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８月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（７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

　
15件
0人
26人
189件
2人

　
（142件）
（1人）
（174人）
　（1,565件）
（10人）

　
 0件

28件
163件
75件

　
（29件）

（168件）
（1,316件）
（587件）

35,839
93,705
45,867
47,838

世帯
人
人
人

【＋　6】
【－23】
【－10】
【－13】

農業振興課☎ 72-8238

　キノコ類(ボリメキ)１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・市内産林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。

■市内産林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(８月分)

△

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(８月14日～９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。

本庁舎屋上 0.05～0.06
黒沢尻西小学校 0.05
黒岩小学校 0.06
飯豊学童保育所 0.05
竪川目運動場 0.02
江釣子小学校 0.05
北上総合運動公園 0.05
照岡小学校 0.07
口内小学校 0.08
和賀庁舎 0.06～0.07

(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

自分を知る！体力テスト
△

とき…10月19日(日)午後１時30分
～４時(受け付けは午後１時～)△

ところ…北上勤労者体育センター△

対象・参加料…３歳以上・無料△

持ち物…飲み物、タオル、上履き

ＮＰＯ法人フォルダ　  ☎72ｰ7048

北上市諏訪町商店街振興組合
　　　　　　　　　　　☎63-5735

カレーの祭典2014

　市内飲食店自慢のカレーライスを食
べ比べて、ナンバー１を決めよう!!△

とき…10月５日(日)午前11時～午後
２時(表彰式は午後３時～)
※交通規制＝午前９時～午後４時30分△

ところ…諏訪町二丁目分東セブンー
イレブンから西ミニストップまで
※投票券付き前売りチケット1,000円
(５枚つづり)を同組合事務所などでお
買い求めください。

北上市諏訪町商店街振興組合
　　　　　　　　　　　☎63-5735

お諏訪さんマルシェ・収穫祭

　生産者直売による新鮮野菜や手作り
品が一同に集まります！△

とき…10月５日(日)午前10時～午後
３時△

ところ…諏訪神社境内東側

東北電力(株)花北営業所 ☎64-3984

水神発電所100年記念パネル
展

　市内岩崎にある水神発電所の発電開
始100年を記念して、水力発電所の誕
生と自然エネルギーの変遷、まちの移
り変わりを写真とともに振り返ります。△

とき…10月10日(金)～13日(月・祝)
午前10時～午後５時△

ところ…さくら野百貨店北上店３階
多目的ホール△

内容…パネル展示、発電体験コーナ
ーなど△

入場料…無料
※問い合わせは、平日午前９時から午
後５時までにお願いします。

オープンキャンパス

△

とき…10月５日(日)午前10時～午後
１時30分△

ところ…同校△

内容…学校説明・見学、体験コー
ナ ー ( E x c e l 関 数 で ゲ ー ム 作 成 、 ３
DCADで携帯スタンドデザイン、ロ
ボットカープログラミング、昼食)△

対象…高校生、既卒者、保護者△

申し込み…10月３日(金)午後１時ま
でに電話、電子メール、ホームページ
(http://www.kca.ac.jp )で同校へ

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

全国学童保育研究集会in岩手

△

とき…10月11日(土)午後２時～５
時40分、12日(日)午前９時～午後３時
30分△

ところ…11日(全体会)＝花巻市総合
体育館、12日(分科会)＝岩手大学△

内容…11日＝県内の学童児童によ
る歌や踊りの歓迎行事、北海道教育大
学院の庄井良信先生による講演会｢い
のちをケアし、育むということ｣、12
日＝テーマ別に29の分科会

北上市学童保育連絡協議会事務局
　　(江釣子学童保育所)☎77ｰ3606
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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）」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。

秋期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会 　☎67-6720

①いきいきシニア倶楽部△

とき…10月１日～12月10日までの
水曜日(全10回)午前10時～正午
②ソフトバレーボール△

とき…10月１日(水)、15日(水)、22
日(水)午後７時15分～８時45分
③ショートテニス、ラージボール卓球△

とき…10月２日(木)、16日(木)、23
日(木)、30日(木)午前10時～11時45分
④ノルディックウォーキング△

とき…10月６日～12月22日までの
月曜日(全９回)午前10時～11時30分▲

ところ…①北上総合体育館など②北
上総合体育館③黒沢尻体育館④北上総
合運動公園など▲

対象…①おおむね60歳以上の人②
～④高校生以上▲

定員…①～③各30人、④15人▲

参加料…①10回3,000円、１回350
円 ② ３ 回 9 0 0 円 、 1 回 3 5 0 円 ③ ４ 回
1,200円、１回350円④１回350円、レ
ンタルポール150円▲

申し込み…各開講日の２日前までに
同協会へ

創立30周年記念事業
ダンスコンテスト

△

とき…11月23日(日・祝)午前９時30分～△

ところ…さくらホール小ホール△

内容…｢北上｣を表現するダンスコン
テスト△

参加条件…県内在住の中学生以上△

定員…10チーム(１団体２人以上)△

参加料…1,000円△

申し込み…10月20日(月)までに所定
の申込書に参加料を添えて同会議所へ

北上商工会議所青年部　☎65-4211

犬のしつけ教室
北上地区獣医師の会　   ☎66-3749△

とき…10月19日(日)午前10時～11
時30分△

ところ・申し込み…ドッグハウスタ
カトキ(☎67-3815)
※登録と狂犬病予防注射が済んでいる
犬に限ります。

甲種防火管理新規講習

△

とき…11月11日(火)・12日(水)△

ところ…さくらホール△

定員・受講料…100人・6,170円△

申し込み…10月６日(月)～20日(月)
の間に(一財)岩手県防災保安協会へ。
受講案内や申込書は同協会のホーム
ページからダウンロードできるほか、
北上消防署でも配布しています
※消防署での申し込みはできません。

北上地区消防組合消防本部予防課
　　　　　　　　　　　☎65-5173
(一財)岩手県防災保管協会
　　　　　　　　 ☎019-631-1625
　     http://www.iwate-bousai.or.jp/ＵＲＬ

△
とき…10月15日(水)午前10時～午

後４時△

ところ…北上商工会議所△

内容…特許や商標権など知的財産権
に関する相談(要予約)△

申し込み…同協会へ

知的財産権無料相談会
(一社)岩手県発明協会☎019-634-0684

27年度第１期入学選考試験

△

試験日…10月18日(土)△

募集定員…コンピュータ・ビジネス
科50人、同・システム科50人△

選考方法…①推薦②一般△

資格…平成27年３月に高校卒業見
込みの人、高校卒業または同等以上の
学力を有する人△

申し込み…10月１日(水)～14日(火)
の間に同校へ　
※募集要項がない人は同校へ。

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

寄附桜苗木の植栽
都市計画課      　    　  ☎72-8279△

とき…10月11日(土)午後１時30分～△

ところ…和賀川桜づつみ△

内容…桜の植栽△

申し込み…10月６日(月)までに同課へ
障がい福祉事業所見学会・
学習会

△

とき…10月16日(木)午後１時～３時
(午後１時～見学会、１時40分～講話)△

ところ…夏油高原農場(旧岩崎新田
小学校)△

内容…障害福祉サービス事業所の見
学、障がい者雇用についての講話△

対象…障がい者雇用に関心のある企業△

申し込み…10月10日(金)までに同課へ

福祉課　　　　　　　  ☎72ｰ8214

民俗探訪会
｢武家の町並を訪ねて｣

△

とき…10月25日(土)午前８時30分、
中央図書館西側駐車場集合△

ところ…金ケ崎町城内諏訪小路地区
など△

定員…10人(先着順)△

参加料…1,500円(昼食代など)△

申し込み…10月９日(木)午前９時か
ら電話で同館へ

博物館　　　　　　  　☎64ｰ1756
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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…10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…①10月６日(月)②21日(火)午前10時
～午後３時△

ところ…①本庁舎４階相談室②健康管理セ
ンター付属館

○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～木曜日(祝日を除く)午前９時～
午後５時、金曜日(祝日を除く)午前11時～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…10月９日(木)、16日(木)、23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…10月23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

10月の各種相談

 

極楽寺座禅写経体験と国見山
廃寺三十三観音巡り
北上観光コンベンション協会きたかみ
観光推進室    　  　    　  ☎72-5245
                 tour@kitakami-kanko.jp△

とき…10月19日(日)午前６時30分、
極楽寺下の休憩所集合△

ところ…極楽寺△
内容…読経、朝食(精進料理)、座禅、

写経、国見山廃寺三十三観音巡り(徒歩)△

対象・定員…小学生以上(小学生は
保護者同伴)・20人(最少催行人数５人)△

参加料…2,000円(朝食、和菓子代含む)△

申し込み…10月15日(水)午後４時ま
でに電話、電子メールで同推進室へ

図書館収蔵資料展・講演会

図書館収蔵資料展
｢きたかみ16地区の郷土誌展｣△

とき…10月29日(水)～11月３日
(月・祝)午前９時～午後５時△

ところ…中央図書館会議室△

内容…地域で編さんされた、地域
誌・史跡地図・調査報告書・ガイド
ブックなどの展示。地域活動の紹介
講演会｢きたかみの景観～16地区の心
の原風景～｣△

とき…11月３日(月・祝)午前10時
30分～△

ところ…中央図書館視聴覚室△

内容…市内の豊かな自然や歴史、文
化にまつわる景観と、それを守り育て
るため各地区で行っている活動の紹介△

講師…いわてNPO-NETサポート事
務局長・菊池広人氏▲

入場料…無料

中央図書館                  ☎63-3359

△

とき…10月19日(日)午後１時～４時
(受け付けは午後３時まで)△

ところ…北上地区合同庁舎△

内容…労働者と事業主とのさまざま
な問題に関する相談△

申し込み…平日午前８時30分～午
後５時15分の間に同事務局へ

無料労働相談会
県労働委員会事務局  ☎0120-610-797

第３回郷土の自然探索会
｢西和賀町の秀衡街道を歩く｣

△

とき…10月18日(土)午前８時30分
～午後４時(午前８時30分、中央図書
館西側駐車場集合)△

ところ…西和賀町｢秀衡街道｣△

定員…30人(先着順)△

参加料…300円(写真代、保険料など)△

持ち物…昼食、雨具、トレッキング
に適した服装△

申し込み…10月２日(木)午前９時か
ら電話で同館へ

博物館　　　　　　　  ☎64ｰ1756

子育て教室
｢英語で楽しむハロウィン｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター  　　　　　  　  ☎67-1021

　｢ハロウィン｣の雰囲気を感じながら、
親子で簡単な英語を楽しみませんか。△

とき…10月31日(金)午前10時～11時△

ところ…同支援センター△

対象…１歳(確実に歩ける子)～就園
前の子と保護者△

定員・参加料…15組(先着順)・無料△

持ち物…水分補給用の水かお茶、仮
装するもの(簡単なカチューシャ・マン
ト・ペンティングなど仮装できる物)△

申し込み…10月１日(水)から直接、
同支援センターへ
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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。

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
10月５日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 相去鬼剣舞
　     26日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　 御免町鬼剣舞

国保年金課　 　　　　  ☎72-8206

障害年金制度

申請手続きが必要です
　病気やけがが原因で一定以上の障が
い状態にあると認められると、障害年
金を受け取ることができる場合があり
ます。請求手続きができる人は、原則
20歳から65歳未満の人です。ただし、
身体障害者手帳などと障害年金の障害
等級は異なるため、手帳が交付されて
も必ず障害年金が受給できるわけでは
ありません。
年金額が加算される場合があります
　障害年金(１・２級)の受給者に、生
計を同じにする子(18歳到達年度の
末日までにある子、20歳未満で障害
等級１・２級にあたる子)がいる場合、
届け出により年金額が加算されます。
※配偶者が児童扶養手当の支給対象と
なる場合はどちらかの選択となります。△

持ち物…①基礎年金番号が分かるも
の(年金手帳など)、または身分を証明
できるもの(運転免許証や健康保険証
など)②身体障害者手帳など(ある場合)
※障害厚生年金(１・２級)の受給者は、
配偶者加算もあります。
※障害年金については同課へ、児童扶
養手当については子育て支援課(☎72-
8261)へお問い合わせください。

商業観光課　 　　　　  ☎72-8240

はかりの定期検査

　岩手県は、２年に１度計量法で義
務付けられている特定計量器(取り引
き・証明に使用するはかり)の定期検
査を行っています。対象者には10月
上旬に受検日時や検査会場を記載した
通知はがきを送付しますが、はがきに
記載されている会場以外でも受検可能
です。当日ははかり、受検はがき、手
数料が必要です。

日にち 時間 場所

10/20(月) 13:00～16:00 飯豊地区交流
センター

10/21(火)
  9:30～11:30 相去地区交流

センター

13:00～14:00 口内地区交流
センター

10/22(水)   9:30～11:30 江釣子体育館
13:00～16:00 和賀庁舎

10/23(木)   9:30～12:00
13:00～16:00

本庁舎北側駐
車場

秋の古本市

△

とき…11月２日(日)午前10時～午後
２時△

ところ…中央図書館前庭
※不要な本を寄贈してください。中
央・和賀・江釣子の各図書館で９月
27日(土)～10月31日(金)の間、受け付
けます。漫画、雑誌、教科書、古い百
科事典、古い文学全集、サインの入っ
たもの、汚破損本はご遠慮ください。

中央図書館　　　　       ☎63-3359

差し押さえ不動産の公売

△

とき…11月28日(金)午前10時～△

ところ…本庁舎５階第２会議室△

公売方法…入札△

公売物件…①土地・建物雑種地(相
去町上寒田清水28-6：60㎡)、宅地(相
去町上寒田清水29-5：600.9㎡)、作
業場・居宅【木造亜鉛メッキ鋼板葺
２階建て】(相去町上寒田清水29-5、
28-6：１階149.05㎡、２階99.37㎡)②
土地田(飯豊23-113-1、23-114-1、23-
114-3：945㎡、605㎡、990㎡)③土地
田(滑田12-14：2,939㎡)△

最低入札価格(公売保証金)…①190
万円(20万円)②67万円(10万円)③85万
円(10万円)
※②の一部は第三者の地役権設定がな
されています。
※②③の入札に参加する人は買受適格
証明書が必要です。同証明書は11月
７日(金)までに市農業委員会に申請が
必要です。なお、土地改良区の経常賦
課金などの未納がある場合は、買受人
の負担となります。
　詳細は市のホームページ、または同
課の窓口にある｢公売広報｣をご覧いた
だくか、同課へ。

収納課　　　　　    　  ☎72-8253

　10月１日から、父子家庭を対象とし
た福祉資金の貸付制度が開始します。△

対象…配偶者のいない男子で現に
20歳未満の児童を扶養している人、
またはその児童(児童本人の修学のた
めの資金に限る)△

資金の種類…事業開始、事業継続、
就学、技能習得、修業、就職支度、医
療介護、生活、住宅、転宅、就学支
度、結婚
※条件、限度額、貸付利息、返済方法
などは、種類により異なります。
※連帯保証人が必要になります。
※詳細については、平日午前９時～午
後４時の間に同センター北上駐在へ。

父子福祉資金の貸付
子育て支援課  　　　　　☎72-8261
県南広域振興局花巻保健福祉環境セ
ンター北上駐在　　　　  ☎65-2732


