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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。

有害鳥獣捕獲を実施します
農業振興課　　　　　　　  ☎72-8238

　カラスなどの有害鳥獣による被害を

防止するため、市鳥獣被害対策実施隊

が通年で有害鳥獣捕獲を行います。郊

外で銃声が聞こえることがありますが、

周辺の安全に十分配慮していますので、

ご理解とご協力をお願いします。

クマ出没情報メールサービスを
ご利用ください
農業振興課　　　　　　　  ☎72-8238

　市内では昨年度、クマの出没が216件

あり、人身被害も発生しています。ク

マの出没･位置情報を｢いわてモバイル

メール｣でお知らせしていますので、登

録してご利用ください。

メールサービス登録方法

①QRコードを読み込み②｢新規登

録｣→空メールを送信→受信したメー

ルの｢新規登録｣リンクをクリック③

｢防災･災害｣を選択し、次へをクリッ

ク→｢県南圏域(花北)｣を選択④コン

テンツの｢個別登録｣をクリック→｢ク

マ出没情報｣を選択し、

｢登録｣をクリック

水田活用の直接支払交付金の見
直しについての意見交換会
農業振興課　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　☎72-823９ 　　　64-2171        

      noushin@city.kitakami.iwate.jp

　本年度、水田活用に係る国の直接支

払交付金が見直されます。支援内容が

大きく変わることから、東北農政局の

担当職員が直接説明を行い、質問、意

見を受け付けます。

■とき…６月29日㈬14時～15時30分

■ところ…日本現代詩歌文学館講堂

■参加料…無料

■申し込み…６月24日㈮までに電話ま

たはファクス、メールで同課へ

交通災害共済の加入受け付け
地域づくり課         　　　☎72-8301

■共済期間…８月１日㈪～令和５年７

月31日㈪

■対象…当市に住民登録をしている

人、市内の家族と生計を同じくする県

外に就労または就学中の人

■掛け金…年額１人400円

■共済見舞金…国内で自動車、バイク、

自転車などの交通事故に遭った際に

２～110万円(単独事故を含む)

※天災による事故や加入者の故意によ

るものは対象外です。

■申し込み…６月１日㈬から直接同課

(おでんせプラザぐろーぶ３階)または

金融機関へ(金融機関での取り扱いは

９月30日㈮まで)

※加入申込書は同課、金融機関に設置

しています。本年度は加入申込書の全

戸配布を行いません。

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(４月分)発電状況(４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１：203,485203,485kWh(202,628kWh)kWh(202,628kWh)

　第２：　第２：125,068125,068kWh(184,677kWh)kWh(184,677kWh)

この発電量は、この発電量は、896896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

電波はルールを守って正しく使
いましょう
総務省東北総合通信局　

　　　　　　　　　　  ☎022-221-0641

　６月１日～10日は｢電波利用環境保

護周知啓発強化期間｣です。電波の混

信･妨害に関する問い合わせは同局へ。

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…６月26日㈰９時～16時30分６月26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

ＦＡＸ

資料の提供をお願いします資料の提供をお願いします
　｢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、

新聞、地図、自治体の刊行物など、昔新聞、地図、自治体の刊行物など、昔

のまちを知ることができる資料をおのまちを知ることができる資料をお

持ちの人はお知らせください。持ちの人はお知らせください。

総務課市史編さん室　☎72-8309総務課市史編さん室　☎72-8309
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企業版ふるさと納税にご協力い
ただきました
政策企画課　　　　  　　　☎72-8223

　展勝地桜並木延命化対策事業(土壌

改良など)に対し、企業版ふるさと納

税制度を活用して令和３年度に寄付を

いただいた企業の皆様をご紹介します。

企業版ふるさと納税による寄付を募集

　令和６年度まで随時募集

しています。詳しくは市の

ホームページをご覧ください。

※北上市に本社(税法上の主たる事業

所または事務所)が所在する企業は対

象となりません。

ダム警報訓練を実施します
田瀬ダム管理支所☎0198-44-5211 

湯田ダム管理支所☎0197-74-2011

　大規模洪水を想定し、実際のダム警

報を放送します。

■対象ダム…①田瀬ダム②湯田ダム

■とき…①６月８日㈬15時30分②６月

９日㈭･10日㈮の各日13時30分～16時

■対象地域…①更木警報所②仙人第一

警報所～北上警報所

市営住宅８月１日入居者募集
市営住宅管理センター　 ☎61-5280

■申込期間…６月13日㈪～30日㈭

■応募資格…次の全てを満たす人(例

外あり)①同居親族がいる②年間世帯

所得が189.6万円以内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…３庁舎、同センター(新穀

町一丁目2-4)に配置

※詳細は募集案内または同セ

ンターのホームページをご覧

ください。

住宅団地名 家賃(円) 募集戸数

荒屋(中層) 21,400～31,900 １

大堤(平屋)  5,400～ 8,100 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

長沼(中層) 18,600～27,700 １

結っこ田んぼの草とり
みちのく民俗村　　　　　　☎72-5067

　手作業での草とり体験で田んぼに住

む生物たちと触れ合いましょう。

■とき…６月26日㈰９時30分～12時

■ところ…村内の田んぼ

■参加料…1,000円、小学生以下500円

(小昼代、保険料)

■定員…30人(先着順)

■申し込み…電話で同村へ

展勝地アジサイ畑の清掃ボラン
ティア募集）
北上あじさいの会　　　　　　　　　　　　 　

(花スタジオ舶来屋･橋本)☎64-1745

■とき…６月12日㈰７時～９時(小雨

決行)

■ところ…展勝地レストハウス駐車場

集合

■持ち物…ゴム手袋、はさみ、草刈鎌

■申し込み…不要

北上市文化芸術推進基本計画（案）
パブリックコメント募集
生涯学習文化課　　　　 　　　　　　　　　 　

　　　　 ☎72-8304　　　　６３ｰ３１２１

　　　　syogai@city.kitakami.iwate.jp

　北上市文化芸術推進基本計画(案)

への意見を募集します。案は市のホー

ムページのほか、３庁舎、各地区交流

センターで閲覧できます。

■提出方法…６月13日㈪までに直接

(おでんせプラザぐろーぶ３階)または

郵送(〒024-0061大通り一

丁目3-1）、ファクス、メール

で同課へ

ＦＡＸ

名称(所在地) 金額(円) 

アドバー㈱様(東京都) 30万

盛岡舗道㈱様(盛岡市) 10万

岩手地所㈱様(盛岡市) 非公表

信金中央金庫様(東京都) 1,000万

㈱シリウス様(盛岡市） 30万

㈱Lunon様(矢巾町) 非公表

㈱レア･メンタル様(盛岡市) 非公表

㈱EIKOU様(紫波町) 非公表

日本発条㈱様(神奈川県) 100万

※承諾いただいた情報のみ掲載しています。

いわて男女共同参画フェスティバル
岩手県男女共同参画センター　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-606-1761

　県は、６月を｢いわて男女共同参画

推進月間｣と定め、男女共同参画の関

心･理解を深めるため同イベントを開

催します。

■とき…６月11日㈯13時30分～16時

■ところ…いわて県民情報交流センター

■内容…表彰式、基調講演、分科会

■参加料…無料

■申し込み…同センターの

ホームページで確認
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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。

６

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】９日㈭、16日㈭、23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】６日㈪、13日㈪、20日

㈪、27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】６日㈪、20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】23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)

犬のふれあい教室
北上ワンワンパトロール隊 

　　　　　(照井)☎090-1495-4678

■とき…６月19日㈰、９月11日㈰、10

月16日㈰10時～11時30分

■ところ…和賀川ふれあい広場(東側)

■対象…登録と狂犬病予防接種済の犬

■定員…15頭(先着順)

■参加料…１頭200円(当日受け付け)

■申し込み…当日までに電話で同隊へ

女性のキャリア形成支援リカレン
トプログラム一般公開セミナー
岩手大学ダイバーシティ推進室　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-621-6998

■とき…７月８日㈮13時30分～16時

■ところ…生涯学習センター第１学習室

■内容…ガイダンス、市内で働く女性

の事例紹介、事例紹介者との交流

■対象…県内で働く女性、女性活躍推

進･育成に悩む事業者や興味がある人

■定員…来場20人程度、ZOOM配信30人

程度(いずれも先着順)

■参加料…無料

■申し込み…ファクス(019-621-6999)

ま た は メ ー ル (equality@iwate-u.

ac.jp)で同推進室へ

親子県議会教室
岩手県議会事務局議事調査課　　　　 　

　　　　　　　　　　　☎019-629-6022

　　　　　   　　 gikai@pref.iwate.jp

　議事堂探検や県議会クイズ、議員と

のふれあいトークなどで、県議会の仕

組みや役割が学べます。

■とき…８月６日㈯13時～16時

■ところ…岩手県議会議事堂(盛岡市)

■対象…県内の小学校、義務教育学校

に通う５･６年の児童と保護者

■定員…20組40人程度(先着順)

■申し込み…６月６日㈪～７月１日㈮

に必要事項を記入の上メールで同課へ

※詳しくは同議会のホーム

ページをご覧ください。

夏油三山山開き｢牛形山登山｣
夏油温泉開発連絡協議会 　　　　　 　

(事務局)商業観光課☎72-8241

■とき…６月12日㈰６時30分

■ところ…夏油温泉園地

■内容…神事、登山(７時～)

※雨天時は神事のみ実施します。

■参加料…無料

■申し込み…不要。直接現地へ

農作業体験･アグリワーク説明会
ＪＡいわて花巻　無料職業紹介所｢アグ

リワーク｣　　　    ☎0198-29-5871

　農業に興味がある人向けに農作業の体

験会を開催します。農業者と農業の手伝

いをしたい人をつなぐ同紹介所の説明も

行います。

■とき…７月５日㈫13時30分～16時

■ところ…和賀町岩崎のピーマン農家

(集合･解散はJAいわて花巻和賀町支

店)

■定員…15人(先着順、最小催行５人)

■申し込み…電話で同紹介所へ

認知症カフェ ふらっと
長寿介護課　　　　　　　　☎72-8221

■とき…６月20日㈪13時30分～14時30分

■ところ…日本現代詩歌文学館

■内容…高齢者と運転免許

■定員…15人(先着順)

■参加料･申し込み…無料･不要



13 令和４年５月27日 12令和４年５月27日

【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
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小児などに対する応急手当講習会
北上地区消防組合消防本部警防課　　

　　　　　　　　　　　　　　　　☎65-5176

■とき…６月19日㈰９時～12時(受け

付けは８時45分から)

■ところ…同本部(柳原町二丁目3-6)

■内容…小児、乳児、新生児に対する

心肺蘇生法、ＡＥＤ使用方法など

■対象…市内か西和賀町に居住または

勤務し、小児、乳児、新生児を養育す

るまたは予定がある人

■定員…20人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…６月13日㈪までに電話で

同課救急係(土･日曜日、祝日は☎64-

1122)へ

※動きやすい服装(スカートは不可)で

受講してください。

短歌入門講座
日本現代詩歌文学館　　　　　　　　　　　  

　　　　☎65-1728　 ＦＡＸ 64-3621

　 　　　　      shiika@shiikabun.jp

　未経験者、初心者向けの短歌講座です。

■とき…７月９日㈯、23日㈯、８月６

日㈯10時～12時(全３回)

■ところ…同館２階会議室

■講師…梶原さい子氏(｢塔｣選者)

■定員…20人(定員を超える場合は未

経験者や初心者を優先)

■受講料…2,000円(学生、引率教員は

無料)

■申し込み…６月１日㈬から直接また

は電話、ファクス、メールで同館へ

就活サポート各種講座
ジョブカフェさくら　 　　☎63-3533

応募書類の書き方

■とき…６月21日㈫10時～12時

■対象…求職者(定年退職者やブラン

クがある人も可)

■定員…６人(先着順)

転妻カフェプラスin北上

■とき…６月29日㈬10時～12時

■内容…先輩転妻に聴く北上のこと、

管内求人状況、参加者同士の交流など

■対象…夫の転勤や結婚で北上市に転

入し北上管内での就労を希望する女性

■定員…10人(先着順)

共通事項

■ところ…ジョブカフェさくら

■受講料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ

伐木などの業務の特別教育講習
北上高等職業訓練校　　☎81-5577

■とき…７月５日㈫～７日㈭８時45

分～(３日間)

■ところ…同校(相去町山田2-42)

■定員…20人(先着順)

■受講料…会員16,000円(テキスト代、

非会員は19,000円)

■申し込み…６月28日㈫までに申込書

に受講料、写真２枚(30mm×24mm)、雇

用保険被保険者資格等確認通知書を添

えて直接同校へ(土･日曜日、祝日を除く)

※申込書は同校のホーム

ページから入手できます。

岩手県委託訓練｢医療事務科｣
ニチイ学館北上校 ☎0120-780-915

■訓練期間…７月６日㈬～11月４日㈮

■ところ…同校(おでんせプラザぐろー

ぶ２階)

■内容…医療事務、医事コンピュータ、

医師事務作業補助、企業実習

■対象…次の全てを満たす人①北上公

共職業安定所に求職手続きをした②同

安定所から職業訓練の受講指示、受講

推薦、支援指示のいずれかを受けた③

キャリアコンサルティングを受けジョ

ブカードの交付を受けた④訓練終了後

３カ月以内に就業を希望する

■定員…15人(先行)

■受講料…無料(教科書代37,800円は

自己負担)

■申し込み…６月15日㈬までに北上公

共職業安定所へ

※６月22日㈬10時30分に同校で選考会

を行います。

岩手県女性就業援助技術講習
｢介護職員初任者研修｣
ニチイ学館北上校 ☎0120-780-915

■研修期間…７月11日㈪～10月13日㈭

９時30分～16時30分(初回は９時から)

■ところ…同校(おでんせプラザぐろー

ぶ２階)

■内容…介護の基礎となる知識とスキ

ルを学び資格取得を目指す

■対象…就業、転職を希望する女性

■定員…６人(選考)

■受講料…無料(教科書代15,500円は

自己負担)

■申し込み…７月１日㈮までに同校へ

※７月４日㈪10時に選考会を行います。

ウエルカフェ講座
ウエルシア薬局北上さくら通り店　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　☎63-6980

初心者向けスマホ体験

■とき…６月17日㈮13時30分～15時

栄養サロン(高血圧に関するお話)

■とき…６月23日㈭14時～15時

共通事項

■ところ･受講料…同店内･無料

■申し込み…電話または直接同店へ

６月は市県民税第１期の納期です。

口座振替日は27日です。前日までに

預金残高を確認しましょう。
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10日㈮
　９時30分～12時
　13時30分～16時30分
　
12日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

16日㈭
　９時30分～11時30分

　13時30分～16時30分

17日㈮
　９時30分～12時

25日㈯
　10時～12時
　13時30分～16時30分

岩手県建設業協会
北上支部

江釣子SCパル

岩手県自動車整備
振興会北上支部
市役所江釣子庁舎

岩手県農業研究セン
ター

イオンタウン北上

６月の献血

※【　】内の数字は３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

40,303世帯【－108】

92,119人 【 －62】
46,051人【 －24】
46,068人 【 －38】

7件(   29件)
0人(    0人)
8人(   32人)

181件(1,081件)
2人(    7人)

6件(9件)

16件( 47件)
190件(728件)
92件(385件)

４月のデータ

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４年２月～３月)

▼キオクシア岩手から児童書｢フラッ

シュメモリのひみつ｣10冊▼北上商工

会議所女性会から子育てや療育に活用

するため玩具３点▼丸安工務店から福

祉に活用するため絵本６冊▼サトー北

上事業所から新入学児童の交通事故防

止のため交通安全シール(反射材加

工)750枚▼トヨタ自動車東日本から交

通安全啓発のため交通標識直定規803

本、交通安全ドリル803冊▼アイビー

シー岩手放送から新入学児童の安全対

策のため防犯ブザー782個▼あらた東

北支社から児童生徒の新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため手指用消毒

用ジェル768個、除菌ウェットティッ

シュ1,920個▼東北ケミカル岩手から

学校給食センターでの活用のため金

500,000円▼北陵油脂から学校給食セ

ンターでの活用のため金500,000円▼

北上地方交通安全協会和賀町支会から

身体障がい者巡回相談(整形外科)
障がい福祉課　　　　　　　☎72-8216

■とき…７月26日㈫11時～13時(受け

付けは11時30分まで)

■ところ…北上市総合福祉センター

■内容…補装具の購入と借り受け、修

理の要否や適合に係る判定

■対象…整形外科に関する障がいがあ

る人

■持ち物…身体障害者手帳(修理は該

当する補装具、適合判定は直近に交付

された補装具)

■申し込み…６月30日㈭までに同課へ

多重債務に関する弁護士無料相談
岩手県立県民生活センター　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-624-2209

　お金の問題、独りで悩まずに相談を。

■とき…６月８日㈬、22日㈬10時～15時

※毎月２回開催。７月以降の日程は問

い合わせください。

■ところ…同センター(盛岡市)

■申し込み…電話で同センターへ

東日本大震災からの生活再建相談
いわて被災者支援センター(釜石市)　

　　　　　　　　　　　☎0193-30-1034

　　　　　　　同サブセンター(盛岡市)　

　　　　　　　 　　　☎019-601-7640

　生活やお金の困りごとについて、弁

護士、ファイナンシャルプランナー、

市町村、社会福祉協議会などの関係機

関が連携して解決のお手伝いをします。

気軽にお問い合わせください。

■相談時間…９時～17時(土･日曜日、

祝日、年末年始を除く)

新入学(園)児童の交通安全のため黄色

い帽子100個▼柴田工務所、北上電工

から沢藤幸治氏の銅像などをライト

アップする照明器具４基、スペース

ガード(車止め)６基▼(一社)アルテトネ

ヤマから利根山光人記念美術館の資料

充実と市の芸術文化振興のため同画伯

制作のリトグラフ６点

ひとり親家庭等無料法律相談
県南広域振興局保健福祉環境センター

北上分室　　　　　　　　　　☎65-2732

■とき…６月28日㈫10時～15時

■ところ…北上地区合同庁舎１階相談室

■内容…離婚や親権、養育費などにつ

いての弁護士による相談

■申し込み…電話で同分室へ

不登校ひきこもりの親の会茶話会
紙ふうせんの会　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　(後藤)☎090-4888-1210

■とき…６月18日㈯10時～12時

■ところ…ワラタネスクエア(本通り)


