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８月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（７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

　
13件
0人
21人
176件
0人

　
（150件）
（1人）
（181人）
　（1,837件）
（19人）

　
 3件

22件
161件
52件

　
（30件）

（162件）
（1,319件）
（571件）

35,508
93,878
45,909
47,969

世帯
人
人
人

【－17】
【－47】
【－22】
【－25】

△

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(８月16日～９月11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 0.07
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 0.09
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(枝豆、キュウリなど)の21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　　　 (８月分)

　10月11日から17日まで、安全で住
みよい街づくりのため違反建築をなく
すことを目的に、違反建築防止週間を
実施します。県では、10月16日(水)に
建築物が法に適合した状態で建てられ
ているかどうか、公開一斉パトロール
を実施します。現在工事中の人は、確
認表示板が掲示されているか、設計図
書が現場に備えられているか確かめて
ください。工事が完了していながら完
了検査申請書を提出していない人は、
至急手続きを進めてください。
　なお、この期間中、同センターでは
建築相談所を設置し、建築に関する相
談にお答えしますのでご利用ください。

違反建築防止週間
県南広域振興局土木部
北上土木センター          ☎65-2738

きたかみマルシェ　ひるうたげ

　飲食店を中心に市内や県内から18
店が集まります。△

とき…10月12日(土)正午～午後５時△
ところ…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

サンレック北上まつり

　体育の日に体力テストを行います。
ほかにも屋台のおいしいものを食べな
がら、一輪車ショー、桂枝太郎さんの
落語などを見ることができます。△

とき…10月14日(月・祝)午前10時
～午後３時30分△

ところ…サンレック北上△

参加料…無料△

持ち物…上履き、飲み物、タオル

NPO法人フォルダ　 　   ☎63-2359

トラックフェスタ2013in北上

　暮らしを運ぶトラックと触れ合いま
しょう!!体験乗車や秋の味覚の無料振
る舞いなど、楽しいイベント盛りだく
さんでお待ちしています。△

とき…10月６日(日)午前10時～午後
３時※午前９時45分からのオープニ
ングセレモニーでは先着100人に記念
品をプレゼント。△

ところ…展勝地公園駐車場特設会場△

入場料…無料

(公社)岩手県トラック協会
　　　　　　　　 ☎019-637-2171

諄子美術館コレクション展(二期)
△

とき…10月19日(土)までの午前11
時～午後４時△

ところ…同美術館(おでんせプラザ
ぐろーぶ５階)△

入館料…200円(18歳以上)

同美術館　　　　   　    ☎63-2441

剣道スポーツ少年団
北上警察署剣道スポーツ少年団さく
ら館　　　(小野) ☎090-5357-4550

△

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
※練習の見学は随時受け付けています。
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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。

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…11月13日(水)～26年２月12
日(水)午前９時～午後３時50分△

ところ…北上高等職業訓練校△

対象…次のすべてを満たす人
①ハローワークへ求職を申し込んだ人
②訓練期間中、雇用保険を受給できな
い人(雇用保険受給者も受講できる場
合あり)
③ハローワークでキャリアコンサルテ
ィングなどを受けて、求職者支援訓練
の支援指示を受けた人△

定員…15人(選考)
※定員の半数に満たない場合は中止に
なることがあります。△

受講料…無料(教科書代10,060円は
自己負担)△

申し込み…10月23日(水)までに同ハ
ローワークへ

求職者支援訓練｢ビジネスプ
レゼンテーション基礎科｣
ハローワーク北上　   　 ☎63-3314

△

とき…10月７日(月)～11月７日(木)
午後７時～８時30分(計10日間)△

ところ…生涯学習センター小会議室△
定員…25人△
受講料…2,000円(テキスト代込み)△

申し込み…10月６日(日)までに同協
会へ

中国語初級講座
北上市日中友好協会 　   ☎65-7191

△

募集職種…専任教官△

資格…大学(大学院)卒業見込みまた
は卒業後おおむね３年以内で、工学系
の学部学科でコンピューターの基礎や
プログラミングを学び、コミュニケー
ション能力に優れ、26年４月１日か
ら勤務できる人△

採用予定数…１人△

申し込み…10月18日(金・当日消印
有効)までに履歴書、卒業見込み証明
書(卒業証明書)、成績証明書(最終卒
業学校のもの)を添えて、郵送(〒024-
0013藤沢22-123-1)または直接(土・日
曜日、祝日を除く午前９時～午後５時
の間)、同法人へ
一次試験△

とき…11月９日(土)午前10時～△

ところ…北上コンピュータ・アカデ
ミー△

試験内容…専門試験、面接試験

職業訓練法人北上情報処理学
園職員
同法人　　　　　　 　   ☎64-6551

秋期スポーツ教室

①ショートテニス・ラージボール卓球△

とき…10月３日(木)、17日(木)、24
日(木)、31日(木)午前10時～11時45分
②ノルディックウオーキング△

とき…10月１日(火)、11月19日(火)、
12月３日(火)、17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…①黒沢尻体育館②北上総合
体育館や屋外▲

対象…高校生以上▲

定員…①30人②15人▲

参加料…①４回1,200円、１回350
円②１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

(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

△

とき…10月10日(木)午前９時～午後
４時△

ところ…市基盤技術支援センター△

内容…特許や商標権など知的財産権
に関する相談△

申し込み…同協会へ

知的財産権無料相談会
岩手県発明協会　  ☎019-634-0684

　コミュニケーション能力の向上を目
的としたセミナーと個別相談会です。△

とき…10月１日(火)、16日(水)午前
10時～午後３時(月２回定期開催)△

ところ…北上勤労者体育センター△

対象…15歳～40歳未満の求職者ま
たは保護者△

申し込み…電話、電子メール(info@
npo-ipf.org)、ファクスで同NPO法人へ

若者ステップアップの日
NPO法人いわてパノラマ福祉館
☎019-639-8383　   019-907-0390ＦＡＸ

　同社が今年５月、北上市に立ち上げ
た新ブランド｢UTO kitakami｣での、初
めての新商品の｢ストール｣に、市内や
県内の皆さんからネーミングを募集し
ます。詳しくは、同社ホームページを
ご覧ください。△

応募方法…10月31日(木・必着)まで
に①新製品のネーミング②ネーミング
理由(コメント)③郵便番号④住所⑤氏
名(ふりがな)⑥性別⑦年齢⑧職業(学生
場合は学校名と学年)⑨電話番号を記
入し、郵送(〒107-0062東京都港区南
青山5-16-3メゾン青南10Ｆ)、ファク
ス(03-3498-2406)、電子メール(info@
uto-knit.com)で同社へ

北上産高級カシミヤ新製品の
ネーミング
(株)ユーティーオー
　　　　　　　     ☎03-3498-2230
　　　　    http://www.uto-knit.com/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…10月７日(月)、21日(月)、28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…①10月７日(月)②30日(水)午前10時
～午後３時△

ところ…①本庁舎４階相談室②江釣子地区
交流センター

○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…10月10日(木)、24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…10月17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…10月24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
10月の各種相談
 

　市街地から約９kmの、みどり豊か
な自然環境に恵まれた墓園です。今月
新しく20区画造成しましたのでお知
らせします。墓地の申し込みは、同課
まで問い合わせてください。△

所在地…和賀町藤根2-120-1△

区画…６㎡(2.0ｍ×3.0ｍ)△

永代使用料…120,000円△

年間管理料…3,600円

藤根墓園20区画造成
クリーン推進課　　　    ☎72-8284

こどもの俳句教室
｢俳句をたのしむ｣秋の部
日本現代詩歌文学館　 　☎65-1728                 
  ＦＡＸ64-3621　 shiika@shiikabun.jp△

とき…10月20日(日)、27日(日)
小学生の部＝午前10時～正午、中学
生の部＝午後２時～４時△

ところ…雑草園、詩歌の森公園△

内容…季語探しから、自分の一句を
短冊に書くまでを体験△

講師…小林輝子(俳人)△

定員…各30人(先着順)△

受講料…無料△

持ち物…鉛筆、消しゴム△

申し込み…10月１日(火)から電話、
ファクス、電子メールまたは直接同文
学館へ

上級救命講習会

△

とき…10月19日(土)午前８時50分
～午後５時30分△

ところ…北上市総合福祉センター△

内容…心肺蘇生法、ＡＥＤ使用方法、
その他の応急手当て△

対象…市内または西和賀町に勤務・
通学・居住する中学生以上△

定員・受講料…40人(先着順)・無料△

持ち物…筆記用具、食品用ラップ
(幅30㌢程度)、ストッキング、昼食、
動きやすい服装で(スカート不可)
※食品用ラップとストッキングは外傷
手当の訓練で使用します。△

申し込み…10月11日(金)までに同課
救急係(土・日曜日、祝日は代表☎64-
1122)へ

北上地区消防組合警防課 ☎65-5176

　登記相談には、フリーダイヤル
(0120-227-746)をご利用ください。△

受付時間…午前８時30分～午後
５時15分(土・日曜日、祝日を除く)

法務局からのお知らせ

きたかみ・かねがさき
テクノメッセ2013
ちびっこコマ対戦

　パソコンを使って３次元設計！３D
プリンターでコマを作って、コマ大戦
をやろう。△

とき…コマ設計：10月５日(土)①午
前10時～②午後２時～、コマ大戦：
６日(日)午前９時15分受け付け△

ところ…北上総合体育館△

対象…２日間参加できる小学４～６
年生△

定員…20人(定員を超えた場合は抽
選)△

参加料…無料(作製したコマは持ち
帰りできます)△

申し込み…10月２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
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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。

保育士、幼稚園教諭の育児休業代替任期付職員の募集

試験職種 採用予
定者数 業務内容 要　　件

年齢(H25.4.1現在) 資　格

保育士
幼稚園教諭 ９人程度 保育業務 20歳以上45歳以下

S42.4.2～H5.4.1生

保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を
有する人で、保育所または幼稚園での
勤務経験が通算して２年以上ある人

△

任用候補者名簿登載期間…名簿登載
日から３年間△

任用予定および期間…平成25年12
月以降に随時任用。任期は８カ月以上
３年以内で、職員の育児休業取得期間△

給与および勤務条件…一般職員に準
じます(限度額あり)△

受験案内・申込書…教育部総務課
と 江 釣 子 ・ 和 賀 民 生 係 で 配 布 。 郵
便による請求の場合は、封筒の表に
｢育休代替任期付職員試験申込書請求｣
と朱書きし、あて先と郵便番号を記載
した返信用封筒(長３サイズ程度に90

円切手を貼付)を同封し、教育部総務
課(〒024-8501住所不要)へ。市のホー
ムページ(http://www.city.kitakami.
iwate.jp/)の｢人事・採用｣からもダウ
ンロードできます△

申し込み…10月11日(金・当日消印
有効)まで
任期付職員採用試験△

とき…10月26日(土)午前10時～△

ところ…市総合福祉センター△

試験内容…作文・適性試験

問い合わせ　 教育部総務課☎72-8256

　市教育委員会では、育児休業を取得する保育士や幼稚園教諭に代わり、保育
業務を行う任期付職員の任用候補者試験を行います。
　試験の合格者は｢任用候補者名簿｣に登載され、育児休業を取得する職員がい
る場合に随時任用します。

月額

特別障がい者手当 26,260円 ⇒ 26,080円

障がい児福祉手当 14,280円 ⇒ 14,180円

福祉手当(経過措置分) 14,280円 ⇒ 14,180円

　10月分から特別障がい者手当・障
がい児福祉手当・福祉手当(経過措置
分)の月額が変更になります。
　変更に伴う手続きなどの必要はあり
ません。

特別障がい者手当などの手当
額が変更になります
福祉課　　　　　　　    ☎72-8214

民俗芸能公演

鬼の館    ☎73-8488
10月６日(日)午後１時30分～
 鬼柳鬼剣舞め組、岩崎おなご鬼剣舞

収蔵資料展・講演会

書庫収蔵資料展｢下ノ 書庫ニ 居リマス｣△

とき…10月26日(土)～31日(木)午前
９時～午後５時※28日(月)は休館日。△

ところ…中央図書館会議室
収蔵資料展講演会『ヨウコ先生の｢科
学は夢色｣』△

とき…10月27日(日)午前11時～正
午△

ところ…中央図書館視聴覚室△

内容…元和賀東中学校校長の川村庸
子さんによる著書｢科学は夢色｣につい
ての講演、科学実験▲

入場料…無料

中央図書館                   ☎63-3359

ふるさと融資制度が改正され
ました

　地域振興に資する民間投資を市が支
援するための長期の無利子融資(ふる
さと融資)制度が改正されました。
　主な改正点は、次のとおりです。
①融資比率、融資限度額の引き上げ
②東日本大震災からの復興の支援(平
成33年３月31日までの特例)
③再生可能エネルギー電気事業に係る
雇用要件の緩和
※制度概要や申し込み手続きなど、詳
しくは同課へお問い合わせください。

一般の地域

東日本大
震災特定
被災地方
公共団体

改正前 改正後 特例　
適用後

融資比率 20%以内 35％以内 45％以内

融資
限度額

通常
施設 ６億円 10.5億円 16.8億円

複合
施設 ９億円 15.7億円 25.3億円

雇用要件 ５人以上
５人以上(再生可能
エネルギー電気事
業は１人以上)

政策企画課　　　　　    ☎72-8223


