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３月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（２月28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

　
23件
1人
26人
269件
2人

　
（60件）
（1人）
（67人）
　（869件）
（5人）

　
 4件

13件
193件
74件

　
（6件）

（48件）
（520件）
（232件）

35,659
93,594
45,812
47,782

世帯
人
人
人

【＋60】
【－313】
【－141】
【－172】

農業振興課☎ 72-8238

　山菜(フキノトウ)など合計５検体につい
て検査を実施した結果、国の基準値(１kg
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。

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(３月分)

バードウイーク早朝探鳥会

△

とき…５月11日(日)午前５時～７時
(展勝地レストハウス駐車場集合)△

ところ…みちのく民俗村周辺△

持ち物…筆記用具、双眼鏡(ある人)
※防寒対策をして参加してください。

日本野鳥の会北上支部
　　　　　　　　  (高橋)☎64-2422

皆さまのまごころに感謝します

平成 25 年度の寄付金と使いみち

金 額 (万円)
  花いっぱい運動    　10  　
  交通安全対策 　10  　
  地域福祉基金 118  　
  がん対策基金 14  　        
  企業の森整備 128  　
  その他自治振興 296  　

総　額 576  　

平成 25 年度の物品など寄付の状況
　　　   時価総額 1,640万円

部門 分  野 内  容

総務

花いっぱい
運動促進 山ゆりの球根

自治振興・
環境整備

ごみ集積箱、水洗用
便器、製氷機、ソフ
トテニスネット、フ
ットサル用品

福祉 障がい者支
援

ラグビーチケット、
クリスマスケーキ、
点字カレンダー、ト
ランポリン

土木 道路整備 土地境界標

消防 消防防災活
動 発電機

教育

学校安全対策

反射キーホルダー、
交通安全シール、黄
色い帽子、横断旗、
交通安全シール入り
定規、防犯笛

図書館
大活字本、黒沢尻歴
史図書、境界標関連
図書

芸術文化振
興

テ レ ビ 、 楽 器 、 書
籍、モニュメント

○ふるさと北上応援寄付金

金 額 (万円)
公園など市民の憩いの場
整備 12　

学校の耐震補強など安全
な教育環境づくり 　125　

製造業など産業の基盤づ
くり 2　

北上の原風景を守り育て
る景観づくり 13　

子育てや高齢者にやさし
い環境づくり 58　

民俗芸能の保全活動 13　

自然環境の保全や地域づ
くり 2　

その他のふるさと北上の
振興 　108　

総　額 333　

○一般寄付金

小倉みなみ展
諄子美術館  　　　　　 ☎63ｰ2441△

とき…５月24日(土)までの午前11時
～午後４時※月・木曜日休館。△

ところ…同美術館(おでんせプラザ
ぐろーぶ５階)△

入館料…200円(18歳以上)

△

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(３月15日～４月11日)

(地上１ｍを測定。市役所本庁舎は毎週月・木曜
日の観測とし、和賀庁舎は月～金曜日に観測して
います。他の施設は毎月第２水曜日を観測日とし
ています。積雪による放射線量の遮へい効果を考
慮し、冬期間(１～３月)の測定を休止していた本
庁舎および和賀庁舎以外の８定点施設は、４月か
ら測定を開始しました)

本庁舎屋上 0.05～0.06
黒沢尻西小学校 0.05
黒岩小学校 0.07
飯豊学童保育所 0.06
竪川目運動場 0.03
江釣子小学校 0.05
北上総合運動公園 0.05
照岡小学校 0.08
口内小学校 0.09
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

(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
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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。

はじめての社交ダンス
社交ダンス愛好会
　　　　　 (鈴木)☎080-1672-8485

△

とき…５月13日(火)、27日(火)午後
１時～２時、５月２日(金)、９日(金)、
16日(金)、23日(金)、30日(金)午後２
時～３時(１回のみの参加も可)△

ところ…さくらホール△

参加料…１回500円△

持ち物…室内シューズ、運動靴△

申し込み…同愛好会へ

パークゴルフ初心者講習会
ふるさと体験館｢北上｣   ☎72ｰ2883△

とき…５月11日(日)午前９時～午後
３時△

ところ…ふるさと体験館｢北上｣研修
室、パークゴルフ場△

内容…パークゴルフのルール・マ
ナー、ショットとパットの実技△

定員…30人(先着順)△

参加料…1,000円(テキスト代、昼食
代込み)△

申し込み…５月７日(水)までに電話
で同体験館へ

△

とき…５月29日(木)①正午～午後１
時30分②午後６時30分～８時△

ところ…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…①②各30人(先着順)△

参加料…1,300円△

申し込み…５月19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)

第２回ヘルシー調理ライブ
減塩クッキング・主菜について
坂の上野　田村太志クリニック
　　　　　　　　　　　 ☎65-1111

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/  

オープンキャンパス

△

とき…５月11日(日)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(表計算、３DCAD、ロボッ
トカープログラミング)、昼食付き△

対象…高校生、既卒者、保護者△

申し込み…５月９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

ＵＲＬ

火災に注意!!

　市は、市民・市民活動団体・事業所
と共に協力しながら住み良いまちづく
りを行うための施策に対するご意見を
いただく審議会の委員を募集します。△

任期…５月24日から２年間△

募集人数…４人以内△

応募資格…次の全てに該当する人
(国や地方公共団体の職員は除く)①市
内に居住、勤務する人で協働によるま
ちづくりに熱意を有する人②調査・審
議する内容に関して、十分な見識を有
している人③平日に開催する審議会に
出席できる人△

選考方法…書類審査の上、決定しま
す。選考結果は各応募者に通知します△

報酬…市の規定により報酬、旅費
(費用弁償)を支給します△

申し込み…５月13日(火)までに申込
書と作文(応募の動機、委員になって
取り組みたいこと、市の協働のまち
づくりに思うことを800字程度)を郵
送(〒024-0061大通り1-3-1おでんせプ
ラザぐろーぶ３階)、ファクス、電子
メールで同課へ

平成26～27年度北上市協働
推進審議会の委員
地域づくり課
　　　　　☎72-8300 　　63-3121
          chiiki@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

△
とき…５月３日(土・祝)午後０時

50分～３時△

ところ…みちのく民俗村・演舞場△

入場料…無料△

問い合わせ…立花地区交流セン
ター(☎65-1933)

たちばな民俗芸能まつり

日商簿記検定試験
北上商工会議所   　　　☎65ｰ4211△

試験日…６月８日(日)、１・３級＝
午前９時～、２・４級＝午後１時30
分～△

ところ…北上商工会議所△

受験料…１級7,710円、２級4,630円、
３級2,570円、４級1,640円△

申し込み…５月８日(木)までに申込
書と受験料を同会議所へ

　野焼きなどが原因で火災が発生し
ています。火を利用する場合は、火
元を離れず管理に十分注意しましょ
う。
｢もういいかい 
　　火を消すまでは　まあだだよ｣
　　(平成26年度全国統一防火標語)

消防防災課・北上市消防団
☎72-8305
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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…５月12日(月)、19日(月)、26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…５月19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…５月15日(木)、22日(木)、29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…５月22日(木)午後２時～５時△

ところ…同ルーム

悩みごと、分からないこと相談して

５月の各種相談

 

こどもの日わくわくイベント
鬼の館　   　　  　　     ☎73-8488△

とき…５月５日(月・祝)午前10時～
午後１時△

ところ…同館△

内容…①鬼に変身コーナー②ようか
い風船コーナー③お面に色付けコー
ナー④工作コーナー△

対象・定員…小学生以下・①50人
②200人③50人④なし(各先着順)△

参加料…①無料②③100円④50円
※同イベント参加者は入館無料です。

福祉課　    　　　　　　☎72-8214

特別障がい者手当などの手当
額変更について

　４月分から特別障がい者手当・障が
い児福祉手当・福祉手当(経過措置分)
の月額が変更になります。
　変更に伴う手続きなどの必要はあり
ません。

△

とき…５月５日(月・祝)午前10時～△

ところ…みちのく民俗村・旧星川家
住宅△

申し込み…電話で同館へ
※さくらまつり期間中(５月６日まで)
は入館無料です。

年中行事再現｢五月節供｣
博物館                         ☎64-1756

月額
特別障がい者手当 26,080円 ⇒ 26,000円
障がい児福祉手当 14,180円 ⇒ 14,140円
福祉手当(経過措置分) 14,180円 ⇒ 14,140円

①学生のための｢就活応援講座｣△

内容…自己分析、働く意味などを
考えます(詳しくは同協議会のホーム
ページをご覧ください)△

対象…大学生、短期大学生、専門学
校生△

定員・受講料…25人(先着順)・無料△

申し込み…同協議会へ
②平成26年花北・胆江地域合同就職
ガイダンス△

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…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、
既卒者で花巻市・北上市・奥州市・金
ケ崎町・西和賀町に就職を希望する人▲

とき…５月16日(金)①午前９時～11
時30分②午後１時～４時▲

ところ…ホテルシティプラザ北上

応援します！仕事との出会い
北上雇用対策協議会
　 　　　 (工業振興課内)☎72-8244
        http://www.kitakami.ne.jp/~job/ＵＲＬ

自転車の安全利用推進期間
５月８日(木)～17日(土)

思いやり　
　乗せてゆっくり　ふむペダル
重点
●自転車の交通ルールの遵守および
歩行者などに配慮した安全利用の促
進
●飲酒運転、二人乗り、傘さし、携
帯電話使用、ヘッドホン使用などの
危険な行為の禁止

北上市交通安全対策協議会
(地域づくり課)　☎72-8301
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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。

障がい者などの軽自動車税の
減免
市民税課　　　　　　　 ☎72-8210

　身体または精神に障がいのある人、
生計を同じくする人の軽自動車税につ
いて、減免申請を受け付けます(身体
に障がいのある人の場合は、本人所有
の軽自動車のみ該当)。
　自動車税を減税されている人や福祉
タクシー助成券(短期入所助成券を含
む)利用者は申請できません。障がい
の程度(等級)により該当しないことが
ありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。△

必要書類…①身体障害者手帳、戦傷
病者手帳、精神障害者保健福祉手帳ま
たは療育手帳②運転免許証③車検証④
納税通知書(必ず持参してください)⑤
印鑑△

申請…５月９日(金)～26日(月)の間
に同課または江釣子・和賀民生係へ

有害鳥獣捕獲の実施
農業振興課　　　　       ☎72-8238

　農林水産物などへの鳥獣被害防止の
ため、必要に応じて市内のほぼ全域で
銃器によるカラスなどの有害鳥獣捕獲
を行います。銃声が聞こえることがあ
りますが、周辺の安全には十分配慮し
て行いますので、ご協力をお願いしま
す。

子育て支援課                ☎72-8261

児童扶養手当、特別児童扶養
手当の額が変更になりました

　ひとり親家庭などに支給している児
童扶養手当、障がいのある児童を養育
している人に支給している特別児童扶
養手当の月額が４月分から変更になり
ました。
　児童扶養手当は全額支給が41,020円
に、一部支給が9,680円～ 41,010円に
なりました(本人および同居の親族の
所得により決定)。
　特別児童扶養手当は１級が49,900円
に、２級が33,230円になりました。

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　　　☎73-8488
５月３日(土・祝)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　相去鬼剣舞
５月４日(日・祝)午後１時30分～
　鬼柳鬼剣舞め組・黒沢尻北鬼剣舞△

ところ…同館　

要介護者の家族を支援
長寿介護課　　　　　　 ☎72-8217

家族介護用品支給事業△

対象…介護保険で要介護３、要介護
４または要介護５に認定された市民税
非課税世帯の在宅高齢者を常時介護し
ている家族(介護者が同一世帯でない
場合は、介護者も非課税世帯であるこ
と)△

内容…おむつ、おむつカバー、尿取
りパット、使い捨て手袋、清拭

し き

剤、ド
ライシャンプーなど購入できる券を支
給△

支給額…①要介護３の人を介護して
いる家族には１カ月当たり3,000円分
②要介護４または５の人を介護してい
る家族には１カ月当たり6,000円分△

申請…所定の申請書を同課へ(印鑑
が必要)
家族介護慰労金支給事業△

対象…介護保険で要介護３、要介護
４または要介護５の認定を受けている
在宅の人で、介護認定を受けてから
１年間、介護保険サービス(年間７日
間の短期入所利用を除く)を利用しな
かった人を介護している家族△

内容…①要介護３で在宅の人を介護
している家族には年額５万円を支給②
要介護４または５で在宅の人を介護し
ている家族には年額10万円を支給△

申請…所定の申請書に介護保険要介
護認定・要支援認定等結果通知書の写
し(介護保険被保険者証の写しも可)を
添付し、同課へ(印鑑が必要)
※詳しくはお問い合わせください。

平成26年度軽自動車税納税通
知書を発送します
市民税課　　　　　       ☎72-8210

　平成26年度軽自動車税納税通知書
を５月９日(金)に発送します。今回か
ら納税通知書がはがき形式に変わりま
す。届きましたらはがきを開いて内容
をご確認ください。現金納付の人は、
はがきの一部が納付書になっています
ので、そのまま金融機関などで納めて
ください。
　また、本年度からコンビニエンスス
トアでも納めることができるようにな
りました。　

豪雪により農業用ハウスなど
に被害を受けた農家への支援
農業振興課　　　　　　 ☎72-8238△

対象…次の全てを満たす人①被災証
明(市発行)が受けられる農家②26年度
中に再建、撤去を完了できる農家△

申請…５月２日(金)までに同課へ
※詳しくは同課へお問い合わせくださ
い。


