２月に県内の養鶏農場で高病原

性鳥インフルエンザが発生しました。

防疫措置は完了していますが、家
か き ん

禽を

飼養している人は、次の防疫対策を徹

底しましょう。

・家禽飼養農場において飼養衛生管理

基準を遵守する。

・農場周辺の消石灰散布など、消毒を

徹底する。

・家禽の飼養者は、本病のまん延防止

のため、他の農場への不要不急の出入

りは控える。

第225回珠算能力検定試験･
第135回段位認定試験
北上商工会議所総務課　☎65-4211

■とき…６月26日㈰(珠算検定、段位認

定)９時～(暗算検定)10時～

■ところ…北上商工会館

■申し込み…５月９日㈪～24日㈫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

段位認定 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

令和４年度銃砲刀剣類登録審査会
岩手県生涯学習文化財課 

　　 　　　　　　　　　☎019-629-6182

■とき…５月20日㈮、７月20日㈬、９

月20日㈫、11月21㈪、令和５年１月20

日㈮、３月20日㈪10時～11時、13時～

14時

■ところ…盛岡地区合同庁舎８階大会

議室(初日のみ岩手県民会館４階第２

会議室)

■手数料…6,300円(再交付3,500円)

■持ち物…銃砲刀剣類、登録申請書

(会場に様式あり)、刀剣類発見届出済

証(警察署で交付)、代理人は委任状と

身分証明書

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(３月分)発電状況(３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１：172,130172,130kWh(177,662kWh)kWh(177,662kWh)

　第２：　第２：114,364114,364kWh(162,297kWh)kWh(162,297kWh)

この発電量は、この発電量は、781781世帯の１カ月分の電世帯の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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春期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会　 ☎67-6720

ヨガビリー

　ヨガにリハビリや東洋医学を取り入

れたプログラムです。

■とき…５月９日㈪、30日㈪、６月６日

㈪、13日㈪、20日㈪10時30分～11時30分

■対象…18歳以上

■定員…各回15人(先着順)

いきいきシニア倶楽部

　脳トレや軽めの筋トレなどを行います。

■とき…４月27日㈬、５月11日㈬、18

日㈬、６月１日㈬、８日㈬、15日㈬10

時～12時

■対象…60歳以上

■定員…各回30人(先着順)

共通事項

■ところ…北上総合体育館

■参加料…１回500円

■申し込み…電話で同協会へ

2022KITAKAMI フィットネ
スフェスティバル
(公財)北上市体育協会　 　　　　　　　　　

　        ☎67-6720 ＦＡＸ 67-6721        

　    　　　 taikyou@kitakami.ne.jp    

　初心者向けの全身運動や肩こり･腰

痛を予防するフィットネスを体験でき

るイベントです。

■とき…５月29日㈰９時～12時30分

■ところ…北上総合体育館

■参加料…高校生以上1,500円、小･中

学生1,000円(未就学児は無料)

■申し込み…５月27日㈮までに申込書

を直接またはメール、ファクス、郵送

(〒024-0051相去町高前檀27-36)で同

協会へ

※詳細は同協会のホーム

ページをご覧ください。

きたかみキャンペーンレディ
2022募集
北上･みちのく芸能まつり実行委員会

宣伝部会事務局(北上商工会議所内)

　 　                           ☎65-4211

　高校生を除く満18歳以上の女性(未

婚･既婚問わず)で、市内に居住または

通勤、通学し、市のPRに関心があり各種

イベントに参加可能な人を募集します。

■選考日…６月18日㈯

■ところ…北上商工会館

■選任…若干名

■審査方法…面接(自己PR、会話対応

など)

■申し込み…６月８日㈬までに申込用

紙に記入し写真を添付の上、同実行委

員会へ

※詳細は同まつりのホーム

ページをご覧ください。

北上市陶芸クラブ会員募集
北上市陶芸クラブ　　　　　　　　　　　　 　

　      (菊池)☎090-8782-3542

■活動日…毎週火･金曜日９時～16時

■活動場所…創作館(下江釣子11-

159-2)

■活動内容…備前焼、野焼(予定)

■会費…月額1,000円(光熱費、釉
ゆ う

薬
や く

代

など。粘土、工具代は自己負担)

■申し込み…電話で同クラブへ

５月は軽自動車税全期、固定資産税

第１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。

補助金･助成金診断サイト
ごえん㈱　　　　　 web@goen-inc.com

　簡単なアンケートに答えるだけで新

型コロナウイルス感染症に対応する制

度など、受給可能性が高い補助金･助

成金を無料で調べることができます。

診断後は自身で申請するか、

申請を外注することも可能で

す。

自動車税種別割の納期は５月31日
花巻県税センター課税課　　　　　　　　　           

　　　            　 ☎0198-22-4942

　自動車税種別割は、毎年４月１日現

在の自動車の所有者に課税される県税

です。本年度の納税通知書を４月25日

㈪に発送しますので、５月31日㈫まで

に忘れずに納付しましょう。

地域包括支援センターわっこサ
テライト｢わっこのわ｣
地域包括支援センターわっこ　   　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎77-5055

　５月２日から新たな高齢者支援拠点

「わっこのわ」（和賀町横川目10-20-3）

を開設します。

■利用時間…８時30分～17時15分（土・

日曜日、祝日を除く）

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…５月29日㈰９時～16時30分５月29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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【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。

５

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】12日㈭、19日㈭、26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】２日㈪、９日㈪、16日

㈪、23日㈪、30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】２日㈪、16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】26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)

第29回春の緑化まつり
(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

■とき…５月29日㈰10時～14時30分

■ところ…憩いの森(男山)

■内容…①木工教室②ハンキングバス

ケット教室

■対象…小学生以上

■定員…①16組(先着順)②20組(先

着順)

■参加料…①500円(材料費)②2,000

円（材料費）

■申し込み…５月16日㈪までに申込書

を郵送(〒024-8501住所記載不要)また

はメール、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。

北上市婦協 市民公開講座
｢障がいを考えるつどい｣
北上市地域婦人団体協議会 

　　　　　(菅野)☎080-6032-9245 

　　　　　(髙橋)☎090-2369-2554

■とき…６月５日㈰10時～11時45分

(開場は９時30分)

■ところ…日本現代詩歌文学館講堂

■内容…ヘラルボニー代表取締役副社

長の松田文登氏による講演｢ありのま

まの姿で生きられる共生のまちづくり

を目指して～障がいは欠落ではない～｣

■定員…150人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…電話で同事務局へ

花づくり講習会
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…５月31日㈫、７月５日㈫14

時～15時

■ところ…さくらホール大アトリエ

■内容…日々草の育て方の講習(種子

のまき方、花苗の植え替え)

■対象…どなたでも

■定員…30人(先着順)

■受講料…500円(２回分の材料費)

■申し込み…５月25日㈬までに住所、

氏名、電話番号を電話またはメールで

同課へ

ジョブカフェさくら各種講座
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

｢これからの働き方とライフプランを考

える｣ライフプランニングセミナー

■とき…①５月18日㈬②６月15日㈬③

７月20日㈬10時～12時

■内容…①人生100年時代のワーク＆

ライフプランニング②お金のため方増

やし方～iDeCoとNISA③万一に備え

る～保険の利用と見直し方

※１回のみの参加も可能です。

■対象…求職者などどなたでも

■定員…10人(先着順)

就活サポートセミナー基本のきプラス! 

｢好印象で面接突破｣

■とき…５月17日㈫10時～12時

■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)

共通事項

■ところ…ジョブカフェさくら(北上

地区合同庁舎内)

■受講料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ
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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。

明治安田生命保険相互会社から地域住

民の健康増進、介護･認知症対策、子

育 て 支 援 な ど に 役 立 て る た め 金

323,500円▼東北ポール北上工場有志

から図書館などの施設で活用してもら

うため手作りのしおり100枚▼北上･和

賀･北上国見･江釣子ライオンズクラブ

からノーマライゼーション実現のため

2021いわてグルージャ盛岡ホームゲー

ム観戦チケット40枚▼北上トラック事

業協同組合から笠松小学校の新校舎で

教育環境を整備するため金1,000,000

円▼岩手ヤクルト工場から鬼剣舞映像

視聴用モニターとスタンドの購入のた

め金100,000円▼千葉匠建設、平野建

築事務所、斎藤工務所、横川目電業、

南部電気工事、千田工業、岩手基礎工

業、北上電工、丸片機水工業から笠松

小学校の新校舎に備品を購入するため

金3,000,000円▼和賀ライオンズクラ

ブから藤根幼稚園の教材や備品を購入

するため金200,000円▼北上青年経営

者会議からえづりこ古墳公園へモミジ

１本、ベンチ２基、銘板１基▼北上ふ

るさと会から展勝地開園100周年におけ

る環境整備と景観向上のためヤシオモ

ミジ１本、銘板１基▼北上国見ライオ

ンズクラブから展勝地公園へベンチ２

基▼北上国見ライオンズクラブからヤ

マユリを植栽するための球根購入費用

として金50,000円▼岩手環境事業セン

ターから当市の花いっぱい運動推進の

ため有機肥料400袋▼北上さくらの会か

ら展勝地開園100周年における環境整備

と景観向上のためカンザクラ９本▼ア

ドバーから展勝地桜並木延命化対策事

業に対して金300,000円▼三菱製紙北上

事業本部から2022年版点字付きカレン

ダー200部▼東北ミネラル産業から展勝

地の桜の樹勢回復のため土壌改良剤１t

▼北上工業クラブから教育･子育て関係

機関で活用するため加湿空気清浄機３

台▼ツガワから市立博物館などで活用

する利用者向け非接触操作システム空

中浮遊ディスプレイ１台▼医療法人社

団敬和会から北上市地域福祉基金とし

て金1,000,000円▼かぎや菓子舗から障

がい福祉施設の子どもたちへクリスマ

スケーキ５号32個▼和賀ライオンズク

ラブからヘアドネーション促進児童書

｢31センチの約束｣12冊▼職業訓練法人

北上職業訓練協会からトリプルアニ

バーサリーの記念として門松一対▼盛

岡舗道から展勝地桜並木長寿命化対策

事業に対して金100,000円▼明治安田生

命保険相互会社岩手南支社から小中学

生に役立ててもらうため女性用生理用

品3,996回分▼岩手地所から展勝地桜並

木長寿命化対策事業に対して現金▼北

上読書連絡会から高齢者や弱視者、幼

児が読書に親しむ機会を増やし、当市

の読書推進に寄与するため大活字本19

冊、大型絵本７冊▼ハイジェニックス

から新型コロナウイルス感染症拡大防

市に寄付や寄贈をしていただいた皆さんを

ご紹介します。(令和３年９月～４年１月)
令和４年度人材育成セミナー
北上雇用対策協議会事務局　　 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎72-8243

育成リーダーコース

■とき…①７月５日㈫10時～12時30分

②８月９日㈫13時30分～16時

■内容…①頼りになるリーダーが実践

している思考整理術②講師による個別

相談

若手社員コース

■とき…①７月５日㈫14時～16時30分

②８月23日㈫13時30～16時

■内容…①成長スピードが上がる社員

の学び方とコミュニケーションの秘訣

②講師による個別相談

共通事項

■ところ…①北上オフィスプラザセミ

ナールーム②オンライン（ZOOM）

※詳細は市のホームページを

ご覧ください。

北上市交通安全対策協議会

(事務局)地域づくり課☎72-8301

自転車の安全利用推進期間
５月１日㈰～31日㈫

｢自転車も　

 ルールを守る ドライバー｣

推進重点

●自転車の交通ルールの遵守

● 歩行者などに配慮した安全利用とヘ

ルメット着用の推進

● 飲酒運転、二人乗り、並進、傘さし、

携帯電話･ヘッドホン使用などの危

険な行為の禁止

スローガン

－５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
①６日㈮②13日㈮③20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
16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

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
21日㈯10時～12時/ワラタネスクエア
(本通り二丁目3-38)/紙ふうせんの会
(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。



19 令和４年４月22日 18令和４年４月22日

６日㈮
　９時30分～11時30分
　13時～16時30分
　
８日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

20日㈮
　９時30分～12時

27日㈮
　15時～17時

市役所本庁舎

江釣子SCパル

富士善工業

北上コンピュータ･ア
カデミー

５月の献血

※【　】内の数字は２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

40,411世帯【＋152】

92,181人 【－149】
46,075人【－ 37】
46,106人 【－112】

8件( 22件)
0人(  0人)
8人( 24人)

188件(900件)
0人(  5人)

0件(　3件)

11件( 31件)
157件(538件)
111件(293件)

３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！

令和３年度　寄付の目的と金額

令和３年度　物品などの寄付の状況

　　　   時価総額4,129万円

部門 分 野 主な内容

総務

花いっぱい
運動推進

ヤマユリの球根、有機肥
料

自治振興
　 ・
環境整備

樹木、2021年周年記念
事業ロゴマーク入り
曇り止め缶･サングラ
ス･老眼鏡、廃プラス
チック製ごみ袋、卓球
台、土地境界標、マウ
スシールド、フェイ
スシールド、アジサ
イリース、花プラン
ター、菓子セット、
街路灯(取付工事)、
ブラインド、ベンチ、
銘板、肥料、空中浮
遊ディスプレイ、門
松、ごみ集積所敷地、
スペースガード(車止
め)、照明器具(取付
工事)、加湿空気清浄
機、自動手指消毒器、
抗ウイルスアルコール
製剤、ハイドロエア
ウォッシャー、手指用
消毒用ジェル、除菌
ウェットティッシュ

福祉

障がい者支
援

サッカーチケット、カレ
ンダー、クリスマスケー
キ、玩具、絵本

保育所設備
･備品

サンルーム(取付工事)、
エアコン(取付工事)、講
演台、積み木、木琴、ス
チールベル、鯉のぼりセ
ット･ポール

建設 道路 道路用地

防災
消防防災活
動

マスク

教育

学校安全対
策

安全笛、防犯ブザー、黄
色い帽子、交通標識直定
規、交通安全ドリル

児童生徒健
全育成

生理用品、書籍、避難
情報防災パネル、図書
カード

幼稚園備品 絵本

図書館
大型絵本、大活字本、
書籍、しおり

芸術文化振
興

デジタルカメラ、鬼剣舞
面、陶板画、プロジェク
タースクリーン、リトグ
ラフ

■ふるさと北上応援寄付金

分 野 金 額 

公園など市民の憩いの場整備 7,506万円

学校の耐震補強など安全な教
育環境づくり

3億1,758万円

製造業など産業の基盤づくり 8,964万円

北上の原風景を守り育てる景
観づくり

8,762万円

子育てや高齢者にやさしい環
境づくり

2億9,628万円

民俗芸能の保全活動 3,144万円

自然環境の保全や地域づくり 1億129万円

その他のふるさと北上の振興 5億3,181万円

総　額 15億3,072万円

分 野 金 額 

交通安全対策 30万円

地域福祉基金 102万円

市民の健康増進 43万円

詩歌文学館基金 7万円

子育て支援 20万円

芸術文化振興 11万円

その他自治振興 1,011万円

東日本大震災復興支援寄付金 40万円

総　額 1,264万円

■一般寄付金

■企業版ふるさと納税

分 野 金 額 

展勝地桜並木延命化対策事業 1,210万円

止対策のため抗ウイルスアルコール製

剤200L▼レオ･コーポレーションから新

型コロナウイルス感染症拡大防止対策

のためハイドロエアウォッシャー20台

▼岩手建設工業から地域貢献のため絵

本一式▼岩手銀行北上支店から地域貢

献のため絵本一式▼東北銀行従業者組

合から小学校図書の充実と児童の読書

活動推進のため図書カード20万円分

※寄付企業名は次号以降に掲載します。


