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２月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（１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

　
16件
0人
17人
277件
2人

　
（37件）
（0人）
（41人）
　（600件）
（3人）

　
 1件

18件
153件
77件

　
（2件）

（35件）
（327件）
（158件）

35,599
93,907
45,953
47,954

世帯
人
人
人

【－12】
【－46】
【－24】
【－22】

△

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(２月14日～３月14日)

※地上または屋上床上１ｍを測定。平成
25年５月１日からは市役所本庁舎屋上を
毎週月・木曜日の測定とし、和賀庁舎玄関
前にて測定(月～金曜日)しています。
※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８定点施設は平成26年１月～３月の間、
放射線測定を休止しています。

農業振興課☎ 72-8238

本庁舎屋上 0.05～0.06

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

　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　　　(２月分)

口内保育園　口内１区老人クラブ女
性部から雑巾28枚

江釣子保育園　江釣子ライオンズク
ラブから図書カード(２万円)

こども療育センター　北上商工会議
所女性会からトランポリン２台

黒沢尻西小学校　北上市老人クラブ
連合会黒西支部女性部からタオル60
枚、雑巾10枚

鬼柳小学校　鬼柳老人クラブ女性部
から雑巾150枚

北上中学校　安原孝郎さん(本通り)
からコンサートビブラホン１台、コン
サートマリンバ１台

中央図書館　北上読書連絡会から大
活字本67冊

市　松野カヲルさん(大通り)から北
上市がん対策基金として２万円〇岩手
日報北上広華会から子育て支援や育児
相談のため37,474円〇北上市諏訪町商
店街振興組合から岩間正男氏制作のモ
ニュメント１基(幅2.4ｍ×奥行1.2ｍ×
高さ1.88ｍ、重さ約6.5ｔ)〇(株)東芝
から森林整備活動のため1,273,926円
〇サトーホルディングス(株)北上工場
から新入学児童の交通事故防止のため
交通安全シール1,000枚

いわて就職面接会Ⅰ

▽ とき…４月19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(滝沢市)△

内容…企業との面談、市町村による
雇用・地域情報の提供、ハローワーク
による就職相談、その他団体による各
種就職相談など△

対象…平成27年３月卒業予定の大
学院、大学、短大、高専、専門・専修
学生、既卒者および一般求職者

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

子育て支援事業

ブックスタート事業
　今年誕生した赤ちゃんに絵本を贈っ
ています。対象は、和賀町内に住んで
いる今年生まれた赤ちゃんです。対象
の赤ちゃんのいる人は、同福祉セン
ターに電話で申し込み、都合の良い日
に来館してください。
｢子育てポッポ｣
　お子さんを遊ばせながら、子育て中
のお母さん同士おしゃべりしませんか。
同支部では、北上地区更生保護女性の
会和賀支部と和賀地区の民生委員と共
催して、26年度も次のとおり開設し
ます。参加は無料で、若いお母さんた
ちの子育ての悩み相談もできます。お
ばあちゃんも参加できます。△

とき…４月３日、５月８日、６月５
日、７月３日、８月７日、９月４日、
10月２日、11月６日、12月４日、27
年３月５日の木曜日(全10回)午前10時
～11時30分△

ところ…和賀町総合福祉センター

北上市社会福祉協議会和賀支部
(和賀町総合福祉センター)☎72ｰ2500

　借金を抱えてお悩みの人は、一人で
悩まず、お気軽にご相談ください。△

とき…月～金曜日(祝日、年末年始
除く)午前８時30分～午後５時15分△

ところ…同事務所(盛岡合同庁舎４階)

多重債務無料相談窓口
東北財務局盛岡財務事務所
　　　　　　　　  ☎019-622-1637
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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。

　展勝地のあじさい畑のお手入れに参
加してくださるようお願いします。△

とき…４月６日(日)午前６時～８時△

集合場所…展勝地あじさい畑の前△

持ち物…ゴム手袋、熊手など

さくらまつり前の展勝地あじ
さい畑清掃
北上あじさいの会事務局
　　　　　　　　  (橋本)☎64-1745

JICAボランティア
JICA東北　   　　 ☎022-223-4772△

募集部門…①青年海外協力隊②シニ
ア海外ボランティア△

申し込み…４月１日(火)～５月12日
(月)の間に同団体へ
体験談＆説明会(①②合同)△

とき…４月６日(日)午前10時～午後
０時30分、16日(水)午後７時～９時△

ところ…いわて県民情報交流セン
ター(アイーナ)

小型車両系建設機械運転技能
講習会安全衛生特別教育

　機体重量３ｔ未満の小型車両系建設
機械(整地など)の運転業務を行う場合、
この教育を修了する必要があります。△

とき…５月８日(木)午前９時～午後
５時、９日(金)午前９時～午後４時△

ところ…北上高等職業訓練校△

対象…小型車両系建設機械の運転業
務に従事する満18歳以上△

受講料…20,000円(テキスト代含む)△

持ち物…筆記用具、昼食、印鑑△

申し込み…４月18日(金)午後５時ま
でに申込書を記入し受講料、写真(24
×30mm)を添えて同協会へ
※この講習を受講すると10月実施予
定の３ｔ以上の車両系建設機械(整地、
運搬、積込、掘削)運転講習会の受講
資格を取得できます。

職業訓練法人北上職業訓練協会
 　　　　  ☎81-5577 　　81-5578ＦＡＸ

ピラティスで身体リセット！
ＮＰＯ法人フォルダ　　☎72ｰ7048△

とき…４月12日(土)、26日(土)午後
１時～１時50分
※以降は毎月２回開催△

ところ…フォルダパーク△

参加料…１回500円△

持ち物…タオル、飲み物、ピラティ
スマット(なければバスタオル)△

申し込み…同ＮＰＯ法人へ

△

とき…４月９日(水)、５月14日(水)、
６月11日(水)、７月９日(水)、９月10
日(水)、10月８日(水)、11月12日(水)
午前９時集合△

集合場所…せせらぎ公園△

参加料…１回300円(保険料など)△

申し込み…同協会へ

ウオーキング教室(初心者)
北上市ウオーキング協会
(及川)☎67-4173、(村田)☎64-1409

△

とき…６月７日(土)△

ところ…岩手県営運動公園など△
対象…県内在住で満13歳以上(４月

１日現在)の身体・知的・精神障がい者△

種目…陸上、水泳、卓球、サウンド
テーブルテニス、アーチェリー、ボウ
リング、フライングディスク
※障がいの種類や年齢により出場でき
ない競技、種目により人数の制限があ
ります。△

申し込み…４月16日(水)までに同課へ

岩手県障がい者スポーツ大会
選手
福祉課　　　　　　　　 ☎72-8214

春の全国交通安全運動
４月６日～15日

４月10日:｢交通事故死ゼロを目指す日｣

発進は　
　チャイルドシートの笑顔見て
重点
●子どもと高齢者の交通事故防止
●自転車の安全利用の推進
●全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶

北上市交通安全対策協議会
(地域づくり課)　☎72-8301

NPO法人未来の扉　    　　☎72-6573
　               tobira@aioros.ocn.ne.jp

学習支援～みんなの寺子屋～

　勉強だけでなく、子どもたちが安心
して通える居場所づくりとして心のサ
ポートにも力を入れています。△

とき…毎週金曜日午後７時～10時
の好きな時間(月４回)△

ところ…さくらホール△

対象…小学生・中学生△

会費…入会金2,000円、月会費5,000
円(ひとり親会員3,000円)△

申し込み…電子メールで同ＮＰＯ法
人へ※無料体験募集中。
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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…４月７日(月)、14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…４月７日(月)、21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△

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…４月10日(木)、17日(木)、24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…４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

４月の各種相談

 

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。

春期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

①ノルディックウオーキング△

とき…４月７日～６月30日までの
月曜日(全12回)午前10時～11時30分
②初めてのエアロビクス△

とき…４月８日～６月24日までの
火曜日(全10回)午前の部＝10時30分～
11時30分、夜の部＝午後７時～８時
③バドミントン△

とき…４月９日(水)、16日(水)、23
日(水)午後７時15分～８時45分
④いきいきシニア倶楽部△

とき…４月９日～６月25日までの
水曜日(全10回)午前10時～正午
⑤簡単!!ステップ台エアロ△

とき…４月10日～６月26日までの
木曜日(全９回)午前の部＝10時30分～
11時30分、夜の部＝午後７時～８時
⑥ショートテニス・ラージボール卓球△

とき…４月10日～５月１日までの
毎週木曜日午前10時～11時45分
⑦ショートテニス△

とき…４月11日～６月13日までの
金曜日(全８回)午前10時～11時45分▲

ところ…①北上総合体育館や屋外②
～⑤⑦北上総合体育館⑥黒沢尻体育館▲

対象…①～③⑤～⑦高校生以上④お
おむね60歳以上▲

定員…①15人②各70人③～⑦各30
人▲

参加料…①１回350円、レンタル
ポール150円②10回3,000円、１回500
円③３回900円、１回350円④10回
3,000円、１回350円⑤９回2,700円、
１回500円⑥４回1,200円、１回350円
⑦８回2,400円、１回350円▲

申し込み…各開講日の２日前までに
同協会へ

①ビジネスパソコン基礎科△

とき…５月１日(木)～７月31日(木)
午前９時～午後３時50分△

ところ…(株)システムベース△

内容…パソコンの基礎知識、基本的
なビジネス文書作成や表計算など△

受講料…無料(テキスト代11,988円
は自己負担。税込み８％の料金です)
②ＯＡ事務科△

とき…５月８日(木)～８月７日(木)
午前９時～午後３時50分△

ところ…北上高等職業訓練校△

内容…ビジネス文書・表計算・プレ
ゼンテーションの基礎および応用など△

受講料…無料(テキスト代7,430円は
自己負担。税込み８％の料金です)
③医療クラーク科△

とき…５月12日(月)～８月11日(月)△
ところ…(株)ニチイ学館北上校△

内容…医療機関の受付窓口、診療報
酬請求事務に必要な知識や技能など△

受講料…無料(テキスト代15,000円
は自己負担)▲

対象…次の全てを満たす人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)
※応募が半数に満たない場合は中止に
なることがあります。▲

申し込み…①４月10日(木)②４月11
日(金)③４月15日(火)までに同ハロー
ワークへ

求職者支援訓練
ハローワーク北上　     　☎63-3314
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土地・家屋の価格などの帳簿
の縦覧ができます
資産税課　   　　  　　  ☎72-8211

　所有している資産の評価額を確認し
ていただくために、価格帳簿を縦覧し
ます。△

期間…４月１日(火)～６月２日(月)
午前８時30分～午後５時15分(土・日
曜日、祝日を除く)
※毎週火曜日は午後６時30分まで延
長しています。△

ところ…同課(本庁舎１階)△

縦覧できる人…①納税者本人②納税
者と同一世帯の親族③納税管理人④納
税者から委任された人(委任状が必要
です。法人の場合は、代表者印のある
委任状)△

持参するもの…印鑑、運転免許証な
ど本人を確認できる書類
※４月下旬に平成26年度分の納税通
知書と課税明細書を送付します。

△

とき…４月４日(金)午後１時～４時△

ところ…ホテルプラザイン水沢(水
沢駅よりシャトルバスを運行します)△

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ターン就職希望
者で花巻市・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

農業振興課　    　　　　　☎72-8238

農林産物の放射性物質検査(無
料)の対象が変更になります

△
対象期間…４月１日～平成27年３

月31日まで△
検査場所…①パスポート分析セン

ター(有)川辺商会(☎61-3344)②SAVE 
CHILD iwate(セーブ・チャイルド・イ
ワテ☎090-4554-2735)△

検査対象…市内で生産・収穫された
林産物(山菜を含む。水産物は除く)で、
自家消費用または市内の産直出荷用の
もの(農協の産直施設は除く)
※野菜、果樹、穀物類については、持
込者負担(有料)となります。△

対象者…市内に住所を有する個人
※検査を受ける人が、①または②へ直
接予約してください。検査を受ける場
合は、可食部分を細かく刻んだものを
600ｇ～１㎏用意するなど必要な処理
がありますので、持ち込み方法などに
ついては、予約の際に確認してくださ
い。△

検査結果…おおむね１カ月ごとに市
のホームページや広報紙で公表します

春からはじめる陶芸生活
北陶会　    (上田)☎070-6618-4409

　緑豊かな自然に囲まれた工房で世界
に一つだけの作品を作ってみませんか。
初心者にも会員同士でサポートします
ので安心して始められます。△

作陶期間…４月１日(火)～10月31日
(金)△

作陶場所…みちのく民俗村体験工房△

会費…入会金1,000円、年会費6,000
円(粘土代は別途)△

申し込み…４月10日(木)までに同会
へ
体験入会△

とき…４月13日(日)午前９時

４月は春の清掃月間です

北上市公衆衛生組合連合会
(事務局  クリーン推進課)☎72-8284

　地域の環境美化のため、各地区の
清掃活動にご協力をお願いします。

　

　広報きたかみ第551号(２月14日
発行)４ページの｢企業が行う地域貢
献活動｣の企業名中、｢(株)八重樫葬
具店｣の誤りでした。おわびして訂
正します。

おわびと訂正

びわの会事務局  　(高橋)☎64-0008

｢患者の学校｣

△

とき…４月19日(土)午後２時30分～
４時△

ところ…生涯学習センター△

内容…知っておきたい”あたまの病気”△

講師…いわぶち脳神経クリニックの
岩淵崇院長△

申し込み…４月15日(火)までに同会へ

｢電話お願い手帳｣を差し上げ
ます

　電話お願い手帳は、耳や言葉の不自
由な人が電話連絡する際、周囲の人に
協力を求めるための手帳です。希望す
る人は同課までお越しください。
※数に限りがあります。

福祉課  　　　　　　　 ☎72ｰ8214


