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４月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（３月31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

　
24件
0人
26人
150件
3人

　
（85件）
（0人）
（103人）
　（1,164件）
（7人）

　
 3件

31件
149件
75件

　
（14件）

（84件）
（704件）
（306件）

35,486
93,962
45,948
48,014

世帯
人
人
人

【＋76】
【＋48】
【＋18】
【＋30】

△

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４月11日～５月14日
(地上１ｍを測定。５月１日からは市役所本庁舎を毎
週月・木曜日の観測とし、和賀庁舎の観測(月～金曜
日)を開始しました。他の施設は毎月第２水曜日を観
測日としています)

農業振興課　☎ 72-8238

和賀庁舎 0.05～0.06
本庁舎屋上 0.05～0.06
黒沢尻西小学校 0.05
黒岩小学校 0.07
飯豊学童保育所 0.06
竪川目運動場 0.03
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 0.08

(単位：μSv/時)

◎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
　　　　　　　　　　　　　　　  (４月分)
　フキノトウなどの山菜、リンゴ、ホウレ
ンソウ、その他米などの延べ24検体からは、
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。
　一部キノコ(２検体)については、100ベク
レルを超えましたが、自家消費用であり、流
通はしていません。

＝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。

(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)

きたかみ本牧亭真打寄席

　

８周年を迎え、真打を招いた記念イ
ベント。落語家林家きく麿、三遊亭歌
橘、講談師一龍斎貞橘、宝井一凛、神
田すずによる口演をします。△

とき…６月９日(日)午後１時～△

ところ…ワーナー・マイカル・シネ
マズ・北上△

料金…2,000円
※前売り券はさくらの百貨店北上店、
同組合連合会で販売します。

十字路商店街振興組合連合会
　　　　　　　　　　　 ☎63-5735

岩手駐屯地創立56周年記念行
事・一般公開

△

とき…６月16日(日)午前８時30分～
午後３時(雨天決行)△

ところ…陸上自衛隊岩手駐屯地(滝
沢村)△

内容…記念式典、観閲行進、装備品
展示、戦車などの体験搭乗など

陸上自衛隊岩手駐屯地　司令業務室
　　　　　　　　 ☎019-688-4311 環境課　☎ 72-8282

市民公開講座

△

とき…６月15日(土)午後３時～４時
30分△

ところ…さくらホール中ホール△
内容…講演①岩手県立中部病院循環

器内科第１循環器内科長八子多賀志先
生による｢心臓が悪いと言われたらい
つなおすの？今でしょ!!｣②聖路加国際
病院心血管センター顧問兼関西医科大
学特命教授兼関西医科大学附属滝川病
院心血管病センター長川副浩平先生に
よる｢お年寄りの心臓手術あれこれ｣△

入場料…無料

北上医師会　　　　　    ☎63-4518

△

とき…６月16日(日)午前９時30分～
午後３時30分△

ところ…和賀川ふれあい広場△

種目…一般の部(中学生以上)、高学
年子供の部、中学年子供の部△

定員…各部10チーム(１チーム５～
８人程度)※事前登録制。△

参加料…一人500円(保険料・昼食代
含む)△

申し込み…６月３日(月)までに同会
議所へ

スポーツ鬼ごっこ大会inきたかみ
(公社)北上青年会議所　  ☎65-0281
　　　　   http://www.jc-kitakami.jp

　江釣子保育園　江釣子ライオンズク
ラブから水木１本○第56回卒園児保
護者から絵本６冊
　南保育園　佐藤とみ子さん(相去町)
からおしぼり45枚、タオル15枚

△

とき…６月16日(日)午前９時～午後
２時(雨天中止)△

ところ…健康管理センター付属館前△

内容…無料で刃物研ぎ(１人３丁ま
で)と住宅相談
※洋バサミ類は除きます。

北上建設組合　　　　    ☎63-6564

家庭用刃物研ぎおよび住宅相
談

水道料金のお支払いは口座振替
またはコンビニ納付が便利です。

ＵＲＬ
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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。

短歌入門講座
日本現代詩歌文学館　 　☎65-1728                 
   　64-3621     shiika@shiikabun.jp△

とき…７月６日(土)、13日(土)、20
日(土)午前10時～正午(全３回)△

ところ…同文学館２階会議室△

内容…短歌の基礎を学び、実際に短
歌を作ります△

講師…柏崎驍
きょうじ

二氏(岩手県歌人クラ
ブ会長・歌誌｢コスモス｣選者)△

対象…短歌未経験者・初心者△

定員…15人程度△

受講料…2,000円(学生は無料)△

申し込み…６月１日(土)から電話、
ファクスまたは電子メールで同文学館
へ

｢ものづくり補助金｣｢創業補
助金｣施策活用意見交換会
工業振興課　　　　　　 ☎72-8242
北上信用金庫本店　　    ☎63-2307△

とき…６月５日(水)午後３時～４時
30分△

ところ…基盤技術支援センター△

内容…中小企業庁担当者による創業
補助金などの施策説明と意見交換△

定員…30人程度(先着順)△

申し込み…５月31日(金)までに同金
庫本店へ

新機種に更新しました!!
公開講座
北上コンピュータ・アカデミー
　　　　　　　　　　　☎64-6551

①FaceBookの登録と使い方講座
②Windows７の早技講座
③Word2010基礎
④Windows７で困ったときの便利技
講座、Windows８を触ってみよう
⑤Access講座
⑥Excel2010・Word2010便利技講座▲

とき…①～③６月26日(水)～28日
(金)、④～⑥７月１日(月)～５日(金)午
後６時30分～８時30分▲

ところ…同校▲

定員…①②⑥各24人、③～⑤各20
人(先着順)▲

受講料…①～③1,000円、④～⑥
2,000円(別途テキスト代①980円、②
630円、③⑤2,000円、④1,000円、⑥
480円)
※北上情報処理学園の会員企業の従業
員とその家族は受講料無料。▲

申し込み…５月27日(月)～６月14日
(金)までに電話で同校へ

　市内の飲食店を会場に街コンを開催
します(時間内に２店舗を回る)。△

とき…６月29日(土)午後６時～９時
30分(受け付けは午後５時から)△

ところ…青柳町を中心とした飲食店△

対象…20歳以上の独身者△

定員…男性・女性各300人(先着順)△

参加料…男性5,000円、女性3,000円△

申し込み…専用のホームページから
同推進室へ
※これは北上市緊急雇用創出事業です。

第２回おにコン
北上商工会議所交流推進室
  ☎72-6386 　   http://oni-con.info/ＵＲＬ

バスで行く！いわて男女共同
参画フェスティバル2013

△

とき…６月16日(日)午前10時～午後
３時30分(午前８時15分、中央図書館
西側駐車場出発)△

ところ…岩手県民情報交流センター
７階アイーナホール△

内容…ニットデザイナー広瀬光治さ
んによる基調講演｢夢を編む｣△

定員…20人(先着順)△

参加料…無料△
申し込み…６月７日(金)までに同課

へ

地域づくり課  　　　　　  　☎72-8300 

６月１日～10日は｢電波利用環境保
護周知啓発強化月間｣です。電波は
ルールを守って正しく使いましょう。△

問い合わせ…総務省東北総合通信
局相談窓口(☎022-221-0641)

2013 チャレンジエアロビック
まつり in 北上

△

とき…６月９日(日)午前10時30分～△

ところ…北上総合体育館△

内容…久保田温郎さんによる初・中
級のレッスンを行います△

対象…子どもから大人まで、エアロ
ビックが好きな人△

定員・参加料…300人・一人500円△

申し込み…当日の午前８時30分～
10時30分の間に会場で受け付け

(財)北上市体育協会 　    ☎67-6720

ＦＡＸ

△

とき…６月22日(土)午前10時～午
後１時30分△

ところ…同校△
内容…学校説明、施設見学、体験

コーナー(Word、３DCG、Androidア
プリの作成、昼食付き)△

対象…高校生、既卒者(父母も可)△

申し込み…６月21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
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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 … ６ 月 ３ 日 ( 月 ) 、 1 0 日 ( 月 ) 、 1 7 日
(月)、24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…６月３日(月)、17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10時
30分～午後５時△

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…６月13日(木)、27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…６月20日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○外国人に関する相談会
　(北上市国際交流ルーム☎63-4497)△

とき…６月27日(木)午後３時～６時△

ところ…同ルーム

悩みごと、分からないこと相談して
６月の各種相談
 

第３回自然探索会
｢下江釣子の湧水(すず)巡り｣

△

とき…６月15日(土)午前９時、中央
図書館西側駐車場集合△

ところ…下江釣子、和賀町長沼△

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…６月６日(木)午前９時か
ら電話で同館へ

博物館　　　　　　　　☎64ｰ1756

福祉タクシー券の交付

　６月分～平成26年５月分の申請受
け付けを始めます。△

対象…①身体障害者手帳１級の人②
身体障害者手帳２級で障がい内容が視
覚・体幹・下肢いずれかの人③療育手
帳Ａの人④精神保健福祉手帳(障害者
手帳)１級の人⑤65歳以上で①～④と
同程度の障がいと認められる人
※施設入所者や自動車税の減免を受け
ている人は対象外です。△

助 成 内 容 … １カ月当たり２枚(申
請月から26年５月までの月数分を交
付。１枚当たり小型車300円、リフト
付き大型車は400円)△

申請に必要なもの…身体障害者手
帳、療育手帳、障害者手帳、印鑑△

申し込み…６月３日(月)から同課、
和賀・江釣子民生係で受け付け

福祉課　　　　　　　    ☎72-8214

～自然散策と温泉で健康づくり～
夏油高原リフレッシュハイキ
ング
環境課　　　 　　　　   ☎72-8281△

とき…６月22日(土)午前８時30分、
本庁舎集合△

ところ…夏油三角沼周辺、山照園△

内容…①自然散策②温泉入浴(希望
者)③管理栄養士による講話｢おやつの
選び方・食べ方講座｣と実食④血液サ
ラサラ度チェック△

対象…小学生以上(小学生は保護者
同伴)△

定員・参加料…20人(先着順)・500
円(温泉入浴料は別途自己負担)△

持ち物…昼食、雨具、タオル、軽
登山に適した服装・靴△

申し込み…５月27日(月)から電話で
同課へ

伐採木の提供
都市計画課　　　　　    ☎72-8279

　スギの伐採木を無料で提供します。△

ところ…えづりこ古墳公園(トイレ
の北側)△

形状…長さ２m、直径５～50㎝の丸
太状△

数量…1,000本△

申し込み…６月28日(金)までに同課
へ※

６月30日(日)までに自分で積み込み
運搬ができる人に限ります。

△

とき…７月６日(土)午前９時～午後
６時△

ところ…同館・視聴覚室△
対象…市内在住または市内に勤務し

ている18歳以上の人△

定員…10人(先着順)△

受講料…250円(テキスト代)△

持ち物…筆記用具、昼食△

申し込み…６月30日(日)までに電話
またはファクスで同館へ

16ミリ映写機操作技術講習会
中央図書館　　　　　 　☎63-3359
　　　　　　　　　　　　 63-5545ＦＡＸ
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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。

　軽度・中度難聴児に補聴器の購入費
用の一部を助成します。△

対象…次の条件をすべて満たす18
歳未満の人①市内に住所を有すること
②両耳の聴力レベルが30㏈以上70㏈
未満で身体障害者手帳の交付対象とな
らないこと③補聴器の装用が必要と医
師に判断されていること④保護者の世
帯に市町村民税所得割額46万円以上
の人がいないこと△

助成額…基準額の範囲内で購入費
用の３分の２(千円未満切り捨て)
※購入前に申請が必要です。基準額な
ど詳しくは同課へ。

難聴児補聴器購入費助成事業
福祉課　　　　　　　　 ☎72-8214

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　　　☎73-8488
６月２日(日)午後１時30分～　
滑田鬼剣舞△

ところ…同館　

夏油三山山開き｢駒ケ岳登山｣
商業観光課　　　　　    ☎72-8241△

とき…６月９日(日)午前６時30分～△

ところ…夏油温泉園地△

内容…神事、登山(午前７時～)
※雨天時は神事のみ。△

参加料…無料△

持ち物…登山に適した服装など
※参加を希望する人は、当日直接現地
にお越しください。

中国における鳥インフルエン
ザＡ(Ｈ７Ｎ９)への防疫対策
について
農業振興課　　　　　    ☎72-8238

　中国では鳥インフルエンザＡ(Ｈ７
Ｎ９)の発生が継続し、また台湾にお
いても中国からの帰国者でウイルス感
染者が確認されています。
　鳥インフルエンザの発生国に渡航し
た際は、むやみに家きん飼養場所に近
づかないとともに、帰国の際には各空
港で実施している靴底消毒に協力をお
願いします。

　蔵書資料の点検整理を行うため休館
します。資料の返却は各図書館のブッ
クポストをご利用ください。△

休館期間…①中央図書館６月19(水)
～26日(水)②江釣子・和賀図書館６月
18日(火)～20日(木)

図書館特別休館
中央図書館　　　　　　 ☎63-3359

第19回大乗神楽大会
鬼の館　　　　 　　　　☎73-8488△

とき…６月９日(日)午前10時～午後
３時30分※雨天決行△

ところ…同館・屋外展示スペース△

内容…北上市大乗神楽保存会連絡協
議会加盟７団体が13演目を披露△

鑑賞料…無料(ただし、展示を鑑賞
する場合は入館料が必要)

　北上総合運動公園南側と北上翔南
高校の間の道路から大谷地公民館前
を通って西へ向かい、県道久田笹長
根線までの間が交通規制されます。
最終ランナーが通過後、順次解除さ
れます。△

とき…６月９日(日)午前４時～５時
30分

第９回いわて銀河100㎞チャ
レンジマラソンの交通規制
地域づくり課　　　　　 ☎72-8301

　市が差し押さえた動産をインター
ネット上で公売します。参加受け付
けは５月24日(金)午後１時～６月10日
(月)午後11時です。参加方法・公売方
法は市のホームページをご覧ください。
インターネット公売物件の下見会△

とき…６月３日(月)午前10時～午後
３時 △

ところ…本庁舎５階第２会議室
※公売は中止になる場合があります。

差し押さえ物件の公売
収納課　　　  　　　　  ☎72-8253

年中行事再現｢馬っこつなぎ｣

△

とき…６月15日(土)午前10時～正午△

ところ…みちのく民俗村・旧星川家
住宅集合△

内容…今では廃れてしまった豊作祈
願の年中行事を再現△

参加料…無料△

申し込み…電話で同館へ

博物館　　　　　　　    ☎64-1756

　北上雇用対策協議会と市は企業検索
サイト｢北上市企業データベース｣の運
営を開始しました。求職者はより効率
的に市内の企業情報を得られるととも
に、企業同士の取り引き拡張や顧客獲
得の促進にも役立つサイトとなってい
ますので、ご活用ください。
　　http://kitakamidb.org/
データベースへの登録は随時受け付け
します。

北上市企業データベース開設
工業振興課　　　　　　 ☎72-8243
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