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３月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（２月28日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成25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

　
25件
0人
34人
223件
1人

　
（61件）
（0人）
（77人）
（1014件）
（4人）

　
 4件

19件
158件
70件

　
（11件）

（53件）
（555件）
（231件）

35,410
93,914
45,930
47,984

世帯
人
人
人

【＋34】
【－241】
【－88】
【－153】

△

貸出期間…１日(開庁日の午前９時～午後
５時)△

測定内容…空間放射線量率(μSv/時)△

範囲…市内に限る△

対象…市内に住所がある個人・団体△

貸出料金…無料△

申し込み…事前に電話で予約。申請用紙と
身分証明書のコピーを環境課へ

■定点測定結果
　平成25年３月14日～４月10日
(地上１ｍを測定。市役所本庁舎屋上は平日の毎日測
定。他の施設は１月から毎月第２水曜日を定点観測
日としました)

農業振興課　☎ 72-8238

本庁舎屋上 0.05～0.06
黒沢尻西小学校 0.06
黒岩小学校 0.07
飯豊学童保育所 0.06
竪川目運動場 0.04
江釣子小学校 0.05
北上総合運動公園 0.06
照岡小学校※ 0.08
口内小学校※ 0.11

(単位：μSv/時)
　3月以降、測定値が積雪前の数値に戻りつ
つあります。これは、積雪により地表からの
放射線が遮断されていたものが、雪解けによ
り解放されたためと思われます。今後も測定
を継続し傾向を確認していきます。

◎簡易放射線測定器を貸し出しています

■市内産農林産物の放射性物質簡易検査結果
　　　　　　　　　　　　　　　  (3月分)
　コゴミ、フキノトウ、ノカンゾウについて
検査し、３検体のいずれからも、国の基準値
(１kg当たり100ベクレル)を超える放射性セ
シウムは検出されませんでした。

＝市内放射線測定結果＝

※定点・市内産農産物の測定結果の詳細は、
市のホームページに掲載しています。今後も
測定を継続し、傾向を確認していきます。

※照岡小学校と口内小学校は平成24年７月
31日から定点測定を始めました。
(国が示した学校などの望ましい数値：１mSv/年)
(県が除染の補助対象とした数値：１μSv/時)
１mSv(ミリシーベルト)＝1000μSv(マイクロシーベルト)

皆さまのまごころに感謝します

平成 24 年度の寄付金と使いみち

金 額 (万円)
  花いっぱい運動 5　　
  交通安全対策 　10　　
  地域福祉基金 125　　
  がん対策基金 5　　
  企業の森整備 　44　　
  詩歌文学館基金 101　　
  その他自治振興 1,100　　

総　額 1,390　　

平成 24 年度の物品など寄付の状況
　　　   時価総額 3,198万円

部門 分  野 内  容

総務

花いっぱい
運動促進 有機肥料、樹木

防犯 LED防犯灯

自治振興・
環境整備

小型貨物自動車、公
園名石碑、市民憲章
をモチーフとした絵
画

福祉 障がい者支
援

ラグビーチケット、
クリスマスケーキ、
点字カレンダー

土木 道路整備 道路用地、ホイール
ローダー

教育

学校安全対策 黄色い帽子

子育て支援 おもちゃ、図書カー
ド、ベビーカー

図書館 大活字本、大型絵本
芸術文化振
興

国見山廃寺復元図額、
楽器

○ふるさと北上応援寄付金

金 額 (万円)
公園など市民の憩いの場
整備 25　

学校の耐震補強など安全
な教育環境づくり 　11　

製造業など産業の基盤づ
くりに 1　

北上の原風景を守り育て
る景観づくり 3　

子育てや高齢者にやさし
い環境づくり 50　

民俗芸能の保全活動 24　

自然環境の保全や地域づ
くり 3　

その他のふるさと北上の
振興 　387　

総　額 504　

簿記検定試験

△

とき…６月９日(日)午前９時(１・３
級)、午後１時30分(２・４級)△

ところ…同会議所(予定)△

受験料…１級7,500円、２級4,500円、
３級2,500円、４級1,600円△

申し込み…５月９日(木)までに申込
書と受験料を同会議所へ

北上商工会議所  　　  　☎65-4211

バードウイーク早朝探鳥会

　夏鳥がやってくる季節になりました。
オオルリ、キビタキに会えるかも！△

とき…５月12日(日)午前５時～７時
(展勝地レストハウス駐車場集合)△

ところ…みちのく民俗村周辺
※寒さ対策をしておいでください。

日本野鳥の会北上支部　
　(高橋)☎64-2422

環境課　☎ 72-8282
○一般寄付金
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

北上市メールマガジン「鬼のたより」（パソコン版）好評発行中!!
「北上市公式Fecebook（フェイスブック）」試験運用中!!
どちらも申し込みは北上市ホームページから登録できます。

△

とき…５月17日(金)午後１時～４時△

ところ…ジョブカフェさくら△

申し込み…同センターへ
※来訪順に相談を受け付けますが、予
約の人を優先します。

岩手県福祉人材センター
　　　　 (佐々木)☎080-1651-6205 

福祉のお仕事出張相談

NPO法人いわてパノラマ福祉館
　　　　 　　　　☎019-639-8383 

若者ステップアップセミナー

△

とき…５月８日(水)、21日(火)、６
月４日(火)、18日(火)午前10時～正午
(セミナー)、午後１時～３時(個別相
談)
※７月以降も原則第１、３火曜日開催。△

ところ…北上勤労者体育センター△

内容…就労相談、自立支援相談△

対象…15～40歳未満の若年求職者
または、その保護者△

定員…15人△

参加料…無料△

申し込み…電話で同館へ

３次元CAM Mastercam 基礎
トレーニング

△

とき…５月20日(月)～22日(水)午前
９時～午後４時(計３日間)△

ところ…同センター△

内容…初心者向けCAM講習　CAM、
加工機、工具の基礎知識、基本的な金
属加工プログラムの作成方法△

対象…Windows操作ができる人△

定員…４人(多数の場合は選考)△

受講料…7,500円(テキスト代含む)△

申し込み…５月13日(月)までに同セ
ンターへ

いわてデジタルエンジニア育成センター
 ☎62-8080 　iwatedeinfo@iwate-de.jp
　　　　　　　http://www.iwate-de.jp/ＵＲＬ

転び上手教室

　転んでもケガをしない体をつくろ
う！△

とき…５月18日(土)、６月22日(土)、
７月27日(土)、8月17日(土)、９月28
日(土)、10月26日(土)、11月９日(土)
午前11時～午後０時30分△

ところ…北上市民柔剣道場△

内容…ストレッチング、ボール遊び、
鬼ごっこ、受け身など△

対象…市内の幼児、小学１～３年
生△

定員…30人△

参加料…年間保険料800円、小学生
１回100円、幼児無料△

持ち物…運動着、水筒、タオル、着
替え△

申し込み…同協会へ

北上地区柔道協会 (佐藤) ☎63-3725
　　　　　　　　 (冨田) ☎77-2841

△

とき…５月11日(土)午前10時～午
後１時30分△

ところ…同校△

内容…オープンキャンパス、学校
説明、施設見学、体験コーナー(Excel、
３D・CAD、プログラミング、昼食付
き)△

対象…高校生、既卒者(父母も可)△

申し込み…５月10日(金)午後１時ま
でに電話、電子メール、ホームページ
で同校へ

オープンキャンパス
北上コンピュータ・アカデミー

 ☎0120-16-6551 　info@kca.ac.jp 
　　　http://www.kca.ac.jp/       ＵＲＬ

県民の森フィールドワーク

①大山桜観桜会△
とき…５月12日(日)午前10時～午後

３時(午前９時45分森林ふれあい学習館
集合)△

内容…県民の森の大山桜散策△

定員…30人(先着順)△

参加料…2,500円(温泉入浴、昼食付
き)△

持ち物…里山散策に適した服装
※盛岡駅西口マリオス１階玄関前より
無料バスあり(午前８時45分集合、９
時出発)
②楽しい植物の勉強会△

とき…５月26日(日)午前10時～正午△

ところ…森林ふれあい学習館△

内容…草花の知識を持ち寄り、知識
を高める△

定員…20人(先着順)△

参加料…無料△

持ち物…里山散策に適した服装▲

申し込み…同館へ

森林ふれあい学習館フォレストi
 ☎0195-78-2092      0195-71-1778ＦＡＸ

○

民
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－
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8

剣道やってみたい子集まれ！
北上警察署剣道スポーツ少年団さく
ら館　　　(小野) ☎090-5357-4550

　剣道を通じて礼儀作法を学びません
か。△

とき…毎週月・金曜日、午後６時
30分～８時ころ△

ところ…北上警察署４階道場△

対象…小学１～６年生△

参加料…月謝1,100円(入団時スポー
ツ保険別途800円)△

申し込み…電話で同団体へ
※練習日の見学は随時受け付けていま
す。
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市の電子メール（e-mail）アドレス
kitakami@city.kitakami.iwate.jp
市のホームページ
http://www.city.kitakami.iwate.jp/

○人権相談(市民課☎72-8202)△

とき…５月13日(月)、20日(月)、27日(月)
午前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○行政相談(市民課☎72-8202)△

とき…５月20日(月)午前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○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)、午前８時
30分～午後５時15分△

ところ…同センター(本庁舎１階で受け付け)

○婦人相談(子育て支援課☎64-7573)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)、午前９時
15分～午後４時△

ところ…同課

○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)、午前９時
15分～午後４時△

ところ…同課

○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)、午前９時
30分～午後３時30分△

ところ…生涯学習センター

※次の相談は電話予約制
○法律相談(市民課☎72-8202)△

とき…５月９日(木)、23日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○多重債務者弁護士相談(市民課☎72-8203)△

とき…５月16日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○外国人に関する相談会
　(北上市国際ルーム☎63-4497)△

とき…５月23日(木)午後３時～午後６時△

ところ…同ルーム

悩みごと、分からないこと相談して
５月の各種相談
 

みちのく民俗村イベント

年中行事再現｢五月節供｣△

とき…５月５日(日・祝)午前10時～△

ところ…同民俗村旧星川家住宅集合
昔ばなし会△

とき…５月５日(日・祝)午前11時～
11時30分、午後１時～１時30分△

ところ…同民俗村内▲

申し込み…電話で同館へ
※さくらまつり期間中(５月６日)まで
は入館無料です。

博物館　　　　　　　    ☎64-1756

いわて男女共同参画サポー
ター養成講座

　岩手県では男女共同参画の普及啓発
活動、推進活動への参画などを目的に
同講座を開催します。
※北上市ではこれまで32人が受講し、
現在もきたかみ男女共同参画サポータ
ーとしてご協力いただいています。△

対象…20歳以上△

受講料…1,500円△

申し込み…５月７日(火)までに電話、
ファクス、電子メールで同課へ

地域づくり課  ☎72-8300 　　63-3121       
　　　  chiiki@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

第２回自然探索会(白木峠の
ユキツバキ群生地観察)

△

とき…５月18日(土)午前９時、中央
図書館西側駐車場集合△

ところ…西和賀町白木峠△

定員…30人(先着順)△

参加料…200円(写真代、保険料)△

持ち物…昼食、雨具、トレッキング
に適した服装△

申し込み…５月７日(火)午前９時か
ら電話で同館へ

博物館　　　　　　　　☎64ｰ1756

エイササイズから本格エイサーへ
ＮＰＯ法人フォルダ　　☎63ｰ2359△

とき…５月８日(水)、22日(水)午後
８時～８時50分△

ところ…北上勤労者体育センター等
管理棟△

内容…沖縄の伝統芸能エイサーの
動きを活用したエクササイズ△

定員…20人(先着順)△

参加料…１回500円△

持ち物…内履き、飲み物△

申し込み…同ＮＰＯ法人へ

初心者エアロビクス

△

とき…毎週金曜日午前11時～11時
50分(５月３日、10日、24日はお休み
します)△

ところ…北上勤労者体育センター等
管理棟△

内容…初心者向けのダンス形式の
有酸素運動｢エアロビクス｣△

定員…30名(先着順)△

参加料…１回500円△

持ち物…内履き、飲み物△

申し込み…同NPO法人へ

ＮＰＯ法人フォルダ　　☎63ｰ2359

被災者支援活動費補助金の利
用団体
政策企画課　　　　　    ☎72-8225

　被災者支援・復興事業に取り組む市
民団体への補助金を交付します。△

対象…市民活動団体、地域コミュニ
ティ団体の被災者支援、復興支援につ
ながる事業△

補助金額…上限20万円(１万円単位)△

申し込み…５月17日(金)までに同課
へ※

北上市義援金等配分委員会による審
査のうえ決定します。
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

水道管の漏水調査にご協力を

　水道水の有効利用や道路陥没などの
二次災害を防止するため、４月から
12月までの昼夜、道路内に埋設され
た配水管や宅内給水管(メーターまで)
を、同課が委託した漏水調査員が機器
を用いて調査します。調査員が伺った
際は、協力をお願いします。
　なお調査員は、市が発行した身分証
明書を携帯しています。不審に思われ
た場合は、証明書の提示を求めてご確
認ください。

上水道課　　　　　　　☎72-8290

特別展「鬼と玩具と土産もの」

△

とき…４月27日(土)～８月18日(日)△

ところ…同館企画展示室△

内容…同館が収集した全国各地の
鬼に関するおもちゃや土産ものを展示△

料金…入館料に含む

鬼の館　　　　　　　　☎73-8488

春の農作業安全運動実施中
(６月15日まで)

「慣れと油断が事故のもと
　　　いつもの作業もまず確認！」
春の農繁期は、農作業事故の危険性
が高くなる時期です。事故防止を心
掛けて、安全な農作業に努めましょ
う。
●ゆとりある計画的な作業を心掛け
ましょう
●反射シールなどがある服装で作業
を行いましょう
●農業機械には、夜行反射材や低速
車マークなどを取り付けましょう
●トラクターには安全フレームを装
着し、シートベルトを着用し運転し
ましょう
●一人での作業は避け、誰でもエン
ジンを停止できるようにしましょう
●農業機械の転倒、機械からの転落
が発生しないように、慎重な運転を
行いましょう
●農業機械の近くで、子どもを遊ば
せないようにしましょう
●農業機械で公道を走行する場合に
は、付属装置を収納し他の交通の妨
げにならないようにしましょう

農業振興課　　☎72-8239

障がい者などの軽自動車税の
減免

　身体または精神に障がいのある人、
生計を同じくする人の軽自動車税につ
いて、減免申請を受け付けます(身体
に障がいのある人の場合は、本人所有
の軽自動車のみ該当)。
　自動車税を減税されている人や福祉
タクシー助成券(短期入所助成券を含
む)利用者は申請できません。障がい
の程度(等級)により該当しないことが
ありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。△

必要書類…①身体障害者手帳、戦傷
病者手帳、精神障害者保健福祉手帳ま
たは療育手帳②運転免許証③車検証④
納税通知書(必ず持参してください)△

申請…５月10日(金)～24日(金)の間
に同課または江釣子・和賀民生係へ

市民税課 　               　　72-8210

いわて花巻空港が
ますます便利に！

札幌・大阪・名古屋が増便！
　いわて花巻空港の定期便のダイヤ
が３月31日に改正されました。日
本航空(JAL)による札幌線および大
阪線が１日３往復から４往復に、フ
ジドリームエアラインズ(FDA)によ
る名古屋線も１日２往復から３往復
に増便となりました。３月25日に
就航１周年を向かえた福岡線も好評
運航中です！
　このほか、高知(名古屋乗継)、宮
崎(大阪乗継)もご利用できます。
　いわて花巻空港から、札幌(最短
55分)、名古屋(最短70分)、大阪(最
短80分)、福岡(最短115分)と、飛行
機なら目的地までひとっ飛びです。
　いわて花巻空港は、釜石自動車道
｢花巻空港IC｣から車で３分。駐車場
(1,150台)は無料です。
○航空券の予約購入
・日本航空(JAL)
     ☎ 0570-025-071　(7:00～20:00)
・フジドリームエアラインズ(FDA)
　☎ 0570-55-0489　(7:00～20:00)

移動あそびのひろば
大通り保育園地域子育て支援センター
  　　　　　　    　  　    ☎63-2118
江釣子保育園地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　　  ☎77-3920△

とき…５月15日(水)午前10時～11
時30分△

ところ…岩崎地区交流センター△

内容…親子で楽しく運動遊び△

対象…１歳半～就園前の子と親△

定員…20組(先着順)△

持ち物…おやつ、飲み物、上履き△

申し込み…４月30日(火)～５月10日
(金)の間にどちらかの支援センターへ
※次回は７月17日(水)を予定していま
す。


