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6 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（５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
1人
19人
156件
2人

　
（123件）
（1人）
（144人）
　（1,500件）
（11人）

　
 2件

23件
160件
65件

　
（26件）

（124件）
（1,010件）
（446件）

35,523
93,950
45,959
47,991

世帯
人
人
人

【＋ 4】
【－27】
【－15】
【－12】

△

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(６月13日～７月10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 0.04～0.06
黒沢尻西小学校 0.06
黒岩小学校 0.06
飯豊学童保育所 0.04
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 0.09
口内小学校 0.08
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

　野菜(アスパラガス、タマネギなど)、山
菜(ワラビ、フキなど)29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。

＝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

祝10th!夏フェス!コンドルズ
２DAYS

　

さくらホールは開館10周年を記念
して、コンドルズのダンス公演とオリ
ジナルダンス盆踊り大会を開催します。
①コンドルズ日本縦断超時空ツアー
2013タイムイズオンマイサイド△

とき…８月17日(土)午後６時30分～△

入場料…一般6,000円、ペア5,500円、
高校生以下3,000円(全席指定)
②誰でも踊れる・オリジナルダンス盆
踊り『さくら盆ジュール大会』△

とき…８月18日(日)午後３時～８時△

内容…コンドルズ振り付けのオリ
ジナルダンス盆踊り大会△

参加料…無料△

その他…８月16日(金)に無料の事前
練習会を行います(申し込み不要)。詳
細は同ホールへ問い合わせください。
※この事業は宝くじの助成金で実施す
るものです。

さくらホール　　　　  ☎61-3300

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　 (６月分)

わっかの会 (石川)☎080-3199-8064
　　　　　　　　　rikako@e-oni.net

ほっと一息　茶話会

　介護を担う家族のためのおしゃべり
サロンです。日常の生活から、ちょっ
と離れて少人数で情報交換をしながら、
おしゃべりしませんか。介護経験者も
大歓迎、体験談をお聞かせください。△

とき…８月23日(金)午後２時～４時
(時間内は出入り自由)△

ところ…小規模多機能ホームうえの
まち(旧北星荘)△

参加料…100円(お茶代)
※原則として毎月第３金曜日開催。

岩手県障がい者技能競技大会
チャレンジいわてアビリンピック

岩手高齢・障害者雇用支援センター
☎019-654-2081   　019-654-2082

△

とき…９月８日(日)午前９時～午後
２時45分△

ところ…県立産業技術短期大学校△

競技種目…①ワープロ②表計算③ビ
ルクリーニング④縫製⑤木工⑥喫茶
サービス⑦パソコンデータ入力△

参加資格…平成25年４月１日現在
満15歳以上の岩手県に居住または県
内の事業所などに在籍していて障害者
手帳を所持している人。④～⑦は知的
障がい者の人(障害者の雇用の促進等
に関する法律第２条第４号に該当する
人)。△

申し込み…８月９日(金)までに同セ
ンターへ

ＦＡＸ

おにやなぎ保育園
地域子育て支援センター☎67-1021

遊びのミニ講座｢さくらんぼ｣

　親子でわらべうた遊びや季節の手作
りおもちゃをつくりませんか。
さくらんぼベビー△

とき…９月３日(火)、10月１日(火)、
11月５日(火)、12月３日(火)△

対象…６カ月～１歳６カ月の子と
親で４カ月続けて参加できる人
さくらんぼ△

とき…９月17日(火)、10月15日(火)、
11月19日(火)、12月17日(火)△

対象…１歳６カ月～就園前の子と
親で４カ月続けて参加できる人▲

時間…午前10時～11時30分▲

ところ…同支援センター▲

定員…各10組(先着順)▲

申し込み…同支援センターへ
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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。

野菜花き新規栽培説明会・
圃場見学バスツアー
北上地方農林業振興協議会
(農業振興課)　　　　 　☎72-8238△

とき…８月30日(金)①野菜の部：午
後１時30分～５時②花きの部：午後
１時30分～４時30分△

ところ…ＪＡいわて花巻北上地域
営農センター２階会議室、各ほ場△

内容…①ねぎ・アスパラガス②小
ぎくのほ場見学、栽培説明会、質疑応
答と個別相談△

対象…これから農業をはじめよう
とする人、市内農業者△

申し込み…８月20日(火)までにＪＡ
北上地域営農センター園芸販売課(☎
71-1333)または各支店営農課へ

｢農の雇用事業｣
｢被災者向け農の雇用事業｣

①農の雇用事業△

内容…農業法人などが新規就業者
を雇用し、農業技術や経営ノウハウの
習得を図る実践的な研修(ＯＪＴ研修)
などの実施を支援△

助成額…年間最大120万円
②被災者向け農の雇用事業△

内容…市が策定する、地域農業マ
スタープランに位置付けられた被災農
業者などを一時的(３カ月以上)に雇用
した農業法人などへの助成△

助成額…月額最大97,000円▲

助成期間…最長２年間▲

申し込み…８月９日(金)までに同団
体へ

岩手県農業会議　☎019-626-8545

市民の見た世界遺産と北上市
の文化財展
北上ユネスコ協会  (村田)☎64-1409

　９月21日(土)～23日(月)にさくら野
百貨店多目的ホールで開催する同展へ
の作品を募集します。△

テーマ…市民が写した(描いた)国内
外の世界遺産の写真、絵画△

応募規定…ワイドや四つ切り(パネ
ルまたは額装)を基本に自由△

申し込み…８月４日(日)～９月４日
(水)の間に同協会へ

　25年度奨学生を募集します。△

対象…高校や大学などに在学中の人

▽ 申し込み…８月１日(木) ～９月20
日(金)までに同課へ
※募集要項は同課、３庁舎案内窓口、
生涯学習センターに備えています。ま
た市のホームページからもダウンロー
ドできます。

平成25年度市奨学生【再募集】
教育部総務課　 　　　  ☎72-8256

　26年度に高校や大学などに進学予
定または在学中の人で、学資に困って
いる人を対象に市奨学金を貸与しま
す。ほかの奨学金制度と併用可能です。

▽ 資格…保護者の住所が市内にあり
心身ともに健康で、学業成績が優良な
学生

▽ 貸与月額…高校生１万円、大学生
(短大、専修学校含む)３万円

▽ 利子…無利子

▽ 申し込み…平成26年２月３日(月)
～４月４日(金)までに同課へ
※募集要項は同課、市内の中学校・
高校、３庁舎案内窓口、生涯学習セ
ンターに備えています。また市の
ホームページからもダウンロードで
きます。

平成26年度市奨学生
教育部総務課　 　　　  ☎72-8256

短歌実作講座
　

現代短歌の魅力にもう一歩近づきた
い人、さらなる上達を目指す人のため
の講座です。△

とき…①９月26日(木)、10月24日
(木)、11月28日(木)午後２時～４時②
９月27日(金)、10月25日(金)、11月
29日(金)午前10時～正午
※２班制全３回、内容は同じ。△

ところ…同文学館２階会議室△

内容…受講者の作品(毎回事前に２
首提出)を、講師が添削指導します△

講師…篠弘(同文学館館長)△

対象…短歌経験者△

定員…各班30人(先着順)△

受講料…2,000円(学生無料)△

申し込み…８月９日(金)から電話、
ファクス、電子メールで同文学館へ

日本現代詩歌文学館  ☎65-1728
　  64-3621　shiika@shiikabun.jpＦＡＸ

キッズスポーツ大好き教室
北上市スポーツ少年団本部
               ☎67-6720 　    67-6721
　　       http://kitakami-taikyou.com

ＦＡＸ

△

とき…８月18日(日)午前10時～正午△

ところ…北上コンピュータ・アカデ
ミー体育館△

内容…バドミントン△

対象…市内の小学１～３年生△

定員…40人△

参加料…500円(傷害保険料など)△

持ち物…室内シューズ、飲み物、タ
オル、着替え、動きやすい服装△

申し込み…８月８日(木)までに申込
書を記入し同少年団へ

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 … ８ 月 ５ 日 ( 月 ) 、 1 2 日 ( 月 ) 、 1 9 日
(月)、26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…８月５日(月)、19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…８月８日(木)、29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…８月22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…８月22日(木)午後３時～６時

悩みごと、分からないこと相談して
８月の各種相談
 

(公財)いわて産業振興センター
☎019-631-3821

いわて産業振興センターの設
備貸与制度

　

中小企業が希望する設備を同セン
ターが代わって購入し、同センターか
ら割賦で購入、またはリースで調達す
る制度です。
①設備貸与(割賦販売)△

対象企業…県内に事業所、工場を有
する中小企業△

金利…年1.65%(東日本大震災で被
災した企業は２年据え置きで1.55%)△

返済期間…５年～10年△

利用限度額…100万円～１億円(税
込み)
②リース(ファイナンスリース)△

対象企業…県内に事業所を有する小
規模企業者で、従業員20人以下の企業
(商業・サービス業は５人以下)△

リ ー ス 料 率 … ５ 年 返 済 ＝ 月 額
1.822%、７年返済＝月額1.346%△

利用限度額…100万円～8,000万円
(税込み)▲

申し込み…同センターへ

ＮＰＯ法人フォルダ　　☎72ｰ7048△

とき…８月４日(日)午後２時～３時
30分(午後１時30分受け付け開始)△

ところ…フォルダパーク△

対象…小学生以上△

定員…50人(先着順)△

参加料…1,000円△

申し込み…８月３日(土)までに同Ｎ
ＰＯ法人へ

登山家・小松由佳講演会

３次元CAD+CAE
｢CAE基礎トレーニング｣

△

とき…８月19日(月)～８月23日(金)
午前９時～午後４時(計５日間)△

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…５人(多数の場合は選考)△

受講料…12,500円(テキスト代含む)△

申し込み…８月７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

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…８月21日(水)午前10時～11
時30分△

ところ…鬼の館△

内容…芸能祭りごっこ△

対象…鬼剣舞に興味のある１歳６カ
月～就園前の子と親△

定員…20組(先着順)△

参加料…300円(材料代)△

申し込み…７月30日(火)～８月９日
(金)の間にどちらかの支援センターへ

花いっぱいコンクール
花いっぱい運動推進協議会
(事務局)環境課　　　  　☎72-8281

△
募集部門…地域花壇の部、学校花壇

の部、職場花壇の部、ファミリー花壇
の部△

応募要件…花壇の場合は30㎡以上、
フラワーポットの場合は30個以上△

申し込み…８月７日(水)までに所定
の申込書に写真を貼り付けて同課また
は最寄りの交流センターへ
※申込書は同課・各地区交流センター
にあります
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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。

森林の伐採、開発には手続き
が必要です

　森林は所有している皆さんの資産で
あるばかりでなく、水源かん養や地球
温暖化防止などの役割を果たしている
公共財でもあり、地域社会にとって重
要な資源です。森林を適切に維持管理
するために、森林を伐採、開発する場
合は、事前に届け出や認可申請の各種
手続きが必要になります。　

保安林以外の森林での立木の伐採は
同課、保安林での立木の伐採や土地の
形質変更や保安林以外の森林で１㌶を
超える開発行為は県南広域振興局農政
部花巻農林振興センター(☎0198-22-
4932)へご連絡、ご相談ください。

農林企画課　　　　　　 ☎72-8237

福祉課　　　　　　　    ☎72-8213

災害時要援護者の登録

　市は地震や水害などの災害時に情報
提供、避難誘導や安否確認を迅速に行
うため、高齢者や障がい者などに災害
時要援護者台帳に登録していただいて
います。
　登録された情報は地域支援者、消防
本部、社会福祉協議会、地域の自主防
災組織、担当の民生委員にお渡しし、
地域の中での日ごろの見守りと災害発
生時の支援体制を整えるために活用し
ています。
※地域支援者とは、災害時に支援を必
要とする人(要援護者)と普段から近所
付き合いをしたり、災害に関する情報
を伝えたり、一緒に避難したりする人
です。地域支援者の災害時の支援は、
責任を伴うものではありません。△

登録方法…登録申込書に必要事項を
記入し、担当の民生委員または同課に
提出してください。このとき、地域支
援者も登録します。登録申込書は民生
委員または同課(18番窓口)にあります
※詳しくは、担当の民生委員または同
課社会福祉係へ。

芸能まつり特別上映会
日本現代詩歌文学館　 　☎65-1728                 △

とき…８月２日(金)正午～、午後２
時30分～、３日(土)午前10時～、午後
３時45分～△

ところ…同文学館１階和室

△

内容…｢究
くっきょう

竟の地ー岩崎鬼剣舞の一
年｣の上映とミニ芸能写真展△

参加料…無料

逢
お う ま

魔が時
とき

ナイトミュージアム
鬼の館　　　　　　　　 ☎73-8488

2013年度日本近代文学会
東北・北海道地区合同研究集会
日本現代詩歌文学館　 　☎65-1728                 △

とき…８月10日(土)午後１時～４時
45分△

ところ…同文学館２階講堂△

内容…①研究発表｢ドリームランド
で死ぬということ｣｢ 迢

ちょうくう

空 短歌の律の
問題｣②シンポジウム｢文学館と文学研
究｣③黒沢一夫筑波大学名誉教授によ
る講演｢3.11と文学｣△

参加料…無料

８月は｢道路ふれあい月間｣
～８月10日は｢道の日｣～

　道路路肩の草刈りや処理など、安
全で快適に道路を使えるよう皆さん
の協力をお願いします。また穴ぼこ
や危険な箇所などの情報がありまし
たらご連絡ください。　　　   
　道路環境課　  ☎  72-8272～8275

△

とき…８月10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、モーションキャプ
チャー講座、アニメーションプログラ
ム)、昼食付き△

対象…高校生、既卒者(父母も可)△

申し込み…８月９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

民俗芸能公演
夏油温泉かがり火公演☎72-8241
８月10日(土)、17日(土)午後７時30分～
　　　　　　　　　　　 岩崎鬼剣舞△

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。

鬼の館　　　　　           ☎73-8488
8月14日(水)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 岩崎鬼剣舞

△

とき…８月７日(水)～９日(金)△

ところ…同館

▽ 内容…①常設展示解説(午後５時30
分～)②鬼絵本の読み聞かせ(午後６
時～)③芸能公演など(午後７時～、７
日は和賀東中学校の吹奏楽演奏、８日
は岩崎鬼剣舞、９日は和賀大乗神楽）△

入館料…無料


