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12 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（11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

　
26件
0人
27人
270件
0人

　
（249件）
（5人）
（297人）
　（2,607件）
（24人）

　
 3件

24件
173件
67件

　
（39件）

（249件）
（1,916件）
（818件）

35,585
93,929
45,968
47,961

世帯
人
人
人

【－12】
【－　3】
【＋14】
【－17】

△

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(平成25年12月16日～１月
14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。
※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。

農業振興課☎ 72-8238

本庁舎屋上 0.04～0.05

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(ホウレンソウ)、果物(リンゴなど)、
キノコ(シイタケなど)など合計12検体につ
いて検査を実施した結果、国の基準値(１
kg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)

環境課☎ 72-8282

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(12月分)

博物館　　　　　　　　 ☎64-1756

年中行事再現｢コト八日｣

△
とき…２月８日(土)午前10時～11時△
ところ…みちのく民俗村・民俗資料

館集合△

内容…疫病除けのまじないの札をつ
くり、園内民家の門口に設置します△

参加料…無料△

申し込み…２月６日(木)までに同館
へ

美樹会冬の美術展
絵画グループ美樹会 (澤田)☎63-2033△

とき…２月８日(土)～11日(火・祝)
午前10時～午後６時△

ところ…市民交流プラザ△

入場料…無料

筝・尺八お弾初め
修声会 　　　　　 (門脇)☎65-5196△

とき…２月２日(日)午後１時30分～△

ところ…さくらホール・ミュージッ
クルーム△

入場料…無料

さくらホール10周年記念シン
ポジウム｢みんなのさくらホ
ール夢会議｣
同ホール　　 　 　　　  ☎61-3300△

とき…２月14日(金)午後６時～△

ところ…同ホール・中ホール

▽内容…多くの市民に参加していただ
き同ホールの究極の楽しみに迫ります△

入場料…無料
※同ホールへのご意見をお待ちしてい
ます。

△

対象…花いっぱい運動に取り組んで
いる団体(各家庭・個人への配布は行
いません)△

花の種類…サルビア(赤)、マリーゴ
ールド(黄)、アゲラタム(紫青)△

申し込み…２月21日(金)までに最寄
りの地区の交流センター、本庁舎総合
案内または同課(和賀庁舎１階)へ。申
込書は各申込先にあります

花いっぱい運動推進協議会
　　　　　　  (環境課内)☎72-8281

花種子・苗の配布

△

とき…２月15日(土)△

行程…北上駅発(午後４時９分)～横
手駅着(午後５時25分)～かまくら観光
～横手駅発(午後８時３分)～北上駅着
(午後９時18分)△

対象・定員…市内在住の人・30人
(申し込み多数の場合は抽選)△

参加料…1,000円(往復運賃、保険料
含む)。小学生500円、小学生未満無料△

申し込み…２月５日(水)までに同課
へ

岩手・秋田県際交流事業実行委員会
             (政策企画課内)☎72-8223

北上線で行く横手かまくらツ
アー

博物館　　　　　　　　 ☎64-1756

民俗探訪会
｢宿場のおひなさまを訪ねて｣

△

とき…２月22日(土)午前９時30分、
中央図書館西側駐車場集合△

ところ…花巻市大迫町△

定員…30人(先着順)△

参加料…1,500円(昼食代など)△

申し込み…１月30日(木)午前９時か
ら電話で同館へ
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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。

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…２月19日(水)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…作って遊ぼう△

対象…未就園児と親△

定員…20組(先着順)△

申し込み…１月28日(火)～２月12日
(水)の間にどちらかの支援センターへ
※次回は３月５日(水)を予定していま
す。

冬期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会    ☎67-6720

①ソフトバレーボール△

とき…２月５日(水)、12日(水)、19
日(水)午後７時15分～８時45分
②バドミントン・ラージボール卓球△

とき…２月６日～27日までの毎週
木曜日午前10時～11時45分
③体力測定ランキング△

とき…２月20日(木)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中学生以上▲

定員…①②30人③なし▲

参加料…①３回900円、１回350円
②４回1,200円、１回350円③無料▲

申し込み…①②各開講日の２日前ま
でに同協会へ③当日、会場で受け付け

市民スキー大会

①距離(スキー)△

とき…２月９日(日)午前９時30分～△

ところ…北上総合運動公園△

申込み…２月２日(日)までに総合体
育館(☎67-6720)へ
②大回転(スキー・スノーボード)△

とき…２月23日(日)午前10時～△

ところ…夏油高原スキー場△

申込み…２月16日(日)までに総合体
育館(☎67-6720)または夏油スキース
クール(☎65-9000)へ▲

対象…市民、市内への通勤・通学者

(公財)北上市体育協会　 ☎67-6720

　スキー、スノーボードを楽しむ交流
会。初心者には指導有り。△

とき…２月23日(日)午前８時30分～
午後７時△

ところ…夏油高原スキー場(ブラン
ニュー北上へ集合しバスで移動)△

対象…市内または金ケ崎町に勤務し
ている人※家族も参加可。△

定員…50人(先着順)△

参加料…大人4,000円、中学生以下
3,000円(リフト券、温泉代、交流会費
代、一式レンタル代、バス代、インス
トラクター代込み)△

申し込み…電話、ファクス、ホー
ムページ(http://kouryusuishinshitsu.
blog.fc2.com/)で同推進室へ
※これは北上市緊急雇用創出事業です。

企業間交流事業・ウィンター
スポーツ交流会参加者
北上商工会議所交流推進室
  　　　　  ☎72-6386　　72-6387ＦＡＸ

駐車場の利用申し込み

　東北電力(株)花北営業所南西側の九
年橋藤沢線こ線橋(本石町こ線橋陸橋)
下駐車場スペースを貸し出します。△

利用期間…４月１日～27年３月31日△

駐車スペース…2.2㍍×5.5㍍△

対象…個人のみ(法人不可)１世帯１
台限り△

利用料…年額6,230円△

申し込み…２月14日(金)までに所
定の申込書を同課へ(電話申し込み不
可)。申込者多数のときは抽選します
※申込書は市のホ－ムペ－ジからダウ
ンロ－ドできます。
抽選会△

とき…２月28日(金)午後７時～△

ところ…江釣子地区交流センター

道路環境課　　　　　　 ☎72-8273 

　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２月13日(木)午後１時～25
日(火)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…２月19日(水)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎５階第２会議室
※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

市民クロスカントリー練習会

△

とき…２月２日(日)午前10時～正午△

ところ…北上総合運動公園△

対象…小学５年生以上△

受講料…無料△

申し込み…同協会事務局へ

北上市スキー協会事務局
　　　　  　(高橋)☎090-2601-6251
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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 … ２ 月 ３ 日 ( 月 ) 、 1 0 日 ( 月 ) 、 1 7 日
(月)、24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…２月３日(月)、17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…２月13日(木)、27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…２月20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…２月27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
２月の各種相談
 

自動販売機設置方法の変更

　平成26年度から市施設の自動販売
機設置方法が現在の単年度の目的外使
用許可から賃貸借契約に変更となり、
貸し付け相手を入札で決定します。
　対象施設、入札日時など詳細は、市
のホームページに掲載します。△

貸付期間…平成26年度～28年度の
３年間△

入札参加条件…次の条件全てを満た
す者
①市在住の個人、市内に本店または営
業所を持つ法人
②自販機設置管理業務を３年以上行っ
ている者

▽貸付料…入札で決定した金額(土地
建物貸付代)＋自販機売上金額に10％
を乗じた金額

財政課                         ☎72-8250

ホームタンクからの油流出に
注意

　北上地区においてホームタンクから
油が漏れ出る事故がありました。原因
は、長期間の使用で腐食が進み、タン
クの底に穴が開いたものと考えられま
す。同様の事故を防ぐため、定期的な
点検をお願いします。また、冬期間は、
落雪や除雪作業によるタンク、配管の
破損にも十分にご注意ください。

北上地区消防組合消防本部☎65-5174

福豆鬼節分会

△

とき…２月２日(日)午前11時～午後
４時△

ところ…同館△

内容…①岩崎鬼剣舞、道地ひな子剣
舞、北上翔南高校鬼剣舞部などの公演
②福餅・福豆まき③子どもから大人ま
で楽しめるゲームなど△

参加料…無料
送迎バス運行
　当日、鬼の館駐車場は混雑します。
会場まで送迎バスを運行しますので、
ご利用ください。

鬼の館　　　　　　　    ☎73-8488

往　路 復　路
本庁舎 10:20 鬼の館 16:00
北上駅西口 10:25 江釣子庁舎 16:15
江釣子庁舎 10:40 北上駅西口 16:30
鬼の館 10:55 本庁舎 16:35

指定管理者が決定

　指定管理制度とは、市の施設を、民
間事業者やNPO法人などが効果的・
効率的に管理、運営する制度です。△

指定期間…平成26年４月１日～31
年３月31日までの５年間

財政課                         ☎72-8250

施設名 指定管理者
サンレック北上 NPO法人フォルダ

ハートパルきたかみ 北上機械鉄工業協同組
合

ふるさと体験館｢北
上｣

(一財)きたかみ地域振
興財団

北上市憩いの森 北上市森林組合
北上市市民交流プラ
ザ 北上都心開発(株)

北上市アカデミース
ポーツ施設 (職)北上情報処理学園

北上市貸研究工場棟 (株)北上オフィスプラザ
江釣子老人福祉セン
ター

(社)北上市社会福祉協
議会

北上市日本現代詩歌
文学館

日本現代詩歌文学館運
営協会

北上市文化交流セン
ターさくらホール (一財)北上市文化創造

北上総合体育館ほか
５施設 (公財)北上市体育協会

市営本通り駐車場 北上都心開発(株)
江釣子多目的研修セ
ンター

江釣子多目的研修セン
ター管理委員会
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デジアナ変換終了時期

　ケーブルテレビのデジアナ変換サー
ビスは、2015年３月までに終了しま
す。引き続きご覧いただくために、地
上デジタル放送の準備をお願いします。

▽ 地デジ受信の３つの方法…①デジタ
ル放送対応のテレビに買い替える②デ
ジタル放送対応のチューナーをアナロ
グテレビに接続する③ケーブルテレ
ビに加入して専用チューナー(セット
トップボックス)を接続する△

問い合わせ…午前９時～午後６時の
間に、総務省地デジコールセンター
(☎0570-07-0101、IP電話などでつな
がらない場合は☎03-4334-1111)へ
※デジアナ変換とは、デジタルの電波
をアナログに変換し、アナログテレビ
でも地デジが暫定的に見られるように、
総務省がケーブルテレビ会社などに対
して、2015年３月までの期間で実施
するよう要請したサービスです。

東北総合通信局放送部有線放送課
　　　　　　   　 ☎022-221-0706
広聴広報課　　     　　  ☎72-8231

競争入札等参加資格審査申請
の受け付け(平成26年度追加分)

　平成26年度の入札・見積に参加を
希望する業者は、｢競争入札等参加資
格審査申請書｣を提出してください。
要領・様式は市のホームページからダ
ウンロードできます。また、同課でも
配布します。
　なお、平成25年２月に申請し、登
録受理証を受けている業者は、改めて
申請する必要はありません。△

受付期間…２月３日(月)～28日(金)△

提出方法…持参または郵送(〒024-
8501住所記載不要)で同課へ△

対象業種…①建設工事②測量・コン
サルタントなど③物品などの製造・販
売および役務の提供
※次の団体でも同様の要件で受け付け
ます。それぞれの団体に確認し提出し
てください。
○北上地区広域行政組合

　   成田23-55-1　☎68-2203
○北上地区消防組合
　　　　　　柳原町2-3-6　☎65-5171
○岩手中部水道企業団

和賀町煤孫3-320-6　☎73-5300
『平成25年２月に岩手中部広域水道
企業団で受理された申請書は、岩手中
部水道企業団(４月事業開始)に引き継
がれます』
※岩手中部広域行政組合(和賀庁舎１
階 ☎72-8286・8287)は市の業者登録
を準用しますので、同組合の入札・見
積へ参加を希望する業者は、市に申請
書を提出してください。

契約検査課　     ☎72-8262・8263

除雪作業中の事故に注意！

　一人での除雪作業は危険です。地域
一斉の雪下ろしなど、除雪は必ず２人
以上で行いましょう。

消防防災課　　　　   　 ☎72-8306

命を守る除雪中の事故防止10カ条
○作業は家族、となり近所にも声掛
けて２人以上で
○建物のまわりに雪を残して雪下ろし
○晴れの日ほど要注意、屋根の雪が
ゆるんでる
○はしごの固定を忘れずに
○エンジンを切ってから！除雪機の
雪詰まりの取り除き
○低い屋根でも油断は禁物
○作業開始直後と疲れたころは特に
慎重に
○面倒でも命綱とヘルメットを
○命綱、除雪機など用具はこまめに
手入れ・点検を
○作業のときには携帯電話を持つ

△

とき…２月１日(土)午後１時～４時△

ところ…ホテルグランシェール花巻△

内容…求人企業と求職者との個別面
談、花北・胆江地域における生活・企
業情報などの提供など△

対象…26・27年３月卒業予定の学
生または転職やＵ・Ｉターン就職を希
望する社会人で花巻市・北上市・奥州
市・金ケ崎町・西和賀町に就職を希望
する人

平成26年花北・胆江地域合同
就職ガイダンス
北上雇用対策協議会
　           (工業振興課内)☎72-8244

おはなし会スペシャル

中央図書館△

とき…２月９日(日)午前10時30分～
11時30分△

内容…お父さんたちによる読み聞か
せです。田中尚人氏(グランまま社編集長、
パパ’S絵本プロジェクトメンバー)と久留
島太郎氏(千葉大学教育学部付属幼稚園教
諭)をゲストに迎え｢さんびきのやぎのが
らがらどん(絵本歌)｣などの読み聞かせ△

講師…オンサンデイズ
江釣子図書館△

とき…２月７日(金)午前10時～11時△

内容…切り絵紙芝居｢月のうさぎ｣ほか△

講師…飯坂恭治▲

対象・入場料…幼児、児童・無料

中央図書館                    ☎63-3359


