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５月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（４月30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

　
19件
0人
23人
180件
2人

　
（104件）
（0人）
（125人）
　（1,344件）
（9人）

　
 10件

17件
146件
75件

　
（24件）

（101件）
（850件）
（381件）

35,519
93,977
45,974
48,003

世帯
人
人
人

【＋33】
【＋15】
【＋26】
【－11】

△

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(５月15日～６月12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

本庁舎屋上 0.05
黒沢尻西小学校 0.06
黒岩小学校 0.07
飯豊学童保育所 0.05
竪川目運動場 0.03
江釣子小学校 0.04
北上総合運動公園 0.06
照岡小学校 0.08
口内小学校 0.09
和賀庁舎 0.05～0.06

(単位：μSv/時)

◎簡易放射線測定器を貸し出しています

　アスパラガスなどの野菜、ワラビやコゴ
ミなどの山菜110検体については、国の基
準値(１㎏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。
　また、シイタケなどの７検体については
100ベクレルを超えましたが、自家消費で、
流通していません。

＝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)

環境課☎ 72-8282

きたかみマルシェ

　市内の飲食店、菓子店、雑貨屋など
20店が集まります。△

とき…７月６日(土)午前11時～午後
４時△

ところ…ツインモールプラザ東館南
側広場(さくら野百貨店北上店正面入
口周辺)

きたかみ商い応援隊事務所
 　　　　　　　　   　 ☎65-4033

広瀬川行
あんどんナイト

燈夜祭

△

とき…７月14日(日)午後５時～９時△

ところ…広瀬川せせらぎ緑道△

内容…初の｢手作り行燈｣を点灯する
歩行者天国の祭り。西馬音内盆踊り
(秋田県羽後町)の公演もあります(午後
７時～、８時～)

広瀬川まちづくり倶楽部 ☎63-6102

ヒメボタルの観察会

△

とき…７月13日(土)午後６時30分～△

集合場所…鬼の館駐車場△

参加料…100円(保険料)
※山を歩く服装で参加してください。

NPO法人わが流域環境ネット
　　　　　　　　　　  ☎64-7411

復興応援ライブ

△

とき…８月31日(土)午後６時30分～△

ところ…さくらホール△

入場料…無料

復興応援グループ｢てをつなごう｣
　　　  (砂子田)☎090-7792-6728

おにやなぎ保育園
地域子育て支援センター☎67-1021

子育て教室
｢歯っぴースマイル！｣

　子どもの歯のことを歯科衛生士に聞
いてみませんか。△

とき…７月22日(月)午前10時～11時△

ところ…同支援センター△

対象・定員…０歳～就園前の子と
保護者・15組(先着順)△

持ち物…子どもが普段使っている
歯ブラシ△

申し込み…同支援センターへ

NPO法人あすの黒岩を築く会
　　　　　　　　　　  ☎64-7528

黒岩探検隊　イワナの掴み取
りとお滝さん自然体験

　イワナの塩焼きの試食もあります。△

とき…７月13日(土)午後１時～４時
30分△

集合場所…黒岩まんなか広場△

定員…20人(先着順)△

参加料…1,000円(イワナ１匹と黒岩
の新鮮野菜のお土産付き)△

申し込み…７月11日(木)正午までに
同NPO法人へ

和賀川ざっこフェスタ2013
和賀川淡水漁業協同組合☎64-7473△

とき…７月15日(月・祝)午前11時～△
ところ…和賀川ふれあい広場やな場△
内容…イワナつかみ取り大会△

対象…市内の小学生(保護者同伴)△

定員・参加料…50人(先着順)・無料△

申し込み…７月５日(金)までに郵便
番号、住所、氏名、学年、電話番号を
往復はがき(〒024-8501住所記載不要)
に記入し同組合へ

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　 (５月分)
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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。

小学生水泳教室

△

とき…７月20日(土)・21日(日)午前
９時30分～正午△

ところ…黒沢尻北小学校プール△

対象…市内の小学生で水に顔を付け
られない子から25㍍泳げる子△

定員…40人△

参加料…2,000円(傷害保険料など)△

申し込み…７月10日(水)までに申込
書を記入し、お持ちいただくか、ファ
クス、郵送(〒024-0051相去町高前檀
27-36)、電子メールで同協会へ

(財)北上市体育協会  　   ☎67-6720
　　　　　　　　　　　    67-6721
　　　　　   taikyou@kitakami.ne.jp

夏期スポーツ教室

①シェイプアップエアロ△
とき…７月11日～９月12日までの

木曜日(全８回)、午前の部＝午前10時
30分～11時30分、午後の部＝午後７
時～８時
②ショートテニス△

とき…７月５日～９月20日までの
金曜日(全８回)、午前10時～11時45分
③ノルディックウオーキング△

とき…７月９日(火)、23日(火)、８
月27日(火)、９月10日(火)午前の部＝
午前10時～11時15分、午後の部＝午
後７時～８時15分▲

ところ…①②北上総合体育館③北上
総合体育館や屋外▲

対象…いずれも高校生以上▲

定員…①各70人②30人③15人▲

参加料…①８回2,400円、１回500
円②８回2,400円、１回350円③１回
350円(レンタルポール150円)▲

申し込み…開講日の２日前までに同
協会へ

(財)北上市体育協会 　    ☎67-6720

ＦＡＸ

△

とき…７月20日(土)午前10時～午
後１時△

ところ…同校△
内容…学校説明、施設見学、体験

コーナー(Word、Flash、ゲームプロ
グラム)、昼食付き△

対象…高校生、既卒者(父母も可)△

申し込み…７月19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

３次元CAD｢SolidWorks基礎
トレーニング夜間コース｣

△
とき…７月17日～８月８日までの

毎週水・木曜日(計８日間)、午後６時
30分～８時30分△

ところ…同センター△

対象…Windows操作ができる求職
者および在職者△

定員…４人(多数の場合は選考)△

受講料…10,000円(テキスト代含む)△

申し込み…７月10日(水)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和賀川親水美化活動補助金

和賀川の清流を守る会
　　　　(事務局)環境課☎72-8281

　和賀川流域の良好な自然環境の保
護・保全推進のために実施する活動に
対して、費用を補助します。△

対象活動…参加者10人以上で行う
次の活動①河川および河川敷の清掃活
動②水生生物調査③その他、自然環境
の保護・保全に関する活動△

補助対象…事業所、学校、子供会な
ど△

補助額…参加人数により１万円から
１万５千円まで。水生生物などの講師
謝金は１人につき５千円の補助。詳し
くは市のホームページをご覧ください△

申し込み…市のホームページから補
助金交付申請書兼活動計画書をダウン
ロードし、ファクス(72-3300)で同事
務局へ(補助金がなくなり次第終了し
ます)

農業振興課　　　　　  ☎72-8238

狩猟免許試験

△

とき…網・わな・銃猟＝①７月７日
(日)②９月８日(日)、わな・銃猟＝③
12月８日(日)④26年２月２日(日)午前
９時～午後５時△

ところ…①大船渡地区合同庁舎②岩
手県消防学校③遠野地区合同庁舎④新
里福祉センター△

受験料…１種目に付き5,200円△

申し込み…試験日の14日前までに
県南広域振興局花巻保健福祉環境セン
ター(☎0198-22-4921)または県庁自然
保護課(☎019-629-5371)へ

北上市日中友好協会　　☎65-7191

日中友好うたごえ喫茶

△

とき…７月15日(月・祝)午後１時～
３時△

ところ…黒沢尻西地区交流センター△

対象…中国出身の県内在住者と市民△

定員・参加料…50人(先着順)・500円△

申し込み…同協会へ
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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 … ７ 月 １ 日 ( 月 ) 、 ８ 日 ( 月 ) 、 2 2 日
(月)、29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…７月１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…７月11日(木)、25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…７月18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…７月25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
７月の各種相談
 

市民課　　　　　　　  ☎72-8200

７月８日から外国人住民に
も住民基本台帳ネットワー
クの運用が開始されます

　このことに伴い、７月８日以降にお
住まいの市区町村から外国人住民に対
して住民票コードが通知されます。ま
た、公的な身分証明書として使用でき
る住民基本台帳カードの交付が受けら
れるようになります。

商業観光課　　　　　  ☎72-8241

トロッコ流しと花火の夕べ
｢プライベート花火｣

　自分だけのメッセージを添えて花火
を打ち上げませんか。特典として当日
の升席と打ち上げ証明書を進呈します。△

打ち上げ料…３万円(７号玉１発)、
５万円(８号玉１発)、10万円(７、８
号玉３発)、15万円(スターマイン)△

定員…10人(先着順)△

申し込み…７月19日(金)までに市の
ホームページ掲載の様式に記入し、同
課へ

北上市みどりのまちづくり審
議会委員

△

任期…２年間△

募集人数…１人△

資格…満20歳以上で市の緑化政策
(緑化、公園など)に具体的な関心があ
り、市内に在住、在勤、在学する人お
よび市内でまちづくり活動(市民活動
や市政に関わる公益的活動)をする団
体に所属する人△

報酬…市の規定により支給△

申し込み…６月28日(金)～７月18日
(木)の間に申込用紙を記入し、直接お
持ちいただくか、郵送(〒024-8502住
所記載不要)で同課へ
※男女共同参画の観点から、女性から
の応募をお待ちしています。

都市計画課　　　　  ☎72-8279

△
とき…７月９日(火)午前９時～午後

４時△

ところ…北上地区合同庁舎２階大会
議室△

内容…東京電力(株)による損害賠償
請求などの説明、質疑応答、個別相談
※出席する場合は、同課へご連絡くだ
さい。

市民課　　　　　　　  ☎72-8200

公的個人認証サービスが
一時的に停止します

　公的個人認証サービスセンターでは、
７月26日(金)～30日(火)の間、更新作
業を行います。この作業に伴い、次の
サービスが一時停止しますので、お知
らせします。
①市区町村窓口での電子証明書発行・
失効サービス△

期間…７月29日(月)・30日(火)
②公的個人認証サービスポータルサイ
トオンライン窓口△

期間…７月26日(金)～30日(火)

原発事故による風評被害の
損害賠償説明会
農業振興課　　　　　  ☎72-8238

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。
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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。

国保年金課　　　　　  ☎72-8205

後期高齢者医療保険料決定・
納入通知書を送付します

　25年度後期高齢者医療保険料決定・
納入通知書を７月中旬に送付します。△

納付方法…○特別徴収欄に保険料の
記載がある人＝年金から天引きになり
ます○普通徴収欄に保険料の記載があ
る人＝①同封の納付書で、金融機関の
窓口で納めてください②金融機関名な
どの記載がある人は、納期月の25日
に口座振替となります○普通徴収欄と
特別徴収欄に記載がある人＝納付書で
の納付や口座振替になる月と、年金か
ら天引きになる月があります△

保険料の軽減…世帯の所得に応じ、
９割、8.5割、５割、２割軽減△

保険料の減免…災害その他特別の事
情で、保険料の減免を受けられる場合
がありますので、納付期限７日前まで
に窓口で相談してください
※８月から使用する被保険者証は、７
月下旬に送付します。

国保年金課　　　　　  ☎72-8206

国民年金保険料の免除制度

　経済的な理由などで納付が困難な場
合、申請をして承認されると全額また
は一部の納付が免除されます。学生や
20代の人は保険料の納付が猶予され
る制度もあります。△

申請開始…25年度分は７月１日(月)
から同課へ。継続申請の承認を受けて
いない人は年度ごとの申請が必要です
(24年度分は７月31日(水)で申請受け
付けが終了します)△

持ち物…①年金手帳か身分証明書
(運転免許証・健康保険証など)②印鑑
(認め可、スタンプ式不可)③24年３月
31日以降に離職している人は｢離職票｣
か｢雇用保険受給資格者証｣(どちらも
写し可)④25年１月２日以降に北上市
に転入してきた人は25年度(24年中)の
所得証明書⑤学生は｢学生証｣か｢在学
証明書｣(学生証は写し可)
※所得審査基準や必要書類は家族構成
で異なります。

長寿介護課　　　　　  ☎72-8218

介護保険料の減免

　65歳以上の人で、災害による財産
の著しい損失や収入の減少が認められ
る人、または世帯全員が住民税非課税
で介護保険料の納付が困難な人に対し
て、保険料を減免します。減免を受け
るためには申請が必要です。25年度
介護保険料納入通知書を７月上旬に送
付しますので、申請を希望する人は通
知書が届いてから納付期限の７日前ま
でに申請してください。

市民税課　　　　　　  ☎72-8210

国民健康保険税の納税通知書
を送付します

　25年度国民健康保険税の納税通知
書を７月中旬に送付します。国民健康
保険税は、通常７月から翌年２月まで
の年８回で納めていただきます。
　なお、24年度から特別徴収(年金徴
収)該当者の納税通知書に翌年度の特
別徴収(仮徴収)税額も記載されるよう
になりました。
倒産、解雇、雇い止めで離職した人の
国民健康保険税が軽減されます
　軽減を受けるには国保年金課(本庁
舎１階８番窓口)で申告が必要です。△

対象者…次のすべてに該当する人＝
①離職日が平成21年３月31日以降②
離職日に65歳未満③職業安定所から
交付される｢雇用保険受給資格者証｣の
離職理由コード番号が11･12･21･22･
23･31･32･33･34のいずれかに該当
納付が困難なときは
　災害や特別な事情で国民健康保険税
の納付が困難な人は、一定の要件に該
当した場合、申請により国民健康保険
税の減免や納税猶予を受けることがで
きます。｢納税できないから｣といって
そのまま放置せず、納付期限の７日前
までに次の窓口でご相談ください。
○減免の相談
　市民税課諸税係☎72-8210
○納付についての相談
　収納課収納係☎72-8253

企画展
｢北上川水系の淡水産貝類展｣

△

とき…８月18日(日)まで午前９時～
午後５時、入館は午後４時30分まで△

ところ…博物館企画展示室△

内容…北上川源流から石巻の河口に
至る流域に生息する貝類を紹介し、そ
の生息状況や問題点を考えます△

入場料…博物館観覧料に含みます

博物館　　　　　　　  ☎64-1756

第52回北上・みちのく芸能まつり
８月２日(金)・３日(土)・４日(日)
※詳しくは、北上みちのく芸能まつ
り公式サイト(http://www.kitakami.
org/maturi/)をご覧ください。

民俗芸能公演
鬼剣舞かがり火公演    ☎72-8241
７月６日(土)、13日(土)    岩崎鬼剣舞△

時間…午後７時30分～△

ところ…元湯夏油本館脇
※雨天時は元湯夏油・夏油山荘の広間。


