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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。

中学校卒業程度認定試験
文部科学省総合教育政策局生涯学習

推進課　　　　　　　☎03-5253-4111

■試験日…10月20日㈭

■試験会場…岩手県立総合教育セン

ター(花巻市北湯口2-82-1)

■申し込み…９月２日㈮(消印有効)

までに必要書類を書留で同課認定試験

第二係(〒100-8959東京都千代田区霞

が関三丁目2-2)へ

※受験案内と出願書類は、岩手県教育委

員会事務局学校教育室(盛岡市内丸

10-1県庁10階)で配布します。

※受験に係る証明書は、市学校教育課

(☎72-8258)に申請してください。

サマージャンボ宝くじ販売
(公財)岩手県市町村振興協会　　　　　　

　　　　　　 　  　　☎019-651-3461

　この宝くじの収益金は、市町村の明

るく住みよいまちづくりに使われます。

常設の宝くじ売り場のほか、市役所本

庁舎地下売店の特設売場でも１枚300

円で購入できます。

■販売期間…８月５日㈮まで

海水浴での事故を防止しましょう
釜石海上保安部交通課　　　　　　　　　　

　　　                ☎0193-22-3830

　沿岸の市町村などが開設する海水浴

場以外の場所での遊泳は、監視員がお

らず、事故防止の注意喚起や事故発生

時の救助対応ができないため大変危険

です。各市町村などが提供している最

新の情報を確認し、監視員などが常駐

している海水浴場を利用してください。

展勝地プール利用時間の変更
スポーツ推進課　　　　　 ☎72-8313

展勝地プール　　　　　　  ☎63-2658

　水泳大会や花火の開催により、プー

ルの利用時間が変更となります。

■変更となる日…①７月27日㈬、８月

20日㈯②８月７日㈰

■利用時間…①16時～19時②９時～12時

※７月27日の大会が翌日に順延された

場合は、28日㈭が時間変更となります。

毎月勤労統計調査特別調査
岩手県ふるさと振興部調査統計課　　  

　　　　　　　　　　　☎019-629-5306

　厚生労働省では、７月31日現在で常

用労働者を１～４人雇用している事業

所を対象に、毎月勤労統計調査特別調

査を実施します。

　同調査は、小規模事業所の賃金や労

働時間、雇用の実態を明らかにするこ

とを目的とし、調査結果は国民経済計

算の作成などに使用されています。

　対象の事業所には、８月から９月に

かけて統計調査員が訪問し調査を依頼

します。調査の重要性をご理解いただ

き回答をお願いします。

いわてへのUターン･移住を支
援します
岩手県商工労働観光部定住推進･雇

用労働室 　　　　☎019-629-5588

　県では、お盆に県外から帰省する人

に向けて、Ｕターン･移住のPRを実施

します。JR盛岡駅と一ノ関駅に｢移住

相談ブース｣を設置し、岩手で働く魅

力やＵターンに関する支援制度の紹介、

相談を行います。この夏は、帰省した

ご家族やご友人とＵターン･移住を考

えてみませんか？

　詳しくは、いわておかえりプロジェ

クトの特設サイト(８月上旬公開予定)

をご覧ください。

■とき…８月10日㈬～16日㈫

猿田幹線用水路の改修工事にご
理解とご協力を
東北農政局和賀中央農業水利事業所

工事課　　　　　　　　　　　☎62-0755

　老朽化した猿田幹線用水路の改修工

事を行います。住宅に近い場所での工

事になりますが、騒音、安全面などに

は十分に留意しますので、近所にお住

まいの皆さまにはご理解とご協力をお

願いします。なお、水路の両側にお住

まいの皆さまには、別途説明会のご案

内をします。

■工事期間…８月１日㈪～令和５年２

月28日㈫(予定)

■工事区間…和賀町竪川目２地割～和

賀町長沼５地割

８月は市県民税第２期、国民健康保険

税第２期、介護保険料第２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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無料低額診療を行っています
北上済生会病院地域医療福祉連携室

　　　　　　　☎64－7722       1802

　病気やけがなどにより生計困難に

なった人が必要な医療を受ける機会を

制限されることのないよう、無料低額

診療事業を実施しています。利用には

医療社会事業士との面談が必要です。

■対象…世帯全員が住民税非課税の

人、 経済的な理由などにより医療費の

支払いが困難な人

■内容…【外来】診療費総額の１割を

減額(70歳～74歳で高齢受給者証によ

り窓口負担が２割の人は診療費総額の

２割を減額)【入院】一部負担金･食事

療養費を全額減免

内線

８月は｢電気使用安全月間｣
(一財) 東北電気保安協会花北事業所　　      

　　　                         ☎66-3327

　経済産業省では８月を電気使用安全

月間と定め、関係団体と協力して電気

事故防止を呼びかけています。夏は肌

の露出が増え汗もかくことから、感電

事故が多発する傾向があります。電気

の安全な使用を心がけましょう。

斑
はんてんまい

点米カメムシ防除によるミツ
バチへの被害防止
中部農業改良普及センター☎68-4464

JAいわて花巻  ☎0198-23-3333

　８月になると、水田でコメの品質を

落とす斑点米カメムシ類の防除が始ま

り、ミツバチへの影響が懸念されます。

防除を行う際は、水稲生産者とミツバ

チ飼養者などで事前に農薬散布の注意

事項や巣箱の移動などについて十分話

し合い、被害の防止に努めてください。

サポステ北上地区説明会
もりおか若者サポートステーション　　

　　　　　　　　　　　☎019-625-8460

　　　　　　　　　　　　　mail@morisapo.jp

　就労を支援する同サポートステーショ

ンの詳しい支援内容などを紹介します。

説明会後に個別相談も可能です。

■とき…８月30日㈫14時30分～16時

■ところ…さくらホール２階多目的室

■対象…15～39歳の若者、40～49歳の

就職氷河期世代、その家族など

■申し込み…８月29日㈪までに電話ま

たはメールで同サポートステーションへ

市営住宅10月１日入居者募集
市営住宅管理センター　 ☎61-5280

■申込期間…８月15日㈪～31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

大堤(平屋）  5,400～ 8,100 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） 18,600～27,700 １

令和４年度自衛官募集
自衛隊北上地域事務所 ☎63-6736

　申し込み方法や試験会場などの詳細

はお問い合わせください。

募集

種目
年齢要件など

受付期間

【１次試験日】

一般曹

候補生
18歳以上33歳

未満の人

９月５日㈪まで

【９月16日㈮～

18日㈰のうち１

日】
自衛官

候補生

航空

学生

高卒(見込み

含む)で23歳

未満の人

９月８日㈭まで

【９月19日(月･祝)】

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(６月分)発電状況(６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

めに活用しています。めに活用しています。

■発電量(前年同時期)■発電量(前年同時期)

　第１：　第１：165,274kWh 165,274kWh (207,910kWh)(207,910kWh)

　第２：　第２：130,191kWh 130,191kWh (188,874kWh)(188,874kWh)

この発電量は、この発電量は、806806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

いわてエコアクション2022 夏編いわてエコアクション2022 夏編
いわて夏ecoキャンペーンいわて夏ecoキャンペーン

ー９月30日㈮まで実施中ーー９月30日㈮まで実施中ー

エコアクション(省エネ行動)エコアクション(省エネ行動)

を実践し、アンケート回答やを実践し、アンケート回答や

SNS参加で景品が当たります。SNS参加で景品が当たります。

岩手県環境生活企画室☎019-629-5272岩手県環境生活企画室☎019-629-5272
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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。

●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】４日㈭、18日㈭、25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】１日㈪、８日㈪、15日㈪、

22日㈪、29日㈪10時～15時

※原則電話相談で受け付けます。

●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】１日㈪、22日㈪10時～15時

※原則電話相談で受け付けます。

●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30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)･家庭児

童相談(同センター☎64-7574)

【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)

●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】25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)

北上市社会福祉協議会職員募集
北上市社会福祉協議会　☎64-1212 

　令和５年度４月採用の職員を１人募

集します。

■試験日時…10月30日㈰９時～

■試験会場…北上市総合福祉センター

■申し込み…８月22日㈪～９月21日㈬

に直接または郵送(〒024-0012常盤台

二丁目1ｰ63、消印有効)で同協議会へ

※受験案内、申込書は同協議

会で配布しているほかホーム

ページで入手できます。

職場説明会

■とき…８月７日㈰10時～12時(受け

付けは９時30分～９時50分）

■ところ…北上市総合福祉センター

■申し込み…８月３日㈬17時までに電

話で同協議会へ

放送大学10月入学生募集
放送大学岩手学習センター

   　　　　　　　　　　☎019-653-7414

　放送大学は心理学や経済、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。

■出願期間…(第１回)８月31日㈬ま

で(第２回)９月１日㈭～13日㈫

大学説明会 水沢会場

■とき…８月７日㈰15時～16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)

※14時～15時は岩手大学名誉教授の山

口浩
ひろし

氏による公開講演会を開催しま

す。

大学説明会 盛岡会場

■とき…８月27日㈯･28日㈰10時～11

時30分

■ところ…同センター(盛岡市上田三

丁目18-8)

※大学説明会、公開講演会は申し込み

不要です。

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…８月28日㈰９時～16時30分８月28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

経
きょうづか

塚山登山
和賀山岳会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　(藤原)☎070-8470-8922

　山の日に一緒に登山をしませんか。

■とき…８月11日（木・祝）６時30分～13

時30分(夏油温泉東屋集合)

■ところ…経塚山(片道7.5km、上り約

240分、下り約180分）

■服装…登山に適した服装･靴(川を

渡るため長靴など）

■持ち物…昼食、飲料、雨具など

■申し込み…不要

※保険は各自で加入してください。

夏の登山(牛
う し が た

形山縦走)
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…８月21日㈰６時30分～15時

(夏油温泉東屋集合)

■ところ…牛形山･丸子峠(約９km)

■参加料…3,000円(保険料、ガイド料

含む)

■定員…20人(先着順)

■持ち物…昼食、飲料、雨具など

■申し込み…８月16日㈫までに電話ま

たはメールで同課へ
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夏油高原スキー場トレッキング
夏油高原スキー場　　　　☎65-9009

スキー場で楽しめる親子でハイキング

ツアー

■とき…８月13日㈯８時50分～(同ス

キー場集合)２時間コース

■対象…５歳～小学生とその家族

■参加料…１組(大人１人＋子ども１

人)5,000円、追加１人当たり2,000円

駒ヶ岳参拝ハイキング

■とき…９月18日㈰９時～(夏油温泉

公共トイレ付近集合)約６時間コース

■参加料…5,000円

■持ち物…昼食、飲料、雨具など

共通事項

■定員…25人(先着順)

■申し込み…各３日前まで

に右記申し込みフォームへ

※参加料にはガイド料、入浴券(夏油高

原温泉兎森の湯）、保険料が含まれます。

ひとり親家庭向けパソコン講座
(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-623-8539

　ひとり親家庭の親などを対象に、仕事

に必要なパソコンの基本操作、Wordや

Excelの基礎講座を行います。

■とき…９月13日㈫～15日㈭、20日㈫、

22日㈭９時30分～16時30分(22日は17

時まで、全５回)

■ところ…北上駅前パソコン教室(お

でんせプラザぐろーぶ２階)

■定員…10人

■申し込み…８月１日㈪～９月５日㈪

に電話で同連合会へ

就職活動サポートセミナー
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

｢好印象で面接突破!｣

■とき…８月16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)

｢わたしの就
・ ・
勝体験談｣

■とき…８月19日㈮10時～12時

■内容…先輩社会人による学生時代の

就職活動の体験談、参加者の意見交流

■対象…大学、短大、専門学校などの

学生

■定員…10人(先着順)

共通事項

■ところ…同所(北上地区合同庁舎内)

■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

■とき…10月４日㈫～令和５年３月30

日㈭

■ところ…同センター(花巻市天下田

69-1)

■対象…再就職を目指す人

■募集科･定員…金属加工科･13人、電

気設備施工科･15人、建築CAD施工

科･17人

■選考日…９月６日㈫

■見学会…８月３日～24日の毎週水曜

日９時20分～12時30分

■申し込み…８月１日㈪～26日㈮にお

近くのハローワークへ

スマホ体験講座
ウエルシア薬局北上さくら通り店　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　☎63-6980

■とき…８月５日㈮13時30分～15時

■ところ…同店内ウエルカフェ

■定員…７人(先着順)

■申し込み…電話または直接同店へ

要約筆記者を目指す人たちのた
めの説明会
県立視聴覚障がい者情報センター　　　

　　　　　 　　  　   ☎019-606-1743

　　　　　         　　　019-606-1744

　要約筆記通訳は、耳が聞こえない人

に、音声情報を要約し文字として伝え

るものです。要約筆記通訳の活動や養

成講習会の概要を説明します。

■とき…８月６日㈯13時～15時(受け付

けは12時40分～)

■ところ…同センター(盛岡市盛岡駅

西通一丁目7-1いわて県民情報交流セ

ンターアイーナ４階)

■対象…どなたでも(経験不問)

■申し込み…電話またはファクスで同

センターへ

ＦＡＸ

北上市民オリエンテーリング大会
(公財)北上市体育協会　 ☎67-6720    

■とき…８月28日㈰９時30分～(受け

付けは８時30分～)

■ところ…展勝地児童公園

■種目(対象)…一般の部(中学生以

上)、家族の部(大人と小学生までの混

合。親子関係は問わない)、小学生の部

(小学生のみ)

※チームは２～６人で編成してください。

■申し込み…８月22日㈪までに下記の

各Googleフォームから

一般の部 家族の部 小学生の部
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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。

※【　】内の数字は５月末との比較。

　 (　)内の数字は令和４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

40,639世帯【＋54】

 92,158人【＋ 2】
46,104人【＋17】
46,054人 【－15】

　　8件(   44件)
0人(    1人)

10人(   53人)
200件(1,444件)
1人(　 10人)

2件(15件)

18件(   82件)
163件(1,080件)
97件(  555件)

６月のデータ

４日㈭
　９時30分～12時
　14時～16時30分

14日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

22日㈪
　９時30分～11時30分

北上地区合同庁舎
岩手県立中部病院

江釣子SCパル

おでんせプラザぐろーぶ

８月の献血

ひきこもり専門医師相談
岩手県中部保健所保健課　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0198-22-4952

■とき…９月７日㈬14時～15時30分

■ところ…花巻地区合同庁舎２階相談

室(花巻市花城町1-41)

■対象…不登校･ひきこもり当事者や

その家族、支援者

■申し込み…８月31日㈬までに電話で

同課へ

ひとり親家庭等無料法律相談
(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会　　　　

　　　　　 　　　　  ☎019-623-8539

　離婚や親権、養育費などについて弁

護士が相談に応じます。

■とき…９月27日㈫10時～15時

■ところ…北上地区合同庁舎１階相談室

■申し込み…電話で同連合会または県

南広域振興局保健福祉環境センター北

上分室(☎65-2732)へ

刑務作業製品などの展示
盛岡少年刑務所☎019-662-9221

　矯正施設で刑務作業により製作した

製品などを展示します。

■とき…７月26日㈫～９月９日㈮

■ところ…生涯学習センターミニギャ

ラリー(おでんせプラザぐろーぶ３階)

漆にかぶれる会
生活者工房　　　　　　　　　　　　　　　　　                      

(庄司)☎080-8218-3443 

seikatsusha.workshop@gmail.com

　木の板材から皿やスプーンなどの漆

器を制作します。見学だけも可能です。

■とき…８月20日㈯、９月17日㈯14

時～17時(参加回数は要相談)

■ところ…憩いの森木工体験館

■定員…10人(先着順)

■参加料…5,000円(材料代含む)

※参加回数に関わらず一律の料金です。

■申し込み…電話またはメールで同工

房へ(見学のみの場合は申し込み不要)

－８月の各種行事など－
認認知症カフェふらっと知症カフェふらっと
15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

こどこども食堂キッチンすまいるも食堂キッチンすまいる
①４日㈭②19日㈮③26日㈮17時～19

時/①黒北地区交流センター②黒東

地区交流センター③黒西地区交流セ

ンター/キッチンすまいるの会(菊

池)☎090-6454-3210

不登不登校ひきこもりの親の会茶話会校ひきこもりの親の会茶話会
20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。

司法書士による全国一斉｢遺言･
相続｣相談会
岩手県司法書士会☎019-622-3372

■とき…８月７日㈰10時～16時

■相談方法…①対面による面談(岩手

県司法書士会館２階(盛岡市本町通二

丁目12-18))②Web(Zoom)相談③電話

相談☎0120-33-9279(フリーダイヤル)

■申し込み…①同会へ電話

予約または右記相談予約

フォームから②右記相談予

約フォームから③不要

企画展｢むかしの害虫とのたた
かい｣
農業科学博物館　　　　　☎68-3975

　農薬がなかった時代、農薬が少な

かった時代の害虫の防除方法を紹介し

ています。

■とき…11月30日㈬まで

■ところ…同館

■入館料…一般300円、大学生140円、

高校生以下無料


