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６月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（５月31日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成27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

　
17件
0人
19人
149件
2人

　
（97件）
（0人）
（122人）
　（1,163件）
（12人）

　
 3件

28件
145件
81件

　
（24件）

（115件）
（933件）
（458件）

36,314
93,619
45,935
47,684

世帯
人
人
人

【　＋35】
【　＋　9】
【　＋35】
【　－26】

農林企画課☎ 72-8237

＝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。

△

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(６月11日～７月13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 0.07
飯豊学童保育所 0.05
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 0.06
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

いわてまるごと肉フェスタ
前売券販売
県南広域振興局経営企画部観光労働
商業課     　　　　☎0197-22-2812　

10月３日・４日に北上総合運動公
園で開催される同イベントの焼き肉
前売券を販売します。△

販売期間…８月１日(土)～31日(月)△

販売場所…北上市商業観光課、江釣
子ショッピングセンター・パル△

金額…きたかみ牛・奥州牛・江刺
牛・いわて南牛＝1,400円(200ｇ)、前
沢牛＝1700円(200ｇ)

△

とき…８月17日(月)、18日(火)、20
日(木)、21日(金)午後１時～４時30分△

ところ…本庁舎５階第３会議室△

内容…ひとり親を対象に職業相談や
職業紹介

出張ハローワーク！ひとり親
全力サポートキャンペーン
北上公共職業安定所  　　  ☎63-3314

第29回非核・平和市民のつどい
同実行委員会　　  (阿部)☎66-5461

　広島に原爆が投下された時刻に黙と
うを捧げ、原爆パネルを展示し、参加
者全員で平和を誓います。△

とき…８月６日(木)午前７時30分～
８時20分△

ところ…詩歌の森公園△

参加料…無料

正社員限定
北上地域合同就職相談会
北上雇用対策協議会      ☎72-8243
北上公共職業安定所      ☎63-3314△

とき…８月10日(月)午後２時～４時△

ところ…さくらホール△

内容…企業の採用担当者と参加求職
者の個別面談、就活なんでも相談(面
接マナー、応募書類添削など)

農作業事故防止について
　｢老若男女　多様な視点で
　　　　　 　　　　　安全確認｣
●暑さに慣れていない時期は熱中症
にかかりやすくなるため、梅雨明け
は適度な休憩・水分補給に努め、疲
れを感じたら早めに休憩しましょう
●農業機械の横転・転落事故から体
を守るため、トラクターには必ず安
全フレームを装着し、運転者はシー
トベルトをしめましょう
●ほ場や路肩は事前に点検し、路肩
が分かるように草刈りをしたり、路
面のくぼみを埋めるなどの修繕を行
いましょう

農業振興課　　☎72-8239

夏期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

①総体スポーツ教室△

と き … ７ 月 3 1 日 ( 金 ) 、 ８ 月 ７ 日
(金)、28日(金)、９月４日(金)、18日
(金)午前10時～正午
②ソフトバレーボール△

とき…８月26日(水)、９月９日(水)、
16日(水)午後７時15分～８時50分▲

ところ…北上総合体育館▲

対象・定員…高校生以上・30人▲

参加料…①５回1,500円、１回350
円②３回900円、１回350円▲

申し込み…各開講日の２日前までに
同協会へ

　山菜(ワラビ、ウド)合計２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。

■市内産林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(６月分)
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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Facebook（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。

夏の交通事故防止県民運動
８月１日～10日

思いやり
　ゆとりは無事故へ　つづく道
重点
●暑さなどによる過労運転の防止
●夏休み中の子どもの交通事故防止
●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

△

募集種目…①航空学生②一般曹候補
生③自衛官候補生(女子)④自衛官候補
生(男子)△

応 募 資 格 … ①高校卒業(見込み含
む)21歳未満②～④18歳以上27歳未満△

試験日…①９月23日(水・祝)②18日
(金)・19日(土)のいずれか１日③９月
25日(金)～29日(火)のいずれか１日④
受け付け時にお知らせします△

試験会場…①盛岡市・奥州市・山田
町②④花巻市ほか③陸上自衛隊岩手駐
屯地△

申し込み…８月１日(土)～９月８日
(火)の間に同事務所へ

航空学生・一般曹候補生・自
衛官候補生
自衛隊北上地域事務所　 ☎63-6736

　28年度採用の職員を募集します。△

募集職種…①一般事務職(大卒)②電
気技術職(大卒)③機械技術職(大卒)④
土木技術職(高卒、短大卒)△

採用予定者数…①２人②～④各１人△

受験資格…①昭和55年４月２日以
降生まれで大学を卒業した人(卒業見
込みを含む)②③昭和55年４月２日以
降生まれで大学または高等専門学校専
攻科を卒業した人(卒業見込み含む)④
平成元年４月２日以降生まれで高校ま
たは短大・高等専門学校を卒業した人
(卒業見込み含む)△

試験日…９月20日(日)△

試験会場…花巻市立花巻中学校△

申し込み…８月18日(火・必着)まで
に企業団へ
※受験案内・申込書は同企業団で配布
しています。

岩手中部水道企業団職員
同企業団　　　　  ☎0198-29-5377
　　 http://www.iwatetyubu-suido.jp/ＵＲＬ

　28年度採用の職員を募集します。△

対象…昭和61年４月２日～平成10
年４月１日生まれの人△

採用予定者数…男性38人、女性６
人、武道指導若干名△

試験日…９月20日(日)△

試験会場…県南運転免許センター
(金ヶ崎町)、岩手県立大学(滝沢市)など△

試験内容…多岐選択式( ２時間50
題)、作文試験、体力検査△

申し込み…８月28日(金)までに同警
察署へ
※受験案内・申込書は同警察署で配布
しています。

警察官Ｂ(高卒程度)採用職員
北上警察署　　　          ☎61-0110

△

対象…試験日時点で満19歳以上で
一定の要件を満たす人
※要件については受験案内をご確認く
ださい。△

試験日…10月18日(日)午後１時～３
時30分△

試験会場…建設研修センター (盛岡
市松尾町17-9)△

試験内容…排水設備の法令分野(関
係法令)・技術分野(調査・設計・施行)
について△

受験手数料…3,000円(所定の振込用
紙により、申し込み期間内に納入)△

申し込み…８月３日(月) ～ 31日(月)
までの間に住民登録をしている市町村
の下水道担当課へ
※受験案内・申込書は下水道課(江釣
子庁舎)で配布します。

排水設備工事責任技術者試験
(公財)岩手県下水道公社
　　　　　　　　  ☎019-638-2623
下水道課　　　 　　　　☎72-8292

レッツ  水遊び！パート２
いわさき認定こども園    ☎73-8111△

とき…８月４日(火)午前10時～11時△

ところ…同園中庭△

対象…就園前の子と親(祖父母も可)△

定員…10組(先着順)△

持ち物…水着または水遊び用紙パン
ツ、タオル、帽子、水分補給用の飲み
物、オムツ、着替えなど△

申し込み…電話で同園へ

北上市社会福祉協議会    ☎72-6074

学習支援ボランティア

　市内の小・中学生を対象に、夏休み
の宿題などのサポートや交流を図りま
す。教職員ＯＢや教職員、学生など皆
さんのご協力をお願いします。△

とき…７月29日(水)、30日(木)、８月
３日(月)、４日(火)、５日(水)午前10時
～正午(初日と最終日は午後１時まで)△

ところ…生涯学習センター学習室
(最終日は北上市総合福祉センター)△

申し込み…同協議会へ
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http://www.city.kitakami.iwate.jp/

 

○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…８月６日(木)、20日(木)、27日(木)△

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)

○人権相談(市民課☎72-8202)△
とき…８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…８月３日、17日(月)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○教育相談(学校教育課☎65-3365)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)、午前９時
～午後３時△

ところ…同課

〇婦人相談(子育て支援課☎64-7573)
〇家庭児童相談(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

○外国人に関する相談会
　(北上市国際交流ルーム☎63-4497)要予約△

とき…８月27日(木)午後２時～５時△

ところ…同ルーム

○子どもの就活に関する個別相談
(☎63-3533)要予約△

とき…８月13日(木)午後１時～４時△

ところ…ジョブカフェさくら(北上地区合
同庁舎内)

８月の各種相談

　27年度奨学生を５人程度募集しま
す。△

対象…高校や大学などに在学中の人

▽ 申し込み…８月３日(月) ～９月18
日(金)までに同課へ
※募集要項は同課、３庁舎案内窓口、
生涯学習センターに備えています。ま
た市のホームページからもダウンロー
ドできます。

平成27年度市奨学生【再募集】
教育部総務課　 　　　   ☎72-8256

スキルアップセミナー
福祉課            　　 　　  ☎72-8214△

とき…９月11日(金)午後０時30分～
３時30分△

ところ…サンレック北上△
対象…市内在住の就職を希望する障

がい者で、県南地区障がい者就職相
談会に参加予定の人(就職相談会には、
ハローワークに求人登録している人が
参加できます)△

内容…就職に役立つメイクアップ講
座や写真撮影など△

申し込み…８月21日(金)までに同課へ

　28年度に高校や大学などに進学予
定または在学中の人で、学資に困って
いる人を対象に市奨学金を貸与しま
す。ほかの奨学金制度と併用可能です。

▽ 資格…保護者の住所が市内にあり心
身ともに健康で学業成績が優良な学生

▽ 貸与月額…高校生１万円、大学生
(短大、専修学校含む)３万円

▽ 利子…無利子

▽ 申し込み…28年２月１日(月) ～４
月１日(金)までに同課へ
※募集要項は同課、３庁舎案内窓口、
生涯学習センターに備えています。ま
た市のホームページからもダウンロー
ドできます。

平成28年度市奨学生
教育部総務課　 　　　   ☎72-8256

憩いの森ウオーキング
憩いの森管理事務所   　 ☎64-7447△

とき…８月８日(土)午前９時～△
ところ…憩いの森管理事務所集合△

内容…環境保全林、男山、国見山周
辺のウオーキング△

参加料…100円(保険料)、小学生無料
※小学生の参加は保護者同伴。△

申し込み…８月６日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

としょかんクラフト・キッズ
inサマー

　

ビーズやリボンを使って夏にぴった
りのサマーブレスレットを作ろう。△

とき…８月６日(木)①午前10時～11
時②午後２時～３時△

ところ…同図書館会議室△

対象…小学生～中学生△

定員…①②各８人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…８月５日(水)午後３時ま
でに同図書館へ

中央図書館  　　　　　☎63-3359

おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター 　　　　　　      ☎67-1021

子育て教室｢親子で体操教室｣

△

とき…８月27日(木)午前10時～11時△

ところ…おにやなぎ保育園ホール△

対象…１歳(歩ける子)～就園前の子
と親△

定員…15組(先着順)△

持ち物…上靴、汗拭きタオル、水分
補給用の水、動きやすい服装△

申し込み…７月28日(火)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。

企画展｢鬼と大蛇と狐と蜘蛛
と～岩手の昔話から｣
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488△

とき…７月25日(土)～11月３日(火)
※８月25日(火)は休館日です。△

ところ…同館

▽ 内容…地域に伝わる昔話から特徴的
な話題を取り上げて紹介△

入館料…通常の入館料に含む

　

日ごろ頑張って作っている製品の販
売や活動の成果を発表します。△

とき…８月８日(土)午前10時～午後
５時△

ところ…さくらホール△

内容…事業所・団体紹介、製品販売、
障がい者(児)などによるステージ発表
(午前10時～午後１時)

北上市障がい者福祉展
福祉課　　　　　　　　 ☎72-8214

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
8月14日(金)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 岩崎鬼剣舞
　   23日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 相去鬼剣舞

林産物の放射性物質検査の
一部が有料になりました

　以下の品目はすべての検体において
過去３年間、放射性物質が検出されな
かったため、放射性物質検査が持ち込
み者負担(有料)になりました。△

対象品目…アイコ、イタドリ、ウル
イ、行者ニンニク、コゴミ、ナルコユ
リ、フキノトウ、ヨモギ
※対象品目以外は無料です。

農林企画課　　　　　　   ☎72-8237

感動を再び！沖縄県立八重山
高校郷土芸能部ミニ公演
政策企画課　                ☎72-8222                　

昨年、北上・みちのく能まつりに出
演した八重山高校郷土芸能部が、東北
復興支援のために行う公演の一環とし
て市内でミニ公演を行います。△

とき…８月17日(月)午後２時30分～
３時△

ところ…さくら野百貨店南側広場△

内容…八重山舞踊のメドレー

逢
お う ま

魔が時
とき

ナイトミュージアム
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488△

とき…８月５日(水)・６日(木)午後
５時～７時30分△

ところ…同館

▽ 内容…ミニミニワークショップ(両
日・先着20人)【５日】わんこダンス、
大型紙芝居と鬼絵本の読み聞かせ、岩
崎鬼剣舞公演【６日】和賀東中学校吹
奏楽部演奏会、展示室探検隊(展示解
説)、和賀大乗神楽公演△

入館料…無料

８月は｢道路ふれあい月間｣
～８月10日は｢道の日｣～

　国土交通省では、８月を道路ふれ
あい月間とし、皆さんに道路の役割
や重要性を認識していただき、美し
く、安全に利用いただけるよう、道
路の愛護活動や正しい利用の啓発な
どの活動を推進しています。期間中、
各種団体が行う清掃や環境美化運動
に積極的に参加しましょう。
　また、道路の穴など危険な箇所を
発見した時はご連絡ください。　　   
　   　道路環境課　☎72-8273

  ｢いい出会い  いい道からの  贈り物｣
   (27年度道路ふれあい月間推進標語)

斑点米カメムシ防除によるミ
ツバチへの被害防止

　８月になると、水田でコメの品質を
落とす斑点米カメムシの防除が始まり
ますが、近年、各地でこの防除に関連
すると思われるミツバチの死亡事例が
発生しています。
　斑点米カメムシの防除に当たっては、
水稲生産者とミツバチ飼養者などで、
事前に農薬散布に際しての注意事項や
巣箱の移動などについて十分話し合い、
被害の防止に努めてください。
　なお、地域の防除時期などの詳細
は、中央農業改良普及センター(☎68-
4464)、ＪＡいわて花巻(☎0198-23-
3333)に問い合わせてください。

農業振興課　         　　☎72-8239

金型技術講習会～展開編～

△

とき…８月22日(土)、29日(土)午後
１時～５時(計２日間)△

ところ…基盤技術支援センター△

内容…機械材料学の基礎と金型材料△

対象…企業などで実務経験のある人△

定員…10人(先着順)△

申し込み…８月20日(木)までに同セ
ンターへ

岩手大学工学部附属金型技術研究セ
ンター　☎67-0585　　 67-0586ＦＡＸ


