岩手県立中部病院が開院
２位 県立中部病院は４月１日、
北上、花巻厚生の両県立病院が統合し、市内村崎野に開院しました。同病院
は、北上市、花巻市、遠野市、西和賀町をエリアとする岩手中部保健医療圏の基幹病院に位置付けられ、がんや脳卒
中、急性心筋梗塞(こうそく)などの高度医療や救急医療機能が充実しており、災害発生時の地域災害拠点病院として、
ヘリポートや救急病棟などの機能も備えています。鉄筋コンクリート造りで、地上６階、地下１階、延べ床面積３万
3577平方㍍の免震構造で、周囲には約1000台の駐車スペースを確保。がんの患者さんが安心して療養できる環境を
整えた県内初の別棟となる緩和ケア病棟や、がんの早期発見に有効な陽電子放出断層撮影装置(ＰＥＴ)が県南地域
で初めて導入されました。病床数は434床(一般390床、結核20床、緩和ケア24床)で、29診療科の体制となっています。

世界的な経済の減速により、市内企業にも影響
３位 いわゆる｢リーマン
・ショック｣に端を発した世界的な経済の減速に伴い、市内企業などでも雇い止めな

大ニュース発表

どが発生。市では雇用対策本部を設置(昨年12/17)し、雇用の創出および生活相談などの各種緊急雇用対策を実施し
てきました。この状況下㈱東芝は、本市に建設予定の半導体新工場の着工延期を表明、市の人口も211人減(前年度末
比)となる９万3619人。年度ベースで減少したのは1991年合併以来初のこととなりました。市では緊急雇用対策を
講じる一方、地域の企業や団体などを訪問し、来年度新卒者の採用枠確保を要請するなど緊急企業訪問を行いまし
た。また、三次元ＣＡＤの技術者を育成する講座を開講する本市の取り組みは、ＮＨＫクローズアップ現代｢失業率
悪化 自治体の苦悩｣(6/30放送)の中で紹介されました。10月に発表された20年工業統計調査速報(経済産業省)で本市
は、製造品出荷額等で２年連続県内トップ、従業者数、粗付加価値額も県内１位。雇用や消費関連の指標は低迷が続
き、景気回復の道筋はまだ不透明であり、市としては出来得る緊急雇用対策を継続して実施いたします。
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ました。これは、６月24日に開催された岩手県準備委員会常任委員会で決定されたものです。同競技場では、国体の
開・閉会式のほか陸上競技が開催されることとなります。北上市では、そのほかにソフトテニス、新体操、バドミン
トン競技が開催される予定です。同運動公園は、11(1999)年の岩手インターハイのメーン会場となり、その後、全国
スポーツ・レクリエーション祭(スポレクいわて)や各種大会を開催した実績があることと、既存施設の利活用の観点
から選定されたものです。また、23(2011)年に開催される高校生のスポーツの祭典・北東北インターハイ(全国高等学
校総合体育大会)でも、同競技場で陸上競技が行われます。

10

新型インフルエンザ、北上市でも大流行
４位 世界的に大流行している新型インフルエンザは、
７月に本市でも初の感染が確認されてから猛威を振
るい、市内の小中学校では罹患(りかん)者数が約1,850人、罹患率が生徒全体の20㌫を超える大流行となりました。県
でインフルエンザ流行警報が発令され、市でも定点が２週連続30を超えたことから、市主催イベントの自粛、窓口
対応職員のマスク着用などの対応を行いました。市内各地区でも各種イベントの自粛が相次ぐ事態となりました。
12月１日から北上医師会の協力を得て、臨時夜間診療所を設置するなどの対応を実施しており、今後も季節性イン
フルエンザの対応を含め、対策を講じていくこととしています。

㈱ホテルニューヴェール北上民事再生を断念、破産手続きへ
５位 市の第三セクター法人である株式会社ホテルニューヴェール北上は、
昨年８月に盛岡地方裁判所に民
事再生手続き開始の申し立てを行い、再生に取り組んできました。しかし今年３月、民事再生計画提出を断念し、破
産手続きに移行することを表明。同裁判所は、破産手続きへの移行を決定しました。

黒沢尻工業高校ラグビー部、16年ぶり24度目の花園出場
６位 第89回全国高校ラグビー大会県大会決勝で、
黒沢尻工業高校ラグビー部は盛岡工業高校に36-10で勝ち、

｢広瀬川せせらぎ緑道」完成
９位 中心市街地を流れる広瀬川の緑道整備が３月末に完成しました。
万世橋付近の388㍍の区間で、川の水
流を地中化し、車道と歩道、せせらぎ(水路)、緑地を造成・整備したもので、せせらぎには地下70㍍からくみ上げた地
下水が流れ、緑と親しめる空間に生まれ変わりました。16年から地域住民や北上料飲店組合、ＮＰＯ、行政などが参
加し、ワークショップ方式で進めてきたものです。

コンコード市姉妹都市提携35周年を記念して訪問団来北
10位 アメリカ合衆国
・カリフォルニア州コンコード市と北上市が姉妹都市提携(S49/10/25)して35周年。これを
記念して、コンコード市から友好訪問団32人が訪れ、北上市民らと交流を深めました。

平成21年12月25日

平成 年も残すところあと数日︒

｢北上展勝地｣は２位。１位は角館の武家屋敷通り(秋田県仙北市)でした。

皆さんにとって︑どんな年でしたでしょうか？

日経新聞｢歩いて楽しい桜並木｣ランキングで、展勝地は２位
８位 『日本経済新聞』
(本社・東京)日経プラスワン何でもランキング、｢歩いて楽しい桜並木｣ランキング(3/7)で

２巡目のいわて国体主会場地決定︑世界的な経済の

全盲のピアニスト辻井伸行さんの帰国後初となるコンサートは６月13日、さくらホールで行われました。ロシアナ
ショナルフィルハーモニー交響楽団演奏会のゲストとして出演したもので、凱旋(がいせん)公演となりました。

減速︑新型インフルエンザの流行⁝いろいろな出来

盲目のピアニスト辻井伸行さん、さくらホールで凱旋公演
７位 第13回バン
・クライバーン国際ピアノコンクール(6/7)で、日本人として初めて優勝の快挙を成し遂げた

事や話題がありました︒

16年ぶり24度目の花園出場の栄冠を手にしました。｢赤ベコ」とも称される黒沢尻工ＦＷ陣の突破力と高いディフ
ェンス力が生かされた試合でした。昭和39年の初出場以来、52年〜平成元年の13年連続を含む過去23度の花園では、
昭和53年の準優勝を最高に３位５回を含め、ベスト８以上10回。今回も上位入賞が期待されています。

今年を振り返ることは︑
来年に生かすこと︒
いま一度︑見直してみましょう⁝

平成
岩手国体の主会場地に、北上総合運動公園陸上競技場が決定
１位 平成28(2016)年に開催される第71回国民体育大会の主会場地に、
北上総合運動公園陸上競技場が選ばれ
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〈１位〉 ７年後に開催される岩手国体のメーン会場
となる北上総合運動公園陸上競技場(右)。第１種公認
陸上競技場で、収容人数は22,000人。国体開催までに
仮設席が増設される見込みです。下の写真は、今年
開催されたの県高校総体陸上競技の様子

〈３位〉 緊急雇用対策の一環として、求職者向けの講座を開講し
ました。写真は３次元ＣＡＤ無料体験会

〈２位〉 北上市と花巻市のほぼ中間に位置する場所に開院した県立中部病院。
県内初の別棟となる緩和ケア病棟や、がん情報サロン｢虹｣が設けられています

〈４位〉 公共施設などでは、インフルエンザの予
防のために、消毒液が設置されました(写真：大通
り保育園)

〈７位〉 辻井さんの帰国後初とな
る演奏会には、大勢のファンが訪
れました

−3−

〈５位〉 12月15日の債権者集会で破
産管財人は、任意売却断念を表明。
今後は競売にかけられる見通し

〈８位〉 紙面には｢スケールの大
きさがすばらしい｣と評価も。３位
は大阪の｢造幣局・桜の通り抜け｣

〈６位〉 強力フォワードの｢赤ベコ｣復活を印象付け
た対盛工高との決勝戦(黒工高提供)。黒工フィフティ
ーンの花園での初戦は28日、和歌山工高とぶつかる

〈10位〉 10月10日に行われた市民
〈９位〉 オープニングイベント
は４月18日、桜の花が咲き誇る中、 パーティーでは、再現した日本の
祭に大喜びでした
華やかに催されました

第452号

約1000人が参加し、万が一の水害を想定した北上川
上流北上地区合同水防演習(北上市、西和賀町主催)
が和賀川グリーンパークで行われました。(７/26)

全国106大学、約2000人が参加して全日本学生ソフ
トテニス選手権大会(インカレ)が和賀川グリーンパ
ークで開催されました(８/７〜14日)

２回目となるちびっこ相撲大会は、初代・二所ノ関
軍右衛門生誕の地・黒岩で開催され、熱戦が繰り広
げられました(９/19)

岩手東芝エレクトロニクス㈱の社員ら150人が参加
し、和賀町山口地内の｢企業の森・東芝(北上)｣にブナ
の苗木1000本を植栽しました(10/17)

黒沢尻北地域では安全と安心のため、長年の願いだ
った交番の設置が実現。常盤台四丁目地内に｢北上
警察署常盤台交番｣が開所しました(11/26)

飲食店街に活気を取り戻そうと｢冬ほどる北上｣キ
ャンペーンを料飲店組合、調理師会、旅館ホテル組
合などの協力で展開中。忘新年会は市内で(12/１〜)

念式典(３日)○北上夜曲歌唱コンクール全国大会東京予選会(５日)○北
上・みちのく芸能まつり実行委員会総決起集会初開催(７日)○奥寺堰完
成330年記念・伊勢の森の大乗会(12日)○歴史・文化講座｢青空法話｣(25
日)○遊・ＹＯＵ・入畑・2009！(25日)○北上川上流北上地区合同水防
演習(26日)○新しい総合計画基本構想フォーラム(26日)○樺山まつり(26
日)○大雨による被害(26、29〜30日)○昆野チテウエさん(口内町)百歳の
お祝い(27日)○ふるさと北上応援寄附事業開始

８月
○｢北上みちのく芸能まつり｣開催(１〜３日)○利根山光人記念大賞展
トリエンナーレ・きたかみ表彰式(２日)○市内で夏季合宿盛ん。日本
大学ラグビー部(３〜17日)、佐野スポーツアカデミーセンター・サー
クルジュヴィ８(７〜10日)、白鴎大学ラグビー部(10〜14日)、同志社
大学ラグビー部(10〜21日)○北上にぎわい産直まつり初開催(７〜13
日)○全日本学生ソフトテニス選手権大会(インカレ)(７〜14日)○イン
ターハイ全国制覇10周年記念写真集出版パーティー(14日)○浮牛城ま
つり(16日)○野外ミュージックフェスティバル｢北上野曲｣(30日)○第
45回衆議院議員総選挙・最高裁判所国民審査投開票(30日)

９月
○仮称｢いわさき認定こども園｣新築工事安全祈願祭(３日)○県いきい
きシルバースポーツ大会で北上が３年連続17度目の優勝(５日)○みち
のく民俗村まつり(５日)○全日本創作太鼓フェスティバル(６日)○口
内稲荷神社祭神鎮座80周年記念・早池峰岳流浅間神楽公演(６日)○国
指定重要文化財の｢八天遺跡出土耳・鼻・口形土製品｣が大英博物館
｢土偶展｣に展示(10日〜11/22)○｢森林整備に関する岩手県と東芝との
包括協定｣及び｢企業の森づくり活動協定締結式｣(11日)○まるごとフ
ェスタ北上2009(13日)○ちびっこ相撲大会(19日)○えづりこ古墳まつ
り(23日)○三橋漁親会創立30周年記念式典(23日)○12/22以降死亡事故
はなく、交通事故輪禍死｢０｣９カ月達成賞賛状伝達式(24日)10月3日、
相去町で死亡事故が発生し９カ月９日間で途絶えた○さくらホール来
館150万人達成(26日)○二子の里・いものこまつり2009(27日)○北上
市基本構想等審議会は｢北上市総合計画基本構想｣を市長に答申(30日)
○県は、2008年度決算に基づき算定された本年度の健全化判断比率
を発表。北上市は実質公債費比率14.7％で35市町村中27位、前年度比
マイナス1.9ポイント○北上市景観計画の策定・景観条例の制定○市
内で水道料金集金人を装う被害発生(水道集金詐欺)
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10月
○北上夜曲コンクール全国大会(３日)○北上ユネスコ協会創立30周年
記念式典・ユネスコ運動岩手県大会(３日)○詩歌の森公園文化村祭り
(３〜４日)○北上鬼のへそ祭り2009(４日)○台風18号により一部被害
発生(８日)○県高校総合文化祭郷土芸能発表会で、北上翔南高の鬼剣
舞が最優秀賞。来年８月開催の全国高総文祭出場決定(10日)○夏油高
原紅葉まつり(10〜12日)○2009いわて北上マラソン大会(11日)○東芝
150万本の企業の森づくり第１回植林体験会(10/17)○東北小学生ラグ
ビーフットボール交流大会(17〜18日)○北海道・東北ブロック民俗芸
能大会(18日)○湧湧ランドくろいわ芸・農・まつり(18日)○北上ふる
さと会の集い(18日)○更木郷土芸能まつり(18日)○市長・園遊会出席
(22日)○花いっぱい運動市民集会(30日)○北上市メールマガジン｢鬼の
たより｣発行300号達成(30日)○黒沢尻北小学校創立30周年記念式典
(31日)○北上翔南高校創立90周年記念式典(31日)同記念公演(11月３日)

11月
○相去ふるさと祭り(１日)○白石かずこ氏詩碑｢北上にサハラあり｣建
立除幕式(１日)○秋の叙勲・褒章に平野牧郎さん、伊藤重之さん、佐
藤義男さん、佐々木誠さん受章(３日)○八天縄文まつり(３日)○千田
フミさん(稲瀬町)百歳のお祝い(４日)○黒沢尻工業高校創立70周年記
念式典(７日)○秋の火災防御訓練(８日)○佐藤めよさん(横川目)百歳の
お祝い(10日)○会計検査院が鳩山首相に提出した決算検査報告。市で
も自主調査を上回る不適切会計処理判明(11日)○後藤野工業団地拡張
計画に県が同意し告示(12日)○二子鬼剣舞創立55周年記念供養会・鬼
剣舞全演目奉納公演(15日)○りぼんシャワー2009(22日〜12月23日)昨
年末からの鳥インフルの影響により、イベント、バザーなどの募金活
動は中止○北上さくら債発行。利率は0.9％(25日)○北上体育協会功労
賞・栄光賞授与式(25日)○北上警察署常盤台交番開所(26日)○21年度
北上市技能功労者表彰式(27日)○仮称｢北上っ子５つの約束｣パブリッ
クコメント実施(27日〜12月11日)○サトウハチロー記念第13回｢おか
あさんの詩｣全国コンクール表彰式(28日)

12月
○｢冬ほどる北上｣キャンペーン(１日〜１月31日)○市民体育大会総合
閉会式、飯豊地区４年連続13度目の優勝(11日)○KITAKAMIアーティス
ティックスポーツフェスタ2009(23日)○おおみそかファイナルライブ
2009(31日)

−4−

平成21(2009)年 北上市の出来事トップ10

登校途中に初期消火や消防車の誘導を行い消火協力
した北上中生徒５人に感謝状(１/28)。県教委児童生
徒表彰(はばたき賞)善行表彰も贈られました(９/９)

ミューズコーラス隊10周年記念公演は、オリジナル
オペレッタ｢ユクマンクル〜歌の神様〜｣。生き生き
と優しい歌声で演じていました(２/15)

飯豊地区で行われた住宅火災に備えての春の火災
防御訓練。参加した約350人の住民らは初期消火訓
練や煙体験など真剣に取り組みました(３/１)

行政や地域情報を網羅した『きたかみ市民の生活ガ
イド』を㈱フジサキと広告を掲載した企業と協働で
発行。７年ぶりに全面改訂し全世帯へ配布(４/18)

黒陵(黒北高)創立85周年を記念して、旧制黒沢尻中
時代に在籍したことのある、75歳でエベレストに登
頂した冒険家三浦雄一郎さんが講演(５/１)

第20回北上市クリーン活動に参加した約150人の市
民は、ウオーキングを兼ねて、国見山や男山など展
勝地周辺のごみ拾いに精を出しました(６/14)

１月

４月

○市上下水道部、八戸市の大規模漏水に応援(１〜３日)○市勢功労者
表彰式と新年交賀会。菅原行徳さん、平野牧郎さんら６人受賞(６日)
○岩崎地区自治振興協議会に｢元気なコミュニティ100選｣認定証交付
(10日)○市成人式、福祉成人祝賀会に約800人が出席(11日)○消防出
初め式(12日)○防犯隊観閲式(12日)○交通指導隊初点検(12日)○二子
町新春好例｢ほら吹き大会｣(18日)○北上市住宅政策基本計画(案)に対
するパブリックコメント実施(19日〜２月19日)○福祉灯油の助成(19
日〜２月20日)○早乙女千代子さん(大堤西)百歳のお祝い(20日)○及川
テルさん(相去町)百歳のお祝い(22日)○第５次北上市高齢者保健福祉
計画・第４期介護保険事業計画策定のための地域懇談会(22〜27日)○
ふるさと雪っこまつり(25日)○東北高校選抜大会・弓道競技男子団体
で、黒工高が13年ぶり２度目の優勝(26日)○民家火災(花園町・20日)
の消火に協力した北上中生徒５人に消防組合から感謝状(28日)○㈱東
芝、北上市に建設予定の半導体新工場の着工延期を表明(29日)

○清水コマツさん(竪川目)百歳のお祝い(２日)○江釣子出身、在住の
佐々木洋監督率いる花巻東高野球部は、選抜野球大会で県勢初となる
準優勝(２日)、夏の大会(8/23)でもベスト４○斎藤トクヱさん(飯豊)百
歳のお祝い(15日)○北上展勝地さくらまつり(18日〜５月５日)○５年
目の開催となる本牧亭きたかみ寄席(16〜19日)○企業と行政の協働に
よる『きたかみ市民の生活ガイド』発行(18日)○東北オープンダンス
選手権大会(19日)○北上地域プレミアム商品券発売(29日)○春の叙勲
に菅原行徳さん、昆野忠康さん受章

２月
○展勝地連絡協議会設立総会(４日)○柳サトさん(大通り)、千葉イマ
さん(里分)百歳のお祝い(６日)○事務の電算処理ミスや国・県補助事
業事務費の不適切会計処理判明にかかわった職員を訓告などの処分(６
日)○岩崎鬼剣舞スポーツ少年団創立40周年記念式典・祝賀会(７日)○
本牧亭きたかみ寄席、20年度1,153人入場。17年度から４年で6,427人
(12〜15日)○国の政策、市でも定額給付金・子育て応援特別手当支給
事務推進室設置(12日)○児童生徒表彰 表彰式(14日)○北上市民俗芸能
発表会(15日)○北上ミューズコーラス隊10周年記念公演(15日)○映画
｢いのちの山河〜日本の青空Ⅱ〜｣(大澤豊監督)の市内撮影(22、26日)
○北上地域西南アスパラガス部会通常総会、設立30周年記念式典並び
に祝賀会(24日)○北上･西和賀にぎわいフェア(27〜28日)

３月
○春の火災防御訓練(１日)○北上市景観計画(案)に対するパブリック
コメント実施(２〜23日)○初の市税滞納処分による差押え品のインタ
ーネット公売(３〜５日)○特定非営利活動(ＮＰＯ)法人よつばネット
認証書交付式(６日)○芸術文化功労等並びに体育功労者等表彰式(18日)
○ざぜん草まつり(21日)○北上市東京事務所閉所(27日)○みんなの地
域貢献フォーラム・北上市企業の地域貢献活動表彰式初開催(29日)○
岩手中部地区広域市町村圏事務組合解散(31日)
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５月
○北上市公式ホームページ新システムにより公開開始(１日)○黒沢尻
北高校創立85周年記念三浦雄一郎講演会(１日)○強風による被害(17〜
18日)○日本現代詩歌文学館賞贈賞式(23日)○ＮＰＯ法人くちない認証
書交付式(26日)○在京北上産業人会総会・研修会(27日)○相去剣道ス
ポーツ少年団｢若鵬道場｣30周年記念祝賀会(31日)○日本現代詩歌文学
館の所蔵資料100万冊突破(５月)

６月
○市本庁舎に障がい福祉サービス事業所｢和賀の園｣が食堂｢ひだまり｣
オープン(１日)○上水道の和賀川浄水場を休止し、市内中心部をメー
ンに入畑ダム水系からの配水に切り替え(１日)○北上市民大学(４日〜
11月17日)○夏油高原新緑まつり(６〜７日)○岩手ヤクルト工場の見
学者５万人を達成。第２回きたかみヤクルトフェスティバルで(７日)
○岩崎城絵幟まつり(14日)○北上市クリーン活動(14日)○大乗神楽大
会(14日)○親水公園｢お滝さん｣水車まつり(14日)○えづりこ早苗振芸
能まつり(14日)○新青森−東京間、2010年12月開業予定時投入の東北
新幹線新型車両(国内最速の時速320㌔で運行予定)の試験走行を仙台
−北上間で開始(15日〜)○コラボ☆チャレンジ公開審査会(19日)○日
本ミニマム級王座決定戦10回戦で八重樫東(黒工高-拓大出)が新王者に
(21日)○北上ケーブルテレビ株式会社・和賀有線テレビ株式会社合併
協議会、業務提携に関する基本合意書調印(24日)○東北高等学校剣道
選手権大会(27〜28日)○北上市情報センター閉館(30日)

７月
○農業生産法人㈱更木ふるさと興社｢桑茶加工施設｣安全祈願祭及び落
成祝賀会(２日)○｢いわてデジタルエンジニア育成センター｣開所(３日)
○就労継続支援(Ｂ型)事業所｢北上アビリティーセンター｣開所20周年記
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