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10 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（9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

　
23件
2人
25人
174件
3人

　
（202件）
（3人）
（242人）
　（2,162件）
（23人）

　
 3件

16件
138件
57件

　
（33件）

（196件）
（1,588件）
（681件）

35,550
93,885
45,911
47,974

世帯
人
人
人

【＋21】
【＋ 5】
【－ 7】
【＋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(10月10日～11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 0.04
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 0.09
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

　サトイモなどの野菜、リンゴなどの果物、
ナラタケなどキノコ41検体からは、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。
　一部キノコ(キンタケなど)３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)

環境課☎ 72-8282

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(10月分)

　新幹線のシステムなどの確認のため
に走行試験を実施しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
仙台～盛岡間△

とき…11月28日(木)～12月２日(月)、
12月24日(火)・25日(水)午後11時～午
前５時まで
※都合により日程変更があります。

東日本旅客鉄道(株)盛岡支社企画室
　　　　　　　　  ☎019-625-4019

新幹線走行試験

黒沢尻北小学校　        ☎65-3313

黒沢尻北小学校音楽部
第12回定期演奏会

△

とき…12月23日(月・祝)午後２時～△

ところ…さくらホール・大ホール△

出演…同部、上野中学校有志生徒△

入場料…無料

25年度解析塾　基礎編

△

とき…12月14日(土)～26年３月ま
での午前10時～午後５時(毎月１回計
４日間)△

ところ…同センター△

内容…SolidWorks Simulation2013
を使った構造解析基礎演習△

対象…Windows操作ができる求職
者および在職者△

定員・受講料…12人・10,000円(テ
キスト代含む)△

申し込み…CAE懇話会ホームペー
ジ(http://www.cae21.org)申し込み
フォームより

いわてデジタルエンジニア育成センター
　　　　　　　　　　　     ☎62-8080

盛岡検察審査会事務局
　　　　　　　　　☎019-622-3391

検察審査会制度について

　検察審査会制度は、検察官が被疑者
(犯人と思われる人)を裁判にかけなか
ったこと(不起訴処分)のよしあしを選
挙権を有する国民から選ばれた検察審
査員が審査する制度です。
①検察審査員候補者や検察審査員は、
有権者の中から｢くじ｣で選ばれます
②26年度の検察審査員候補者に選ば
れた人には11月18日以降に通知書が
届きます。
※｢裁判員候補者｣とは異なります。

館内整理のため休館します。

鬼の館臨時休館日△

とき…11月27日(水)～30日(土)

鬼の館    ☎73-8488

△

とき…26年１月９日(木)～４月８日
(火)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)△

受講料…無料(教科書代12,075円は
自己負担)△

申し込み…12月13日(金)までに同ハ
ローワークへ

求職者支援訓練｢OA経理基礎科｣
ハローワーク北上　   　 ☎63-3314
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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。

△

就学期間…１年間△

内容…経営演習、卒業研究、就農計
画演習など(就農意向に応じた柔軟な
学習ができます)△

対象…農業大学校本科卒業同等者△

その他…青年就農給付金(準備型、
150万円／年)の対象になります△

申し込み…12月９日(月)～20日(金)
の間に同校へ

県立農業大学校研究科
 ☎0197-43-2211　   0197-43-3184

26年度岩手県立農業大学校研
究科学生

ＦＡＸ

①中央図書館の視聴覚ライブラリーで
は、視聴覚教材を貸し出しています。
・子ども会や地域の各種団体などで
　ご活用くだい。
②子ども会行事などで、図書館で映
画会はいかがですか。
・運営は主催者で行っていただきます。※

利用料は①②ともに無料
　詳しくはお問い合わせください。

中央図書館　☎63-3359

△
とき…26年１月５日(日)午前９時30分～△
ところ…北上総合体育館△
種目…男・女シングルス、男・女ダ

ブルス△

参加料…シングルス1,000円、ダブ
ルス１組2,000円△

申し込み…12月５日(木)までに参
加料を添えアイガースポーツ(本通り
3-1-10)へ

北上市卓球協会長杯争奪卓球
選手権大会
北上市卓球協会     
　　　　　(大泉)☎090-7078-5678

３次元CAM Mastercam
基礎トレーニング

△

とき…12月16日(月)～18日(水)午前
９時～午後４時(計３日間)△

ところ…同センター△

内容…初心者向けCAM講習、CAM、
加工機(マシニングセンタ)、工具の基
礎知識、基本的な金属加工プログラム
の作成方法△

対象…Windows操作ができる求職
者および在職者△

定員…４人(応募者多数の場合は選
考あり)△

受講料…7,500円(テキスト代含む)△

申し込み…12月９日(月)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

政策企画課　　　 　　 ☎72-8222

平成25年度北上市市勢功労者
表彰式・平成26年新年交賀会

△

とき…26年１月６日(月)午後２時30
分～４時45分(表彰式：午後２時30分
～・交賀会：午後３時30分～)△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

会費…3,000円(申し込み時)△

申し込み…12月20日(金)までに同課
秘書係または各行政区長へ

映画会はいかがですか！

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…12月18日(水)午前10時～11
時30分△

ところ…江釣子地区交流センター△

内容…クリスマス会(ミニコンサー
ト・ダンスほか)△

対象…１歳以上の未就園児と親△

定員…50組(先着順)△

申し込み…11月25日(月)～12月10日
(火)の間にいづれかの支援センターへ
※次回は26年１月22日(水)を予定して
います。

｢発達障がいと就労支援｣講演会
福祉課                         ☎72-8214　

ＬＤ(学習障害)、ＡＤＨＤ(注意欠陥
多動性障害)、自閉症などの発達障が
い者の特性に配慮した就労支援につい
ての講話です。△

とき…12月20日(金)午後２時～４時
15分△

ところ…日本現代詩歌文学館講堂△

講師…横浜市発達障害者支援セン
ターセンター長小林信

のぶあつ

篤氏△

参加料…無料△

申し込み…12月10日(火)までに同課へ

黒岩の里山で薪
まき

づくり体験

△

とき…12月７日(土)午前９時～午後３時△

ところ…くろいわ産地直売所集合△

定員…20人△

参加料…2,000円(傷害保険料、道具
使用料、燃料代、芋のこ汁を含む)△

持ち物…チェーンソー(お持ちの人)
作業着、手袋△

申し込み…11月30日(土)までに氏名、
年齢、住所、電話番号を記載しファク
スで同会へ
※雨天の場合は８日(日)へ順延します。
作った薪は持ち帰れます。

くろいわ里山保全の会　　　　　　
　 　　　　 (小田島)☎　   64-7528ＦＡＸ
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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…12月２日(月)、９日(月)、16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…12月２日(月)、16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…12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…12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…12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
12月の各種相談
 

｢図書館探検隊｣クイズに挑戦！

クイズを解きながら図書館を探検するぞ！△

とき…12月21日(土)午前９時10分
～11時30分△

ところ…同図書館△

対象…市内の小学３～６年生と保護
者(児童のみの参加も可)△

定員…６組(先着順)△

申し込み…11月26日(火)～12月12
日(木)の間に電話か直接同図書館へ(保
護者からの申し込みとします)

中央図書館　　　　　　 ☎63-3359 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 △

とき…12月７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(３DCG体験など、昼食付き)△

対象…高校生、既卒者(父母も可)△

申し込み…12月６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

ＵＲＬ

北上コンピュータ・アカデミー
 ☎0120-16-6551　 info@kca.ac.jp

26年度第３期入学選考試験

△

試験日…12月21日(土)△

選考方法…推薦、試験△

資格…平成26年３月に高校卒業見
込みの人または高校卒業と同等以上の
学力を有する人△

定員…コンピュータ・ビジネス科
50人、同・システム科50人△

申し込み…12月４日(水)～17日(火)
の間に同校へ
※募集要項がない人は連絡してくださ
い。選考は第６期まで行います。

KITAKAMI アーティスティッ
クスポーツフェスタ 2013
(公財)北上市体育協会    ☎67-6720△

とき…12月８日(日)午前10時～(開
場)、午後１時～(開演)△

ところ…北上総合体育館△

内容…男子新体操、女子新体操、器
械体操、一輪車、チアリーディング△

入場料…指定席前売り＝高校生以上
1,000円(当日1,500円)、中学生以下500
円(当日700円)、自由席前売り＝高校生
以上500円(当日700円)、中学生以下無料
※前売り券は北上総合体育館などで販
売中です。当日券は前売り券が売り切
れた場合は、販売しません。

松飾りを作ってみよう!!
県立農業ふれあい公園農業科学博物館
　 　　　　☎68-3975　　68-3962△

とき…12月22日(日)午後１時～３時△

ところ…農業科学博物館△

対象…小学３～６年生△

定員…10人(先着順)※保護者同伴△

受講料…200円(材料代)△

申し込み…12月15日(日)までに電話
またはファクスで同博物館へ

ＦＡＸ

ダイエットエクササイズ
～BO美Y体操～

△
とき…毎週火曜日、午前11時～11

時50分△

ところ…フォルダパーク△

内容…週替わりのエクササイズ△

定員・参加料…20人(先着順)・１回
500円△

持ち物…内履き、飲み物、タオル△

申し込み…同NPO法人へ

ＮＰＯ法人フォルダ　　☎72ｰ7048
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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。

福祉タクシー券の追加交付

△

対象…以下の①②両方に該当する人
①平成24年６月～25年５月までに交付
されたタクシー券をすべて使用した人②
25年度もタクシー券の交付を受けた人△

追加枚数…６枚△

交付方法…該当する人に11月末まで
に郵送します
※26年度の追加交付は12枚になります。
交付手続きの際に使用済みタクシー券
の半券を確認します。本年度使用した
タクシー券は保管しておいてください。

福祉課                         ☎72-8214

平成25年度埋蔵文化財写真展
｢北上の発掘 -前年度発掘速報-｣

△

とき…①12月８日(日)まで②12月９
日(月)～26年１月13日(月・祝)△

ところ…①生涯学習センター②ツイ
ンモールプラザりぼん橋△

内容…平成24年度に発掘調査した
市内遺跡(塚遺跡、国見山廃寺跡)、お
よび同センターから大船渡市へ派遣さ
れた職員が現地で発掘調査した遺跡
(鍛冶沢遺跡など)を写真やパネルによ
り解説します

埋蔵文化財センター　　 ☎65-0098

県民手帳の販売

　26年１月17日(金)まで同課、江釣
子・和賀民生係で販売しています。△

種類…県民手帳600円、能率手帳
700円

総務課  　 　　　　  　☎72-8228

資産税課　　　       　　☎72-8212

家屋を取り壊したらご連絡く
ださい

　固定資産税は毎年１月１日に固定資
産を所有している人に課税されます。
　今年中に家屋を取り壊した場合には、
翌年度から固定資産税が課税されなく
なります。職員が現地を確認しますの
で、家屋を取り壊した人(一部取り壊
しを含む)は、12月24日(火)までに同
課にご連絡ください。
　なお、上記の期日を過ぎてから連絡
をいただいたときは、取り壊し証明書
など取り壊し日が分かる書類の提示が
必要になる場合があります。

北上南学童保育所入所説明会

△

とき…12月１日(日)午前９時～10時△

ところ…すみれクラブ(相去町葛西
壇15-4)△

対象…平成26年４月から新しく学童
保育所への入所を希望する児童の保護者△

問い合わせ…南小学校区：すみれク
ラブ(☎67-2239)、鬼柳小学校区：た
けのこクラブ(☎67-5349)

子育て支援課　　　　  ☎72-8260

資源ごみ常設ステーション
の受け入れを休止します

△

とき…12月７日(土)
　市内に５カ所ある資源ごみ常設ス
テーションのうち清掃事業所以外の
ステーションの資源ごみ受け入れを
休止します。
　清掃事業所は午前８時30分から
正午まで受け入れます。

秋期スポーツ教室

①ソフトバレーボール△

とき…12月４日(水)、11日(水)、18
日(水)午後７時15分～８時45分
②ソフトバレーボール・ラージボール
卓球△

とき…12月５日(木)、12日(木)、19
日(木)午前10時～11時45分
③体力測定ランキング△

とき…12月10日(火)午後７時～８時
30分▲

ところ…①③北上総合体育館②黒沢
尻体育館▲

対象…①②高校生以上③なし▲

定員…①②30人③なし▲

参加料…①②３回900円、１回350
円③無料▲

申し込み…①②開講日の２日前まで
に同協会へ。③当日会場で受け付け

(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

博物館　　　　　　　  ☎64-1756

年中行事再現｢年縄づくり｣

△

とき…12月７日(土)午前10時～正午△

ところ…みちのく民俗村体験厨房△

内容…正月に飾る｢年縄｣を作ります。
作った年縄は持ち帰ることができます△

参加料…無料△

申し込み…12月５日(木)までに同館へ

地域づくり課　　　　 　☎72-8300

北上市男女共同参画フォーラム

△

とき…12月21日(土)午後１時～△

ところ…日本現代詩歌文学館△

内 容 … ① 晴 山 玲 美 氏 に よ る 講 演
｢ワークライフバランスについて」②寸
劇③大崎麻子氏による講演｢世界を歩い
て見つけた幸せに生きるためのヒント｣△

申し込み…12月20日(金)までに同課へ


