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11 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（10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

　
21件
2人
28人
175件
1人

　
（223件）
（5人）
（270人）
　（2,337件）
（24人）

　
 3件

29件
155件
70件

　
（36件）

（225件）
（1,743件）
（751件）

35,597
93,932
45,954
47,978

世帯
人
人
人

【＋47】
【＋47】
【＋43】
【＋　4】

△

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(11月18日～12月13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 0.08
飯豊学童保育所 0.06
竪川目運動場 0.05
江釣子小学校 0.06
北上総合運動公園 0.07
照岡小学校 0.10
口内小学校 0.11
和賀庁舎 0.05～0.08

(単位：μSv/時)

◎簡易放射線測定器を貸し出しています

　野菜(大根など)、キノコ(エノキダケな
ど)、その他玄米などの、22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。　

＝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。

(国が示した学校などの望ましい数値：１mSv/年
を下回る数値)
(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)
※積雪による放射線量の遮へい効果が立証された
ため、本庁舎屋上、和賀庁舎以外の施設は平成26
年１月～３月の間、放射線測定を休止します。

環境課☎ 72-8282

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(11月分)

いわて就職ガイダンス

△

とき…１月18日(土)午後１時～４時
30分△

ところ…岩手産業文化センター・ア
ピオ△

対象…27年３月卒業予定の大学院、
大学、短期大学、専門・専修学生など

(公財)ふるさといわて定住財団
                          ☎019-653-8976

湯田ダム放流警報施設の増設

　１月20日から、増設した放流警報
施設での運用を開始します。
　同ダムでは、ダムからの放流時に和
賀川沿いに設置している19カ所の警
報所から警報音と音声放送で放流警報
を行っています。しかし、夜間に警報
音が聞こえづらい地域があることから、
新たに警報所１カ所を新設し、次の通
り放流警報を行い河川利用者の事故防
止に努めます。なお、試験調整のため、
１月17日の日中に試験的に警報音を
鳴らしますので、ご理解とご協力をお
願いします。
警報パターン：チャイム＋音声＋サイ
レン
音声：｢こちらは湯田ダムです。間も
なくダムから水を流し始めます。この
ため和賀川の水位が上昇する見込みで
すので、十分注意してください｣

同ダム管理支所　  ☎0197-74-2011

新設警報所 所在地

横川目第二警報所 和賀町横川目４地割(石
羽根ダム)

岩手県特定(産業別)最低賃金
の改正

　全ての事業主は雇用する労働者(パ
ート、アルバイトなどを含む)に最低
賃金以上の賃金を支払わなければなり
ません。詳しくは同労働局または最寄
りの労働基準監督署へお問い合わせく
ださい。

岩手労働局　        ☎019-604-3008

産業別 発効日 最低賃金額
(時間額)

鉄鋼業、金属線製品、
その他の金属製品製造
業

12月28日 740円

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具
製造業

12月28日 718円

光学機械器具・レン
ズ、時計・同部分品製
造業

12月28日 729円

各種商品小売業 ２月１日 729円

自動車小売業 12月28日 751円

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。

△

とき…２月２日(日)午前９時～△

ところ…北上総合体育館△

種目…１チーム３人以上の団体戦△

資格…小学生以上△

参加料…１チーム2,000円△

申し込み…１月７日(火)までに郵送
(〒024-0094本通り3-1-10)でアイガー
スポーツ気付鬼っ子団体卓球大会へ

北上鬼っ子団体卓球大会
北上市卓球協会
                (大泉)☎090-7078-5678
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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。

冬期スポーツ教室

①ステップエアロ△

とき…１月９日～３月20日までの
木曜日(全10回)午前の部＝午前10時30
分～11時30分、夜の部＝午後７時～
８時
②ショートテニス・ラージボール卓球△

とき…１月９日(木)、16日(木)、23
日(木)、30日(木)午前10時～11時45分
③ショートテニス△

とき…１月10日～３月７日までの
金曜日(全７回)午前10時～11時45分▲

ところ…①③北上総合体育館②黒沢
尻体育館▲

対象…高校生以上▲

定員…①各70人②③30人▲

参加料…①10回3,000円、１回500
円②４回1,200円、１回350円③７回
2,100円、１回350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…１月14日～３月25日の祝日
を除く毎週火曜日(全10回)午後６時～
６時40分△

ところ…生涯学習センター△

内容…ストレッチ、やさしい太極拳△

対象・定員…成人女性・10人△

参加料…各回200円△

持ち物…上履き、水、動きやすい服△

申し込み…１月10日(金)までに同団
体へ
※定例の練習(午後７時～８時45分)を
見学することもできます。

お勤め帰りに太極拳
武術太極拳しらゆり
                (昆野)☎080-5558-6578

△

とき…２月３日(月)～５月２日(金)
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7,539円は自
己負担)△

申し込み…１月15日(水)までに同ハ
ローワークへ

求職者支援訓練
｢ビジネスパソコン基礎科｣
ハローワーク北上　   　 ☎63-3314

△

とき…月曜日(月３回)午後５時30分
～６時30分△

ところ…森山総合公園生涯スポーツ
センター温水プール△

対象…スイミングスクールに通って
いない小学生△

会費…月謝2,500円(施設料、指導料、
保険料含む)△

持ち物…水着、スイミングキャップ、
ゴーグル、タオル、水筒△

申し込み…同少年団へ
※見学も受け付けています。事前に連
絡をお願いします。

北上swimmingスポーツ少年
団員
同少年団　 (大内)☎050-5867-6996
　 kitakami.swim.sp.bysc@gmail.com

子育て教室
｢とりわけて作る離乳食!!｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援センター
                                  ☎67-1021

　大人のおかずから取り分けて作る簡
単な離乳食を紹介します。△

とき…２月５日(水)午前10時～11時
30分△

ところ…おにやなぎ保育園地域子育
て支援センター室△

対象…６カ月～１歳６カ月の子と親△

定員…15組(先着順)△

持ち物…子どものエプロン、飲み物
(水かお茶)、タオル△

申し込み…直接、同支援センターへ

会員証デザイン
(社)北上地区勤労者福祉サービスセン
ター                            ☎62-0033△

デザイン要件…①同センターと会
員、協力企業をつなぐツールとして爽
やかな印象を与えるもの②サイズは
57×76ｍｍ③同センターのイメージ
マークをレイアウトすること(縦横比
率を変えないこと)△

応募方法…２月28日(金)までに所定
の応募用紙に必要事項を記入し、郵送
(〒024-0095芳町2-8北上地区合同庁舎
内)または直接同センターへ

子育て講座｢親子で節分製作
を楽しみましょう｣

△

とき…１月17日(金)午前10時～11
時△

ところ…いわさき認定こども園保育
室△

対象…未就園児と親(祖父母も可)△

定員…10組(先着順)△

申し込み…電話で同園へ

いわさき認定こども園    ☎73-8111
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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…１月６日(月)、20日(月)、27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…１月20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…１月９日(木)、23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…１月16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…１月23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
１月の各種相談
 

きたかみ木質バイオマスフェ
ア2013

第１部　木質バイオマス利用拡大フォ
ーラム△

とき…１月18日(土)午後１時30分～
３時30分△

ところ…市民交流プラザ△

内容…①講演｢西和賀町の薪
まき

ストー
ブ利用世界一のまちづくりと病院チッ
プボイラー｣②薪ストーブ、薪ボイラ
ー、燃焼機器などの展示会△

申し込み…当日、会場で受け付け
第２部　木造住宅シンポジウム△

とき…１月19日(日)午後１時30分～
４時△

ところ…市民交流プラザ△

内容…①テーマ解説｢家庭のエネル
ギー消費の問題と木造への期待｣②情
報提供(予定)｢少エネの世界最高基準
のパッシブ住宅建築と生活体験｣｢駅前
新まちづくりと紫波型エコハウスの普
及｣｢あじさい都市と低炭素まちづくり｣
③パネルディスカッション｢よい家は
よいまちをつくる｣△

申し込み…１月16日(木)までに同課
へ

きたかみ地球温暖化対策協議会
                                  ☎64-5480
環境課                         ☎72-8283

　平成26年４月１日から消費税お
よび地方消費税の税率が８％に引
き上げられます。詳しくは、国税
庁のホームページ(http://www.nta.
go.jp)をご覧ください。

消費税および地方消費税が
変わります

花巻税務署　☎0198-23-3341

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…１月24日(金)午前10時～11
時30分△

ところ…黒沢尻東地区交流センター△

内容…親子エアロビクス△

対象…２歳ぐらい～未就園児と親△

定員…20組(先着順)△

申し込み…１月７日(火)～21日(火)
の間にいづれかの支援センターへ
※次回は２月19日(水)を予定していま
す。

３次元CAD｢SolidWorks基礎
トレーニングコース｣

△

とき…１月20日(月)～24日(金)午前
９時～午後４時△

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…12,500円(テキスト代含む)△

申し込み…１月14日(火)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

初心者の武術太極拳
北上太極拳同好会事務局 ☎66-2452△

とき…１月９日(木)から毎週木曜
日、午後１時30分～３時30分△

ところ…サンレック北上△

会費…月額2,500円、入会金1,000円△

持ち物…上履き、水、動きやすい服△

申し込み…１月７日(火)までに同会
事務局へ
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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。

新春大乗神楽公演

△

とき…１月12日(日)午前10時～午後
３時△

ところ…鬼の館△

出演団体…和賀大乗神楽、村崎野大
乗神楽、宿大乗神楽、上宿和賀神楽、
二子築舘神楽、道の上山伏神楽、新平
神楽の７団体△

鑑賞料…無料(ただし、展示を鑑賞
する場合は入館料が必要)

文化財課                      ☎65-0098

市民開放展

第１期　小原ハルミ写真展｢四季の詩｣△

とき…１月10日(金)～２月13日(木)
第２期　原良子｢面と絵　展示会｣△

とき…２月18日(火)～３月30日(日)▲

ところ…同館

鬼の館                         ☎73-8488

　

　広報きたかみ第547号(12月13日
発行)６ページの｢北上市の国際化の
取り組みをご紹介します｣の記事中、
｢この事業は(財)自治総合センター
の宝くじ助成である｣の誤りでした。
おわびして訂正します。

おわびと訂正

　市が差し押さえた動産をインター
ネット上で公売します。参加申し込み
受け付けは１月７日(火)午後１時～20
日(月)午後11時です。参加方法・公売
方法は市のホームページをご覧くださ
い。
インターネット公売物件の下見会△

とき…１月14日(火)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎４階収納課
※公売は予告なく中止になる場合があ
ります。

差し押さえ物件の公売
収納課                         ☎72-8253

発達障がいを持つ中・高生の
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・アスペル
ガー症候群などの発達障がいを持つ
中・高生の支援についての講話です。△

とき…１月20日(月)午後２時～４時
15分△

ところ…北上オフィスプラザ△

内容…オフィスぼん代表中山清司氏
による講演｢中・高生の発達障がい～
二次障害を防ぐための療育・教育と支
援～｣△

対象…療育、教育、福祉など発達障
がい児・者の支援関係者および市民△

定員・参加料…120人・無料△

申し込み…１月10日(金)までに同課
へ

園庭開放
｢お父さんとあそぼう｣
大通り保育園地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　　 ☎63-2118△

とき…１月25日(土)午前10時30分
～11時30分△

ところ…大通り保育園園庭△

内容…お父さんと雪遊び△

対象…１歳(一緒に遊ぶことができ
ればその前でも可能)～未就園児と親△

定員…30組(先着順)△

持ち物…防寒着、飲み物(水かお茶)、
着替え、ある人はそりなど。△

申し込み…１月７日(火)から同支援
センターへ
※大雪や吹雪のときは中止します。

和賀体育館の利用ができなく
なります

　耐震補強工事のため、次の期間利用
できなくなります。△

期間…１月27日(月)～３月31日(月)

スポーツ推進課             ☎72-8270

被災者生活再建支援金の申請
期間の再延長

　東日本大震災の被害が広範囲で甚大
だったことから、基礎支援金の申請期
間が延長されました。
　住宅が半壊し、やむを得ず解体した
世帯などで未申請の場合は申請をする
ことができます。△

申請期限…平成27年４月10日まで
(１年間延長)

福祉課                         ☎72-8213市営本通り駐車場は年越し営
業します

　12月31日(火)～１月１日(水)にかけ
ての夜は常時入出庫可能です。

都市計画課                   ☎72-8276

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。


