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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)、 または電子メールファクス (0197-63-7023)、 または電子メール

(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。

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

　同支部では、３月20日～５月31日の

春季と、９月１日～10月31日の秋季を

重点的な募金運動期間としています。

　令和２年度は2,402,065円の募金を

いただき、公共施設への花木の植栽、

市民への苗木の配布など緑化推進活動

に活用しています。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(行政区で取り

まとめ)、企業募金、街頭募金(同支部

主催のイベントなど)

納税の猶予制度
収納課 　　　　　            ☎72-8253

　一時的に納税が困難な場合には、分

割納付したり、納付時期を遅らせたり

することができる猶予制度があります

ので、同課にご相談くださ

い。詳細は市のホームペー

ジをご覧ください。

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)

北上第１･第２ソーラー発電所の発北上第１･第２ソーラー発電所の発

電状況をお知らせします。得られ電状況をお知らせします。得られ

た収益は、市の再生可能エネルギーた収益は、市の再生可能エネルギー

の導入やエネルギー利用の効率化の導入やエネルギー利用の効率化

を推進するために活用します。を推進するために活用します。

■発電量(前年同時期)■発電量(前年同時期)
　第１ソーラー発電所　第１ソーラー発電所
　　　　177,662kWh177,662kWh(164,689kWh)(164,689kWh)
　第２ソーラー発電所　第２ソーラー発電所
　　162,297kWh　　162,297kWh(150,879kWh)(150,879kWh)

この発電量は、927世帯の１カ月分の電この発電量は、927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

北上市消防演習の中止
危機管理課 　             ☎72-8305

　４月29日(木･祝)に展勝地公園内で開

催を予定していた北上市消防演習は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止します。

地域企業経営支援金
北上商工会議所           ☎65-4211

　新型コロナウイルス感染症の拡大に

より厳しい状況にあっても、感染症対

策に取り組みながら事業の継続を図る

中小企業者などのための支援金です。

詳細は同所へお問い合わせください。

■申請期間…６月30日㈬まで

証明書コンビニ交付サービスの
運用停止
都市プロモーション課　　☎72-8231

　証明書交付センターのシステム移行

作業に伴い、５月１日㈯～５日(水･祝)の

終日、全国のコンビニなどでの証明書

交付サービスが停止します。

※５月６日㈭６時30分からサービス提

供を再開します。

令和３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

21日㈫、11月22日㈪、令和４年１月20日

㈭、３月22日㈫10時～11時、13時～14時

■ところ…盛岡地区合同庁舎(盛岡市

内丸11-1)、５月20日のみ岩手県民会館

(盛岡市内丸13-1)

■申し込み…登録しようとする銃砲刀

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)、

手数料(新規6,300円、再交付3,500円)

を持参して審査会に参加

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８日㈯～17日㈪

｢自転車に　

 乗るならきみも　運転手｣
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

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(３月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　３月分の検査の申し込みはありませ

んでした。過去の検査結果

は市のホームページをご確

認ください。

【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。
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｢こども食堂キッチンすまいる｣
５月のスケジュール
キッチンすまいるの会　　　　　　　　　　　

　　    (菊池)☎ 090-6454-3210

　子どもの居場所や保護者の交流の場

として、｢こども食堂｣を毎月３回程度

開催しています。

■とき…①５月７日㈮②14日㈮③21日

㈮16時～19時

■ところ…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

■対象…市内在住の高校生以下の子ども

とその保護者(開催地区以外も参加可)

■定員…各回30人程度

■協力金…高校生以下無料、大人100円

■申し込み…不要

シニア向け｢元気アップ教室｣
長寿介護課　　　　　　　   ☎72-8221

　外出の機会が減り、筋力の低下を感

じている人向けのプログラムです。約

３カ月間で筋力の回復を目指します。

■とき…毎週①月･木曜日②火･金曜

日14時45分～16時45分(全24回)

■ところ…日高見中央クリニック

■対象…筋力の低下があり、歩行によ

る外出に困難を感じる65歳以上で、介

護保険サービスを利用していない人

■定員…①②各８人(先着順)

■参加料…送迎なし１回150円、自宅ま

でタクシー送迎あり１回250円

■申し込み…５月31日㈪までに電話

(☎090-4319-9180)で同クリニックへ

2021KITAKAMI
フィットネスフェスティバル
(公財)北上市体育協会☎67-6720 

　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(エアロビ

クス、バレトン、ヨガ、ピラティス)

を体験できるイベントです。

■とき…５月30日㈰９時～12時(予定)

■ところ…北上総合体育館

■対象…子どもから大人までどなたでも

■参加料…高校生以上1,500円、中学

生以下1,000円(未就学児は無料)

■申し込み…５月28日㈮までに申込用

紙に記入の上、同協会へ

※詳細は同協会のホーム

ページをご覧ください。

ペタンク体験教室
北上市ペタンク協会 　　　　　　　　　　　

　   (八重樫)☎090-6627-5033

　初心者のためのペタンク体験教室を

開催します。無料で参加できます。

■とき…５月９日㈰10時～11時

■ところ…北上総合運動公園第３運動場

青少年育成事業｢きたかみの歴
史からミライへ｣年間参加者募集
(公社)北上青年会議所☎65-0281

　　　　　　　　　　　　　　  ＦＡＸ 65-0287

　みんなと一緒に市内の人や文化に触

れ地域の魅力を楽しみながら学び、北

上市をもっと好きになろう！

■とき…５月30日㈰、７月24日㈯、９

月18日㈯

■ところ…北上市内

■対象…市内小学校に通う４～６年生

■定員…20人(先着順)

■参加料…3,000円(年間登録料)

■申し込み…電話またはファ

クスで同所へ(同所のホーム

ページからも可)

きたかみキャンペーンレディ
2021応募者募集
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19日㈯(予定)

■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10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2021周年記念
第28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

■とき…５月16日㈰10時～14時30分

■ところ…北上市憩いの森(男山)

■内容…①ハンギングバスケット教室

②ウォークラリー③木工体験④林産物

や緑化木の販売、産直コーナーなど

■定員…①８組②10組③20組(先着順)

■参加料…①１人1,000円、②～③無料

■申し込み…５月７日㈮までに申込用

紙をファクスで①同課(64-2171)へ②

特定非営利活動法人岩手県レクリエー

ション協会(019-647-9211)へ(③は当

日申込)

※今年から緑化木の無料配布は行いま

せん。申込用紙などその他

の詳細は市のホームページを

ご覧ください。
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結っこ田んぼ 第１回｢田植え｣
みちのく民俗村　　　　　  ☎72-5067

　昔ながらの方法で稲を育てる体験を

通じて、北上地域に伝わる米作りの技

術や習慣に触れ旧暦を楽しみます。

■とき…５月16日㈰９時30分～12時

■ところ…同村内の田んぼ

■定員…20人(先着順)

■参加料…大人1,000人、小学生以下

500円(小昼代、傷害保険料含む)

■申し込み…電話で同村へ

水沢鉱山探検トレッキングツアー
北上トレジャーハンターズ事務局　 　　     

　   　　(深津)☎070-1262-4446

　　　　　 fukatsu.s.0328@gmail.com

　最盛期には3,000人ほどが暮らし、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…５月16日㈰、23日㈰、６月２

日㈬９時～13時30分

■ところ…９時に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3,000円(子どもは半

額、保険料、ガイド料、お菓子代含む)

■申し込み…各回４日前までに電話ま

たは電子メールで同事務局へ

●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】13日㈭、20日㈭、27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】10日㈪、17日㈪、24日

㈪、31日㈪10時～15時

※電話のみで受け付けます

●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】17日㈪10時～15時

※電話のみで受け付けます。

●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(子育て支援課☎

64-7573)･家庭児童相談(子育

て支援課☎64-7574)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)９時15分～16時

【ところ】子育て支援課(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

※通訳が必要な場合は要予約

【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…５月16日㈰、６月20日㈰、９

月19日㈰、10月17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(当日受付)

■申し込み…当日までに電話で同隊へ

マイナンバーカードマイナンバーカード
受け取りの臨時窓口受け取りの臨時窓口

■とき…５月29日㈯･30日㈰９時～

16時(12時～13時を除く)

■ところ…本庁舎市民課

※正面玄関から入ることができます。

　マイナンバーカードの受け取り･

電子証明書更新の臨時窓口を開設

します。交付通知書に記載の予約

専用電話または市民課へ、事前に予

約をお願いします。

※住民票の写しなどの証明書の交付

や住民異動の受け付けはできません。

市民課　☎72-8200市民課　☎72-8200

日本現代詩歌文学館の各種講座
日本現代詩歌文学館　　　　　　　　　　　        

　        ☎65-1728 ＦＡＸ 64-3621

　 　　　　      shiika@shiikabun.jp

古典文学講座｢万葉集｣

■とき…５月26日、６月２日、９日、

23日、30日、７月７日14時～16時(全

て水曜日)

■講師…岩手県立大学名誉教授の佐々

木民夫氏

■受講料…2,000円(20歳以下無料)

俳句実作講座

■とき…①５月27日、６月24日、７月22日

14時～16時(全て木曜日)②５月28日、６

月25日、７月23日10時～12時(全て金曜日)

■講師…｢小熊座｣主宰で同館館長の

高野ムツオ氏

■受講料…2,000円(学生と引率教員

は無料)

こどもの俳句教室･夏の部(受講無料)

■とき…５月16日㈰、30日㈰(小学生の

部10時～12時、中学生の部14時～16時)

■講師…俳人･絵本作家の小林輝
て る こ

子氏

共通事項

■申し込み…４月28日㈬から直接また

は電話、ファクス、電子メールで同館へ

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

■とき…６月３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、認印

■申し込み…５月17日㈪までに同課へ

認知症カフェふらっと
長寿介護課　　　        　 ☎72-8221

　なごやかな雰囲気の中でゆるやかに

学ぶことで認知症の理解を広げます。

福祉や医療、介護の専門職との出会い

の場でもあります。お好きな飲み物を

持ってご参加ください。

■とき…５月17日㈪13時30分～14時30分

■ところ…日本現代詩歌文学館

■テーマ…感染症にならないために気

を付けること

■対象…認知症の人と家族、地域住民

などどなたでも

■定員･参加料…15人(先着順)･無料

■申し込み…不要

不登校ひきこもりの親の会茶話会
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

　不登校やひきこもりの人がいる家族

が集い、語り合う場所です。一人で悩

まず、ぜひご参加下さい。

■とき…５月15日㈯10時～12時

■ところ…北上市総合福祉センター

■対象…不登校･ひきこもり当事者、

家族、支援者など

■参加料…100円

■申し込み…不要

ジョブカフェさくらの各種講座
ジョブカフェさくら　      ☎63-3533

就活セミナー基本のき！｢応募書類の

書き方｣

■とき…５月18日㈫10時～12時

■内容…ゲームをしながら応募書類の書

き方を考える、応募書類の書き方を解説

■対象･定員…求職者(定年退職者や

ブランクがある人も可)･６人(先着順)

｢中高年からの働き方を考える｣ライフ

プランニングセミナー

■とき…①５月19日㈬②６月16日㈬③

７月21日㈬10時～12時

■内容…①定年後の家計管理、入るお

金と出るお金②人生100年時代に備え

る!ライフプランの作り方③万一に備

える!各種保険の利用と見直し方

■対象…定年退職を迎える人、求職者

■定員…10人(先着順)

※１回のみの参加も可能です。

共通事項

場所はジョブカフェさくら、受講料は無

料、申し込みは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

　７月開始コースを募集します。

■訓練期間…７月１日㈭～12月27日㈪

■対象…再就職に意欲がある人

■募集科･定員…金属加工科13人、電気設

備エンジニア科15人、建築CAD施工科17人

■受講料…無料

■選考日…６月３日㈭

■見学会…５月12日㈬９時15分～12時30分

■申し込み…５月６日㈭から25日㈫ま

でにお近くのハローワークへ

第一生命保険㈱北上営業オフィスから

新型コロナ対策のため金74,100円▼岩

手県県南広域振興局からILC計画の理

解促進や科学への興味関心を高めるた

め書籍18冊▼㈱岩手環境事業センター

から花いっぱい運動の推進のため有機

肥料400袋▼北上国見ライオンズクラ

ブから地球環境デーの一環で植栽する

ヤマユリ球根購入代として金50,000円

▼成江会から地域振興と感染症予防対

策としてハンドソープ約1,100個▼松

本惠子さんから飛勢城跡付近の秋葉路

桜並木に散布するため天然貝化石土壌

改良剤30袋▼東北電設工業㈱から障が

い者施策の振興として金100,000円▼

JAいわて花巻江釣子支店からハロウィ

ンの地域交流としてりんご36個▼相去

地区自治振興協議会から新型コロナ拡

大防止のため透明衛生マスク80個▼真

柴商会㈱からドローン産業発展と地元

企業への認知･利活用のため超軽量型

ドローン１機▼三菱製紙㈱北上事業本

部から視覚障がい者のため点字付きカ

レンダー200部▼小金井市から展勝地

開園100周年における環境整備と景観

向上のためヤマザクラ５本▼㈲かぎや

菓子舗から障がい福祉施設の子どもた

ちなどのためクリスマスケーキ34個▼

医療法人社団敬和会から地域福祉事業

充実のため金1,000,000円▼職業訓練

法人北上職業訓練協会から新型コロナ

終息と新年の幸福祈願のため門松１対

▼PanasonicリフォームClub㈲丸安工

務店から福祉での活用のため知育玩具

６点▼明治安田生命保険相互会社から

新型コロナ対策として金150,000円▼

北上商工会議所女性会から市の子育

て、療育に活用するため玩具、大型絵

本、絵本▼紙芝居｢和賀うま物語｣刊行
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令和２年度　寄付の目的と金額

令和２年度　物品などの寄付の状況

【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２月末との比較。

　 (　)内の数字は令和３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

39,755世帯【＋236】

 92,339人【－58】
45,924人【－ 4】
46,415人 【－54】

6件( 30件)
0人(  0人)
9人( 36人)

176件(914件)
4人( 10人)

3件(5件)

11件( 39件)
157件(508件)
93件(296件)

　３月のデータ

７日㈮
　９時30分～11時30分
　13時～16時30分

９日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

21日㈮
　９時30分～11時30分
　14時～16時30分

27日㈭
　15時～16時30分

北上市役所本庁舎

江釣子SCパル

富士善工業㈱
北上コンピュータ･ア
カデミー

北上市産業支援セン
ター

５月の献血

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！ 金 額 

交通安全対策 80万円

青少年の健全育成 10万円

地域福祉基金 100万円

市民の健康増進 720万円

詩歌文学館基金 6万円

消防防災対策 100万円

その他自治振興 195万円

東日本大震災復興支援寄付金 47万円

総　額 1,258万円

　　　   時価総額 2,085 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、防犯灯、街路灯
(取付工事)、おに丸く
ん印字座布団、おに丸
くんキャラクタースポン
ジ、さくらキャラクター
スポンジ、ドローン、花
プランター、ハンギング
バスケット、絵本、門
松、｢北上市新しい生活
スタイル実践中!｣ステッ
カー･マグネット、手洗
いステッカー、喚起ス
テッカー、マスクステッ
カー、体表面温度計測
器、医療用ガウン、ハン
ドソープ、消毒用アル
コール、フェイスシール
ド、マスク

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

建設 道路 道路用地

教育

学校安全対
策

安全笛、黄色い帽子、交
通標識直定規、交通安全
シール、防犯ブザー、ス
トップマーク

児童生徒健
全育成

書籍、紙芝居、ディスプ
レイ

芸術文化振
興

絵画、揮毫作品、写真、
鬼剣舞衣装、ネットワー
クカメラ、映像スイッチ
ャー

■ふるさと北上応援寄付金

金 額 

公園など市民の憩いの場整備 6,410万円

学校の耐震補強など安全な教
育環境づくり

47,947万円

製造業など産業の基盤づくり 9,503万円

北上の原風景を守り育てる景
観づくり

8,637万円

子育てや高齢者にやさしい環
境づくり

33,226万円

民俗芸能の保全活動 3,487万円

自然環境の保全や地域づくり 7,985万円

その他のふるさと北上の振興 51,180万円

総　額 168,375万円

■一般寄付金 実行委員会から学校、地域教育用品と

して紙芝居｢和賀うま物語｣94部▼北上

地方交通安全協会和賀町支会から新入

学(園)児童の交通安全のため黄色い帽

子93個▼城澤郁子さんから市の歴史調

査研究に役立てるため写真｢城澤朝吉

夫婦と孫匡介｣１枚▼サトーホール

ディングス㈱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800枚▼大通運送㈱からhoKkoへの活

用のため金1,000,000円▼㈱岩手銀行

北上支店から子育て支援と教育発展の

ため55インチディスプレイ、ディスプ

レイスタンド▼日本マクドナルド㈱か

ら新入学児童の防犯対策のため安全笛

800個▼㈱アイビーシー岩手放送から

新入学児童の登下校時の安全対策のた

め防犯ブザー790個▼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770本▼


