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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。

特定計量器の定期検査
商業観光課　　　　　　　 　☎72-8240

　特定計量器(取引や証明に使用する

はかり)は２年に一度の定期検査が計

量法で義務付けられており、本年度は

10月に北上地区で行われます。前回の

受検者には10月上旬ごろに受検通知は

がきを発送します。

　前回受検しないまま使用している人

や新たに計量器を取得した人、または

前回受検してその後に設置･使用をや

めた人は同課に連絡してください。

人権擁護委員の紹介
市民課　　　　　             ☎72-8202

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱

を受け、国民の基本的人権が侵害され

ないよう、いじめや体罰、家庭内の問

題、隣近所とのもめごとなど幅広く相

談に応じています。

　７月１日付で細田郁子さんが新たに

委嘱され、全12人が活動しています。

その他の委員は市のホームページでご

確認ください。

※人権相談の詳細は、15ペー

ジ｢９月の各種定例相談｣を

ご覧ください。

９月21日は｢世界アルツハイ
マーデー｣
長寿介護課 　　　　　　　　 ☎72-8221

　認知症の原因の半数以上を占めてい

るアルツハイマー病。正しい知識を備

えることで認知症と共に自分らしく暮

らせる社会の実現につながります。

　国際アルツハイマー病協会は世界保

健機関と共同で９月21日を｢世界アル

ツハイマーデー｣、９月を｢世界アルツ

ハイマー月間｣と定め、世界各国でさ

まざまな啓発活動などの取り組みを

行っています。

■本年度の標語…忘れてもあなたはあ

なたのままでいい

魅力発信動画制作費補助金
北上雇用対策協議会事務局　　　　　　　         

　 (産業雇用支援課内)☎72-8244

　自社の魅力を発信するための動画を

制作する経費の一部を補助します。

■対象…同協議会の賛助会員企業で、

令和５年３月に大学などを卒業見込み

の人を採用する計画がある事業者(最

大５社、先着順)

■補助対象事業…次の全てを満たす動

画制作①就職を希望する若者たちに事

業内容を紹介するための動画②完成し

た動画を自社のホームページなど不特

定多数が閲覧できる媒体に公開する③

外部事業者に制作を委託し、令和５年

３月31日㈮までに完成する(制作の着

手は交付決定後)

■補助金額…外部事業者への委託費用

の２分の１以内(上限10万円)

※その他の要件や申請方法は市のホー

ムページをご確認ください。

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

　９月１日～10月31日を秋季募金運動期

間とし、重点的に募金活動を実施してい

ます。本年度の春季は1,838,502円の募

金をいただき、企業や地域などへの花木

の配布や緑の少年団の育成、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。

■募金取りまとめ…(家庭募金)各行政

区の担当者(企業募金)協力企業の担

当者

就業構造基本調査にご協力を
総務課　　　　　　　　　　　　☎72-8228

　総務省では、10月１日現在で就業･

不就業の実態や就業に関する希望など

を明らかにするため｢就業構造基本調

査｣を実施します。

　その準備調査のため、対象となった

地区の全てのお宅に調査員が伺い、世

帯主の名前などを９月上旬に確認しま

す。その後、調査対象に選ばれたお宅

には９月下旬に調査票を配布しますの

で、回答をお願いします。

※調査員は顔写真入りの｢調査員証｣

を常に携帯しています。

車両通行止めにご協力を
危機管理課　　　　　　　　 ☎72-8305

　北上地区合同水防演習のため、和賀

川グリーンパーク付近の堤防は車両通

行止めになります。係員の指示に従う

など、ご協力をお願いします。

■とき…９月３日㈯、11日㈰８時～13時
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市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

第226回珠算能力検定試験･
第136回段位認定試験
北上商工会議所総務課　☎65-4211

■とき…10月23日㈰(珠算検定、段位検

定)９時～(暗算検定)10時～

■ところ…北上商工会館

■申し込み…９月５日㈪～20日㈫に申

込書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

段位検定 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

きたかみ里山クラブ会員募集
きたかみ里山クラブ　　　　　　　　　　　　

　　  (小笠原)☎090-4884-1412  

　親子で自然に親しみながら里山づくり

をするクラブです。黒岩のらいじんの森

で自然観察や遊具作りなどを行ってお

り、興味のある人を募集しています。

すこっぷJAPANフェスタ2022
in岩手 出場者募集
同事務局(菅野)☎090-3982-0389

■とき…10月29日㈯10時～16時

■ところ…さくらホール大ホール

■定員…個人15人、団体15団体(先着順)

■参加料…個人2,000円、団体１人当た

り1,000円

■申し込み…９月30日㈮までに電話で

同事務局へ 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(７月分)発電状況(７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１：182,639kWh 182,639kWh (179,242kWh)(179,242kWh)

　第２：　第２：165,878kWh 165,878kWh (161,741kWh)(161,741kWh)

この発電量は、この発電量は、951951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

岩手県立農業大学校学生募集
岩手県立農業大学校教務担当　　　　　

　　　　　　　　　　　 ☎0197-43-2211 

　令和５年度の入学生を募集します。

■試験の日程など

■対象…高等学校または中等教育学校

を卒業した人(令和５年３月の卒業見

込みを含む)

■定員…農産園芸学科50人、畜産学科

20人

※学生募集要項などの詳細は

農業大学校のホームページを

ご確認ください。

試験区分 出願期間 試験日

推薦 ９月５日㈪～22日㈭ 10月13日㈭

一般
(前期)

11月７日㈪～18日㈮ 12月７日㈬

一般
(後期) 令和５年１月23日㈪

～２月３日㈮

令和５年　

２月22日㈬社会人
特別選考

建築物防災週間
県南広域振興局土木部北上土木セン

ター　 　　　　　　　　　　   ☎65-2738  

　８月30日㈫～９月５日㈪は、建築物

防災週間です。この週間は、災害によ

る人命や建築物の被害を防止し、安心

して生活できる空間を確保するため、

建築物の防災対策を推進するものです。

　県は防災上の配慮が強く求められる

建築物を中心に、市町村や消防などと

共同で防災査察を実施して、必要に応

じた指導を行う予定です。この期間中、

同土木センター(北上地区合同庁舎３

階)に防災相談所を設置し、建築物の

防災に関する住民の皆さんの相談にお

答えします。ぜひご利用ください。

農地パトロールの実施
農業委員会事務局　　　　☎72-8246

　農地パトロール(利用状況調査)を８

月30日㈫から市内全域で実施します。

農業委員などが所有地に立ち入り調査

することもありますので、ご理解とご

協力をお願いします。

■調査対象…草刈りなど管理されてい

ない荒廃した農地、農地法の許可を受

けずに宅地などに使用されている無断

転用農地など
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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】８日㈭、15日㈭、22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】５日㈪、12日㈪、26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】５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】22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)

二子さといもの収穫作業体験
農業委員会事務局　　　　☎72-8247

　子どもたちへの食育･食農事業とし

て、二子さといもの収穫作業体験を行

います。詳細は市のホームページをご

確認ください。

■とき…10月22日㈯10時～12時

■ところ…上江釣子20-218-1の畑(集

合は江釣子６区自治公民館)

■対象…市内の小学生とその保護者

※小学生未満は参加できません。

■定員…10組(先着順)

■参加料…１人500円

■申し込み…９月16日㈮ま

でに電話で同事務局へ

理工チャレンジ中高生･理科教室
岩手大学花巻サテライト   　　　　　　　　 

　                    ☎0198-30-1172

　県内の理工系の学校で学ぶ学生と市

内企業で活躍する若手社会人による体

験の講演のほか、プログラミング教室や

科学実験を行います。

■とき…９月19日(月･祝)13時～16時10

分(開場は12時30分～)

■ところ…さくらホール中ホール

■対象…中高生とその保護者、教育関

係者

■定員…80人(先着順)

■申し込み…９月12日㈪まで

に右記申し込みフォームから

手作りクラフト ぱん･スイーツま
つり
地域活性化創造企画At･So          　

　　 (長谷川)☎090-6222-2278

　手作りクラフトやパン･スイーツな

ど約80の店舗が出店します。先着100

人にはパンをプレゼント！

■とき…９月４日㈰10時～16時

■ところ…展勝地第３

駐車場(レストハウス

北側)

岩手県農業研究センター一般公開デー
岩手県農業研究センター☎68-2331

　最新の研究成果の展示やミニセミ

ナー、クイズラリー、農産物や加工品

販売などのイベントを行います。

■とき…９月３日㈯９時30分～15時

■ところ…同センター

※岩手生物工学研究センター一般公開

デーも同時に開催します。

自然探索会～和賀仙人姥杉～
和賀川の清流を守る会　　　　　　　　　　

　 (事務局)環境政策課☎72-8282

　講師と共に｢森の巨人たち100選｣に

選定されている仙人姥杉などを散策し

ます。

■とき…10月１日㈯９時30分～12時30分

■ところ…和賀仙人姥杉(集合場所は

仙人山登山口)

■定員…20人(先着順)

■参加料…１世帯500円

■持ち物…飲み物やかっぱ、タオルなど

■申し込み…９月21日㈬までに電話で

同課へ

第46回えづりこ古墳まつり
江釣子地区自治振興協議会　　　　　　 

　　　　　　　　　　　 (高橋)☎77-2468

　古墳に埋葬された人を供養するため

の式典や芸能公演を行うほか、レトロ

をテーマとしたマルシェを開きます。

■とき…９月23日(金･祝)10時～15時

■ところ…えづりこ古墳公園
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司法書士会･日本赤十字社連携企画
次世代へ繋ぐ社会貢献セミナー
岩手県司法書士会事務局　　　　　　　　

　　　　 　　　　　   ☎019-622-3372  

　遺贈や相続財産寄付を考えるきっか

けにしませんか？希望者には個別で相

談に応じます。

■とき…９月１日㈭12時～16時

■ところ…ブランニュー北上コンベン

ションホール｢SAKURA｣

※昼食(無料)の提供があります。

■申し込み…電話で日本赤十字社岩手

県支部(☎019-638-3610)へ

びわの会20周年記念行事｢ありが
とう～感謝の集い｣
ペイシェントアクティブびわの会　　　　      

　　　　　　   (髙橋)☎ ＦＡＸ 64-0008

　　       qqku8sz9@crux.ocn.ne.jp

■とき…10月８日㈯14時～16時30分

■ところ…ホテルシティプラザ北上

■内容…ＮＰＯ法人日本がんサバイバー

シップネットワーク代表理事の髙橋都氏

による基調講演『がんになっても人生は

終わらない～私が、家族が、｢その後｣

を生きるために』、ミニコンサートなど

■定員…100人(先着順)

■参加料…2,000円(ドリンクとケーキ

付き)

■申し込み…９月17日㈯までに氏名、

住所、電話番号をメールまたは電話、

ファクスで同会へ

フォトクラブ写人第五回写真展
フォトクラブ写人　　　　　　　　　　　　　　                 

　    (谷地沼)☎080-1155-3321

■とき…９月17日㈯～19日 (月･祝)10

時～18時(19日は17時まで)

■ところ…ギャラリーボイス(九年橋

三丁目7-11)

■出展者…蜂谷福夫、高野和子、鈴木

雄二、谷地沼吉太郎

花いっぱいコンクール入賞花壇見学会
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

　花いっぱいコンクールで最優秀賞な

どを受賞した花壇の見学会を行います。

■とき…９月13日㈫①９時～11時②13

時30分～15時30分(①②とも同じ内

容)

■ところ…市内各所(３～５カ所)

※バスで移動するため開始５分前まで

に中央図書館西側駐車場に集合してく

ださい。

■定員…各20人(先着順)

■申し込み…９月９日㈮までに氏名、

住所、電話番号、希望する時間を電話

またはメールで同課へ

第32回北上市障がい者福祉展
北上市障がい者福祉展実行委員会　　              

(事務局)障がい福祉課☎72-8214

　障がい者施設･団体の活動紹介や利

用者が制作した作品の展示、小物やお

菓子などを販売します。

■とき…９月17日㈯･18日㈰10時～18

時(18日は16時まで)

■ところ…江釣子ショッピングセン

ターパル

北上市交通安全対策協議会

(事務局)地域づくり課☎72-8301

秋の全国交通安全運動
９月21日㈬～30日㈮

スローガン

｢知らせ合う 早めのライトと 反射材｣

推進重点

● 子どもと高齢者をはじめとする歩

行者の安全確保

● 夕暮れ時と夜間の歩行者事故など

の防止及び飲酒運転の根絶

● 自転車の交通ルール遵守の徹底

北上市民ロードレース大会
(公財)北上市体育協会　　☎67-6720  

■とき…10月８日㈯９時30分～(受け

付けは８時30分～)

■ところ…北上総合運動公園内コース

■種目…①中学生･高校生･一般の部

②小学生の部③ファミリーの部(小学

生未満とその保護者２人組)

■参加料…①１人1,000円②１人500円

③１組1,500円

■申し込み…９月９日㈮までに参加申

込書(郵便払込用紙)を直接申し込み

または郵便局から送金

※参加申込書は北上総合体

育館の窓口で入手できます。

ランナー向け｢脱水が体
に及ぼす影響｣オンラインセミナー
ランフェスきたかみ実行委員会　　　 

(事務局)スポーツ推進課☎72-8270

■とき…９月３日㈯14時～15時(受け

付けは13時45分～)

■ところ…生涯学習センター情報学習室

■講師…大塚製薬の社員

■定員…20人(先着順)

■申し込み…右記ＱＲコード

の申し込みサイトまたは電話

で同課へ
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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。

※【　】内の数字は６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

40,747世帯【＋108】

 92,233人【＋ 75】
46,154人【＋ 50】
46,079人 【＋ 25】

　　16件(   60件)
0人(    1人)

16人(   69人)
168件(1,612件)
0人(　  9人)

3件(18件)

19件(  101件)
211件(1,291件)
104件(  659件)

７月のデータ

９日㈮
　９時30分～10時30分
　
　15時30分～16時30分

11日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

18日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

25日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

29日㈭
　15時～16時30分

JAいわて花巻和賀
町支店
北上市総合福祉センター

江釣子SCパル

ユニクロ北上店

イオンタウン北上

東北ポール北上工場

９月の献血

－９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
19日 (月･祝)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
①１日㈭②９日㈮③16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
17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。

ジョブカフェさくら 各種セミナー
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…①９月21日㈬②10月19日㈬③

11月16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

■定員…10人(先着順)

就活サポートセミナー基本のきプラス

｢ここがコツ！応募書類の書き方｣

■とき…９月20日㈫10時～12時

■内容…ゲームをしながら応募書類の

書き方について考え、作成方法を解説

■定員…６人(先着順)

共通事項

■対象…求職者

■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

｢ 解決の糸口を見つけに行こ
う！｣相談会
消費者信用生活協同組合北上事務所       

　                    ☎0120-101-612

　お金の問題や遺産相続、不動産売買、

DV･離婚問題など暮らしに関する悩みの

無料相談会を行います。

■とき…９月10日㈯10時～16時

■ところ…同事務所(大通り一丁目3-1

おでんせプラザぐろーぶ２階)

■申し込み…電話で同事務所へ(要事

前予約)

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…９月25日㈰９時～16時30分９月25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

９月は固定資産税第３期、国民健康保

険税第３期、介護保険料第３期の納期

です。口座振替日は26日です。前日ま

でに預金残高を確認しましょう。

ものづくりビギナー塾
岩手大学金型技術研究センター　　　　       

　　　 　☎67-058５ ＦＡＸ 67-0586

　　　   　 kanagata@kitakami.ne.jp

■とき…(座学編)①９月14日㈬②15

日㈭13時～17時(実習編)③９月22日

㈭④26日㈪または28日㈬13時～17時

■ところ…①②④岩手大学研究工場棟Ｄ

棟(相去町山田2-17)③いわてデジタルエ

ンジニア育成センター(相去町山田2-18)

■内容…(座学編)図面の読み方や工

具･測定機器の使い方など(実習編)３

Ｄ-ＣＡＤ操作と３Ｄプリンター体験、

金型組立とプラスチック加工体験

■定員…座学編10人、実習編４人

■申し込み…９月５日㈪までに申込書

をメールまたはファクスで同センターへ

※申込書は同センターのホー

ムページで入手できます。

(訂正)４月の飲酒運転検挙者は１人でした。


