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７月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（６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

　
14件
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16人
161件
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（1人）
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　（1,661件）
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 1件
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35,525
93,925
45,931
47,994

世帯
人
人
人

【＋ 2】
【－25】
【－28】
【＋ 3】

△

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(７月11日～８月15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 0.05～0.06
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 0.03
江釣子小学校 0.05
北上総合運動公園 0.06
照岡小学校 0.09
口内小学校 0.08
和賀庁舎 0.05～0.07

(単位：μSv/時)

◎簡易放射線測定器を貸し出しています

　野菜(キュウリ、ジャガイモなど)、ワラ
ビ、ブルーベリー、その他牧草などの14
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

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　 (７月分)

△

とき…９月４日(水)午後３時～５時△

ところ…北上市アカデミースポーツ
施設体育館△

内容…医師の桑山紀彦さんが紛争地
などでの医療活動を通じて感じた感動
を伝える音楽と映像と語りのライブ△

入場料…無料

地球のステージ公演開催
北上コンピュータ・アカデミー
                                ☎64-6551           

運転免許返納者割引
北上地区タクシー業協同組合
                                ☎64-1808

　運転免許を返納した人はタクシーに
乗車時、運転経歴証明書を提示すると
タクシー料金が１割引きになります。

県南広域振興局土木部北上土木セン
ター      ☎65-2738    　63-8378

建築物防災週間

　８月30日(金)～９月５日(木)は建築
物防災週間です。この週間は、災害に
よる人命、建築物の被害を防止し安心
して生活できる空間を確保するため、
建築物の防災対策を推進することを目
的としています。県では防災上の配慮
が強く求められるような建築物を中心
に、市町村や消防などと共同で防災査
察を実施して、必要に応じた指導を行
います。この期間中、同土木センター
に防災相談所を設置し、建築物の防災
に関する住民の皆さんのご相談にお答
えしますので、ぜひご利用ください。

ＦＡＸ

　高校や大学、専修学校などに入学・
在学する子どものいる家庭に教育費を
低利で融資します。△

融資額…子ども１人につき300万円
以内△

利率…年2.25％(固定金利・平成25
年５月13日現在)△

返済期間…15年以内

国の教育ローン
｢国の教育ローン｣コールセンター
                         ☎0570-008656

　二子保育園　八天の里利用者３人か
ら雑巾50枚

｢きたかみはしご酒・夏場所｣
開催！
きたかみはしご酒実行委員会
                        ☎050-3736-8453
                http://kitakamihashigo.jp△

とき…８月28日(水)午後６時～10時△

内容…3,000円で４店舗のはしご酒。
楽しみはお酒だけではない！お店特製
のおつまみやソフトドリンクも充実。
当日券販売もあります。
※前売り券は、おでんせプラザぐろー
ぶ、江釣子ショッピングセンターパル、
北上観光協会、きたかみ観光ＮＥＸＴ、
きたかみはしご酒参加店舗で販売中。

ＵＲＬ

△

とき…９月14日(土)午後３時～△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

内容…中島誠之助氏による講演会｢あ
なたも分かるホンモノとニセモノ｣△

入場料…無料(入場整理券が必要)

北上経友会40周年記念講演
北上経友会
(事務局)北日本銀行北上支店
                                ☎63-2231       



－ 211 － 第540号

※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。

第２回きたかみ入門｢北上に
おける近代交通の発達｣
いわてNPO-NETサポート
                                ☎61-5035△

とき…９月８日(日)午前10時～正午△

ところ…生涯学習センター△

内容…交通都市北上の発達過程をた
どり、産業や住民の利便性に果たした
役割を探る△

参加料…無料△

申し込み…９月５日(木)までに同団
体へ

△

とき…10月20日(日)午前９時～△

ところ…北上総合体育館△

種目…①硬式の部：男・女シングル
ス、②ラージボールの部：混合ダブル
ス(年齢制限なし)
※①②の重複参加は不可。△

対象・参加料…中学生以上・シング
ルス1,000円、ダブルス2,000円△

申し込み…９月17日(火)までにアイ
ガースポーツ(本通り3-1-10)へ

北上市長杯争奪卓球大会
北上市卓球協会
              (大泉)☎090-7078-5678

△

とき…10月20日(日)午前９時～△

ところ…北上総合体育館△

種目…男子・女子シングルス△

対象…小学生△

参加料…700円△

申し込み…９月17日(火)までにアイ
ガースポーツ(本通り3-1-10)へ

北上市小学生卓球大会
北上市卓球協会
              (大泉)☎090-7078-5678

△

とき…９月21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(Excelゲーム、Flashでアニ
メーション、Androidアプリ作成)、昼
食付き△

対象…高校生、既卒者(父母も可)△

申し込み…９月20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

ふれあいスポーツ大会
第20回ふれあいスポーツ大会実行委
員会事務局                 ☎64-1212

　障がいの有無にかかわらずスポーツ
を楽しみましょう。△

とき…10月12日(土)午前10時～午
後２時30分△

ところ…北上総合体育館△

参加料…150円(おにぎり、豚汁代)△

申し込み…９月27日(金)までに同実
行委員会事務局へ

よくわかる相続と登記
盛岡地方法務局花巻支局
                        ☎0198-24-8311△

とき…９月13日(金)午後２時～３時
30分△

ところ…盛岡地方法務局花巻支局△

内容…相続の基礎知識、相続登記の
手続きについて△

定員…30人(先着順)△

申し込み…同支局へ

市民登山
北上山岳会            (星)☎67-4814△

とき…９月29日(日)午前６時市役所
本庁舎出発△

ところ…岩手山(馬返しコース)△
定員…45人(先着順)△
参加料…4,000円(保険料含む)△

申し込み…９月20日(金)午後５時ま
でに直接アイガースポーツへ(電話では
受け付けません)

△

とき…９月27日(金)～11月15日(金)
の20日間、午後６時30分～８時30分△

ところ…北上商工会館△

内容…日本商工会議所簿記検定３級
取得者養成△

定員…40人(先着順)△

受講料…10,500円△

持ち物…印鑑、筆記用具、計算機
▽ 申し込み…９月６日(金)までに受講

料を添えて同会議所指導課へ

短期経理講座
北上商工会議所           ☎65-4211

△

とき…９月21日(土)午後２時～３時
15分△

ところ…ブランニューキタカミ△

内容…聖マリアンナ医科大学の田中
逸代謝・内分泌内科教授による講座
｢今日から出来る食事療法のポイント
とコツ｣△

入場料…無料

市民公開講座｢糖尿病｣
北上医師会                 ☎63-4518
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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…９月２日(月)、９日(月)、30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…９月２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…９月12日(木)、26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…９月19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…９月26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
９月の各種相談
 

夏油三山｢駒ケ岳登山｣
夏油高原インタープリターの会
      (事務局)商業観光課☎72-8241△

とき…９月29日(日)午前７時本庁舎
玄関前集合△

内容…上り＝うがい清水(金ケ崎町)
から山頂まで約3.5㌔、下り＝山頂か
ら夏油温泉まで約５㌔△

定 員 ・ 参 加 料 …20人(先着順)・
3,500円(ガイド料、保険料含む)△

持ち物…昼食、飲料、雨具など。登
山に適した服装、準備でお願いします△

申し込み…９月20日(金)までに参
加者氏名(フリガナ)、性別、郵便番
号、住所、電話番号、生年月日を電
話、ファクス(64-2171)、電子メール
(shokan@city.kitakami.iwate.jp)で同事
務局へ

県南地区障がい者就職相談会

△

とき…９月26日(木)午後１時30分～
４時△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

対象…就職を希望する障がい者△

申し込み…同ハローワークへ

ハローワーク北上         ☎63-3314

きたかみご当地グルメフェス
タ2013ボランティア

△
とき…９月22日(日)・23日(月・祝)

午前９時～午後４時(どちらか１日の
みの協力でも可)△

ところ…さくら野百貨店北上店周辺△

内容…イベント運営の補助など△

申し込み…電話、ファクス、電子
メール、または直接同ＮＰＯ法人へ

ＮＰＯ法人きたかみ観光ＮＥＸＴ

             ☎63-8855       61-5621

       kitakaminext@globe.ocn.ne.jp

▽ とき…10月５日(土)午前10時～11
時30分

▽ ところ…同保健所

▽ 内容…社会福祉法人新生会みちの
く療育園小児科の川村みや子医師によ
る講演｢病気を持つ子どもたちへの向
き合い方｣、情報交換

▽ 申し込み…９月24日(火)までに同保
健所へ
※託児コーナーがあります。

小児慢性特定疾患児家族の情
報交換会
中部保健所　　   ☎0198-22-4921

極楽寺座禅写経体験と国見山
廃寺三十三観音巡り

△
とき…９月15日(日)午前９時～午後

１時30分(午前８時50分極楽寺下休憩
所集合)△

行程…極楽寺(座禅、写経)～国見山
廃寺三十三観音巡り(国見山廃寺頂上
で軽食)※徒歩移動△

定員…20人(先着順、最少催行人数
５人)△

参加料…2,000円(軽食、材料代)△

申し込み…９月９日(月)午後４時ま
でに同推進室へ

体験入園
いわさき認定こども園  ☎73-8111△

とき…９月11日(水)午前10時～11
時△

ところ…同園△

内容…親子で幼稚園の生活を体験△

対象…２歳以上の子と親(祖父母も可)△

定員…10組(先着順)△

申し込み…電話で同園へ

北上観光コンベンション協会きたか
み観光推進室              ☎72-5245

ＦＡＸ
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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。

農業委員会                 ☎72-8246

　水道メーターは、法令に基づき８年
に１度交換しなければなりません。期
限を迎えるメーターの交換作業は北上
市水道工事業協同組合に委託していま
す。10分ほど水道を止めての作業と
なり、ご迷惑をお掛けしますがご協力
をお願いします。不在の場合は、交換
作業後に作業済みの通知文書を投

と う か ん

函し
ます。なお、交換に係る費用を請求す
ることはありません。交換作業をする
作業員は、市が発行した身分証明書を
所持しています。不審に思った場合は
提示を求めてください。　

　市内全域で草刈りなどの管理が行わ
れていない遊休農地、農地法の許可を
受けないで宅地などに使用されている
無断転用農地などの調査を９月３日
(火)から行います。
　農業委員が皆さんの所有地に立ち入
り、調査することもありますのでご協
力をお願いします。
調査日 調査実施対象地区

９月３日(火) 横川目、仙人、岩沢、山口

９月４日(水)
立花、飯豊、村崎野、
藤沢、成田

９月５日(木)
更木、臥牛、煤孫、岩崎、
岩崎新田

９月６日(金)
小鳥崎、里分、町分、
二子町、鳩岡崎、北鬼柳

９月９日(月)
上江釣子、下江釣子、
滑田、新平、鬼柳町

９月10日(火) 相去町、黒岩、湯沢、平沢

９月11日(水) 稲瀬町、口内町

９月12日(木) 藤根、長沼、後藤

※この日程以外でも必要に応じて実施
します。

農地パトロール

メーター交換にご協力を
上水道課                    ☎72-8290

市内の情報満載！
エフエム岩手ふるさと元気隊
ＭＯＮＤＡＹ
｢北上さくら咲クラジオ｣

　毎週月曜日午後３時～３時55分
まで｢さくらホールスタジオ｣から生
放送しています。

俳句実践講座
△

とき…10月６日(日)、13日(日)、27
日(日)、11月３日(日・祝)午後１時～
４時30分(最終日は午前10時30分～午
後４時)△

ところ…同文学館２階会議室△

講師…白濱一
いち よ う

羊(俳人)△

対象…俳句未経験者～中級者△

定員…30人(先着順)△

受講料…2,000円(学生無料)△

申し込み…９月１日(日)から電話、
ファクス、電子メール、または直接同
文学館へ

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

毎週月～金曜日午前10時～午後１
時(土・日曜日、祝祭日を除く)
岩手県司法書士会☎0120-823-815

東日本大震災無料法律電話相談

都市計画課                 ☎72-8279
         toshi@city.kitakami.iwate.jp

緑の基本計画に掲載する写真

　

まちなかの緑、生活の周辺にある
身近な緑など、自由に北上市の風景を
切り取って撮影してください。△

応募条件…①テーマは｢緑が彩る北
上市｣②応募する写真は応募者本人が
撮影し、北上市以外の法人、個人など
に提供していないもの③応募写真に関
する著作権その他の権利は放棄するこ
と
※特定される人物や公共的な建築物
以外の建築物などが撮影されている
場合、本人・保護者や所有者の同意
が必要です。応募した写真は返却で
きません。△

申し込み…12月27日(金)までに市
のホームページから応募用紙をダウ
ンロードし、写真の電子データをＣ
Ｄ－Ｒなど記録媒体に記録して郵送
(〒024-8502住所記載不要)、電子メー
ル(３MB以内)で同課へ

△

とき…９月８日(日)午前９時～(受け
付け午前８時30分～)△

ところ…展勝地公園(レストハウス
第３駐車場西側公園)△

種目…一般組(中学生以上)、家族
組(大人と小学生までの子どもを含む。
親子関係は問わない)、小学生組(小学
生のみ)。チーム構成は２～６人以内△

参加料…無料△

申し込み…９月１日(日)までに電話、
申込書をファクス(67-6721)で同協会
へ

北上市民オリエンテーリング
大会
(財)北上市体育協会      ☎67-6720


