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1 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（12月31日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成26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
0人
24人
323件
1人

　
（21件）
（0人）
（24人）
　（323件）
（1人）

　
 1件

17件
174件
81件

　
（1件）

（17件）
（174件）
（81件）

35,611
93,953
45,977
47,976

世帯
人
人
人

【＋26】
【＋24】
【＋　9】
【＋15】

△

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26年１月15日～２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。
※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 0.05～0.06

和賀庁舎 0.04～0.07

(単位：μSv/時)

◎簡易放射線測定器を貸し出しています

　今月は検査検体がありませんでした。

＝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　　　(１月分)

建築物防災週間

　３月１日(土)から７日(金)は、建築
物防災週間です。この週間は、災害に
よる人命と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。期間中、同センターに防災
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。

県南広域振興局土木部
北上土木センター     　  ☎65-2738

△

とき…３月22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３コース(ビジネス、CD・
CAD、システム)、昼食付き△

対象…高校生、既卒者※父母も可。△

申し込み…３月20日(木)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

鬼柳小学校教育振興会　同小学校
昭 和 3 5 年 度 卒 業 生 同 級 会 一 同 か ら
40,303円

市内小学校　北上地区少年警察ボラ
ンティア協会から６年生へ反射キーホ
ルダー(1,056個)

市　(医社)敬和会から地域福祉基金
として100万円〇及川勝雄さん(二子
町)から福祉のため５万円〇三菱製紙
(株)北上事業本部から2014年版点字付
きカレンダー100部〇(一社)岩手県高
圧ガス保安協会北上支部からガス・ガ
ソリンハイブリッド式非常用小型発電
機１台、LPG容器(５kg)１本〇及川卓
さん(里分)からSHOWAソフトテニス
用ネット18張〇(有)かぎや菓子本舗か
ら障がい福祉施設へクリスマスケーキ
５号36個

北上川に鯉のぼりを泳がせる会
　　　　　　　　  (高舘)☎63-4382
商業観光課　　　　　　 ☎72-8241

　使っていないこいのぼりがありまし
たら、ぜひお譲りください。△

問い合わせ…電話で同会、同課へ

こいのぼりを譲ってください

夏油高原スキー場のナイター
営業は終了しました

　夏油高原スキー場の今季のナイター
営業は２月22日(土)で終了しました。
　スキー場の営業日については５月６
日(火・振休)を最終日としておりまし
たが、積雪状況によっては、最大６月
１日(日) まで週末営業いたします。
　詳しくは夏油高原スキー場ホーム
ページ(http://geto8.com/)をご覧くだ
さい。

夏油高原スキー場  　　   ☎65-9000
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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。

中国歴史講座

△

とき…３月28日(金)・29日(土)午後
６時～８時(全２回)△

ところ…生涯学習センター△

内容…防衛医科大学校専任講師の
宮岸雄介さんによる講話｢越境する文
学ー近代における東アジア文学の交流
史ー魯迅、漱石、芥川の東アジア社会
観点描｣△

定員・受講料…30人(先着順)・無料△

申し込み…３月27日(木)までに同協
会へ

北上市日中友好協会
　　　　　　　  (事務局)☎65-7191

希望郷いわてモニター

　県では、県の施策についてのアン
ケートに回答いただく｢希望郷いわて
モニター｣を募集しています。△

活動期間…４月１日～平成28年３
月31日(２年間)△

応募条件…県内在住の満20歳以上
の人(平成26年４月１日現在)△

募集人数…200人△

申し込み…３月20日(木・当日消印
有効)までに郵便番号、住所、氏名(ふ
りがな)、性別、生年月日、電話番号、
職業、通知方法(郵送・電子メール・
両方)、回答方法(郵送・インターネッ
トのいずれか)、電子メールアドレス、
各種モニター経験の有無(有る場合は
名称・年度)を記入し、はがき(〒020-
8570住所記載不要・同課｢希望郷いわ
てモニター｣募集係あて)、ファクス、
電子メールで同課へ
※協力いただいた人に年に一度、記念
品を贈呈します。

岩手県庁広聴広報課
☎019-629-5281 　 019-651-4865            
　　　　　　   koucho@pref.iwate.jp

ＦＡＸ

要約筆記者を目指す人たちの
ための説明会

　

要約筆記とは、聴覚障がいのある人
のために話の内容をその場で｢手書き｣
や｢パソコン｣で文字にして伝える筆記
通訳のことです。△

とき…３月９日(日)午後１時30分～
３時30分(午後１時受け付け開始)△

ところ…いわて県民情報交流セン
ター｢アイーナ｣４階研修室△

内容…①聴覚障がい者とは②要約筆
記通訳活動③養成講習会の概要△

申し込み…同センターへ

県立視聴覚障がい者情報センター
☎019-606-1743  　 019-606-1744
    　　　　　　　iwatesan@aiina.jp

ＦＡＸ

スポーツ安全保険加入の案内
(公財)スポーツ安全協会岩手県支部        
　　　　　　　　  ☎019-648-0400              

　この保険は、傷害保険と賠償責任保
険および突然死葬祭費用保険を組み合
わせたものです。△

保険期間…４月１日(火)～27年３月
31日(火)△

対象…５人以上のグループ△

申し込み…３月１日(土)から郵便局
へ。加入依頼書は、北上総合体育館、
市内体育施設、スポーツ推進課にあり
ます

△

とき…３月14日(金)午前10時～11
時△

ところ…sobe's cafe(花巻市山の神
578-4)△

内容…マクロビオティックのスイー
ツとお茶を飲みながら心と体が美人に
なる話と座談会△

対象…市内在住の親子△

定員…10組(先着順)△

参加料…1,000円△

申し込み…住所、氏名、電話番号を
明記し、電子メールで同団体へ

平成25年度まちづくりチャレン
ジ補助金採択事業

sobe's cafeのスイーツと元気に
なる食べ方・出し方
きたかみ子育てネット
  　   　　  (高橋)☎090-7332-1039
              info@kitakoso.babymilk.jp

(公財)北上市体育協会       ☎67-6720△

とき…３月20日(木)午後７時～８時
30分△

ところ…北上総合体育館△

対象・定員…中学生以上・なし△

参加料…無料△

申し込み…当日、会場で受け付け

体力測定ランキング

△

とき…３月27日(木)正午～午後２時△
ところ…北上ドクターズレストラン

一花や(上野町５丁目)△

内容…厨房から店主の解説をライブ
中継。管理栄養士(医師)による追加解
説、会食(ヘルシー日替わり定食、低
カロリーデザート、コーヒー)△

定員…30人(先着順)△

参加料…1,300円△

申し込み…３月17日(月)までに参加
料を添え同クリニックへ(市外の人は
電話受け付けも可能です)

第１回ヘルシー調理ライブ
～主食について～
坂の上野　田村太志クリニック
　　　　　　　　　   　 ☎65-1111
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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…３月３日(月)、10日(月)、17日(月)、
24日(月)、31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…３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…３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…３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…３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
３月の各種相談
 

　市は、住みやすい地域社会づくりに
取り組むため、第２次北上市地域福祉
計画の素案を作成しました。この素案
について皆さんからご意見を募集しま
す。素案は市のホームページからダウ
ンロードできるほか、市役所３庁舎、
各地区の交流センター、市民活動情報
センターで見ることができます。△

提出方法…３月７日(金)までに持参、
郵送(〒024-8501住所記載不要)、ファ
クス(64-2202)、電子メール(fukushi@
city.kitakami.iwate.jp)で同課へ

第２次北上市地域福祉計画(素
案)へのパブリックコメント
福祉課　　　　　　　　 ☎72-8213

△

内容…①水稲全作研修…播種・育苗
から収穫乾燥調整までの全作業および
農業経営②大型農業機械オペレーター
研修…大型農業機械の操作やメンテナ
ンス
※平成27年３月までの通年研修。△

対象…市内での就農を志向する人、
または就農からおおむね８年以内の人△

定員・参加料…①②ともにおおむね
３人・10,000円程度(傷害保険料など)△

申し込み…３月31日(月)までに所定
の応募用紙に記入し同社へ。書類審査
により受講者を決定します
※募集要項および応募用紙は同社で配
布。希望により研修と併せて同社の臨
時職員として就業することも可能です。

水稲全作研修・大型農業機械
オペレーター研修
北上市機械化農業公社

☎  　  73-6022     
kkikai02@wtv-net.jp

ＦＡＸ

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

26年度第６期入学選考試験

△

試験日…３月28日(金)△

選考方法…書類、面接、筆記試験△

資格…平成26年３月に高校卒業見
込みの人、または高校卒業以上の人△

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…３月12日(水)～26日(水)
の間に同校へ
※募集要項がない人は連絡してくださ
い。

はじめてのヒップホップダンス

△
とき…毎週木曜日、午後７時30分

～８時20分(３月６日は休み)△

ところ…フォルダパーク△

対象…小学生△

定員・参加料…なし・１回500円△

持ち物…上履き、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

△

とき…３月22日(土)午前10時30分
～午後１時△

ところ…生涯学習センター調理実習
室△

対象…市内在住の親子※無料託児あ
り。△

定員…15組(先着順)△

参加料…200円(材料費)△

申し込み…住所、氏名、電話番号を
明記し、電子メールで同団体へ

平成25年度まちづくりチャレン
ジ補助金採択事業

イチゴ大福・彼岸団子・みたら
し団子づくり
きたかみ子育てネット
  　   　　  (高橋)☎090-7332-1039
              info@kitakoso.babymilk.jp
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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。

　公的個人認証サービスに関するネッ
トワーク更新作業のため、次の申請を
一時停止します。ご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。△

とき…３月11日(火)午前９時30分～
午後１時△

対象…電子証明書の新規発行・更
新・失効

公的個人認証サービスに関す
る申請を一時停止します
市民課                         ☎72-8200

　システムの入れ替えおよび設定作業
を行うため、市役所宛ての電子メール
が一時不通となります。ご迷惑をお掛
けしますが、よろしくお願いします。△

とき…３月11日(火)午前９時30分～
午後３時

市役所宛ての電子メールが一
時不通となります
広聴広報課                   ☎72-8231

林業座談会
農林企画課　　　　　　 ☎72-8237
北上市森林組合　   　    ☎63-6618△

とき…①３月11日(火)午後２時～３
時30分②12日(水)午前10時～11時30
分③12日(水)午後２時～３時30分④
13日(木)午前10時～11時30分⑤13日
(木)午後２時～３時30分△

ところ…①藤根地区交流センター②
和賀庁舎３階中会議室③本庁舎５階第
２会議室④更木地区交流センター⑤口
内地区交流センター△

内容…松くい虫被害木、森林経営計
画制度など

農林企画課　                ☎72-8235△

とき…４月25日(金)～11月中旬の毎
週木曜日△

ところ…ふるさと体験館｢北上｣など△

内容…農業の基礎知識、実習ほ場で
の野菜栽培、生産現場の見学、農業者
ほ場で農作業体験△

対象…市内在住の農業に興味がある
健康な人、農業サポーターを目指す人△

定員・参加料…20人・10,000円程
度(種苗代と保険料)△

申し込み…３月25日(火)までに所定
の申込用紙に記入し同課へ
※初めて受講する人を優先し、定員に
なり次第締め切ります。申込用紙は本
庁舎総合案内、江釣子庁舎江釣子民生
係、和賀庁舎和賀民生係で配布するほ
か、市のホームページからもダウン
ロードできます。※

平成26年度から(一財)きたかみ地域
振興財団が実施します。

｢きたかみ農
の う が っ こ う

楽校｣受講生

北上市国際交流ルーム　 ☎63-4497

｢一万羽鶴彫刻｣除幕式

　姉妹都市コンコード市は東日本大震
災の際に千羽鶴を作るイベントを行い
ました。その時の鶴が｢一万羽｣に達し、
その鶴で彫刻を作成。彫刻の完成を記
念し除幕式が行われます。Skypeで除
幕式に参加しませんか。△

とき…３月10日(月)午前６時30分～△

申し込み…３月５日(水)までに同
ルームへ

夏油高原(水上牧野)ナイトス
ノーシュートレッキング
夏油高原活性化タスクフォース・ト
レッキング部会
　　　　  (商業観光課内)☎72-8241
夏油高原山楽会

(水神温泉山照園内)☎73-6699
△

とき…３月15日(土)午後６時30分～
８時、午後６時15分までに水神温泉
山照園前集合
※吹雪の場合は中止することがありま
す。月が出ていない場合でも懐中電灯
などの照明で歩きます。△

コース…水上牧野頂上までの往復△

定員…50人(先着順)△

参加料…500円(ガイド料など)
※スノーシューは500円で貸し出し。△

申し込み…３月11日(火)午後４時ま
でにどちらかの事務局へ

△

対象…緩和ケアボランティア活動に
興味があり、平日の日中に活動ができ
る人△

申し込み…３月20日(木)までにホー
ムページ(http://www.chubu-hp.com/
media/2/kanwa_volunteer.pdf )に掲
載の申込書および同意書に記入し持参
または郵送(〒024-8507村崎野17-10)
で同病院総務課総務係へ
※事前研修と面接(４～５月予定)があ
ります。

緩和ケア病棟ボランティア
岩手県立中部病院　   　 ☎71-1511

　３月13日(木)まで、皆さんからご意
見を募集します。素案は市のホームペ
ージからダウンロードできるほか、各
地区の交流センターに置いています。

北上市観光ビジョン(素案)へ
のパブリックコメント
商業観光課　　　　　　 ☎72-8241


