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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31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

　
19件
0人
27人
318件
4人

　
（19件）
（0人）
（27人）
　（318件）
（4人）

　
 3件

23件
224件
83件

　
（3件）

（23件）
（224件）
（83件）

37,938
92,680
45,638
47,042

世帯
人
人
人

【　＋　7】
【　－68】
【　－32】
【　－36】

消費者信用生活協同組合北上事務所  
　　　　　　　   　☎0120-101-612

くらしやお金に関する相談会

　

同組合による無料相談会です。△
とき…３月２日(土)午前10時～午後

４時△

ところ…同所(大通り一丁目3-1おで
んせプラザぐろーぶ２階)△

内容…多重債務問題などのお金の
問題、遺産相続、公共料金の滞納、
DV・離婚問題など
※事前予約が必要です。

建築物防災週間

　３月１日(金)～７日(木)は、建築物
防災週間です。同週間は、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、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　　63-8378ＦＡＸ

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

　家畜伝染病予防法では、毎年の飼養
状況や衛生管理状況を県に報告するこ
とが定められています。牛を飼養して
いる人は、２月１日時点の状況を所定
の報告書に記入し、４月15日(月)まで
に同所に提出してください。
　報告書の配布・受け付けは、市農業
振興課、花巻農業協同組合、農業共済
組合の窓口で行っています。不明な点
は、同所にお問い合わせください。

牛を飼養している人は飼養や
衛生管理状況の報告を
岩手県県南家畜保健衛生所

☎0197-23-3531

日本現代詩歌文学館       ☎65-1728

ドキュメンタリー映画｢幻を見
るひと――京都の吉増剛造｣
上映とトークの集い

　映画の上映後、出演者の吉増剛造氏
と同映画のエグゼクティブプロデュー
サーの城戸朱理氏による対談を行いま
す。△

とき…３月２日(土)午後１時30分～
４時30分(開場は午後１時)△

ところ…同文学館△

入場料…無料

　患者さんとのふれあいを通して、看
護の仕事や命の大切さについて理解を
深めます。△

とき…５月12日(日)～18日(土)△

ところ…病院、訪問看護ステーショ
ン、介護老人保健・福祉施設、市町村
の保健センターなど△

対象…看護職を目指す18歳以上の
人(高校生を除く)△

申し込み…３月25日(月)までに電話
で同事業部へ
※体験する日程、内容は施設により異
なります。詳しくは同事業部へ。

2019年度ふれあい看護体験
(公社)岩手県看護協会ナースセン
ター事業部　　　 ☎019-663-5206

 

｢きたかみE
いいあんべ

&Beエフエム｣で

 地域の情報は88.8MHz

　市内16地区の情報や市からのお
知らせを放送しています。
■放送時間(各回５分)月～金曜日
①7:40～②8:10～③8:40～
④12:40～⑤13:10～⑥13:40～
⑦17:40～⑧18:10～⑨18:40～
　市内16地区のイベントなどの情
報は、月～木曜日の②⑤⑧と金曜日
に放送しています。
　災害発生などの緊急時には災害情
報を放送します。

同プロジェクト実行委員会
☎019-629-6222

三陸防災復興プロジェクト
2019

　復興に力強く取り組んでいる地域の
姿を発信し、震災の記憶と教訓を伝え
る同プロジェクトを行います。期間中
は、県内の市町村や各種団体が連携し
て多彩なイベントを開催します。△

とき…６月１日(土)～８月７日(水)△

ところ…沿岸部13市町村
※詳細は同プロジェクトのホームペー
ジをご覧ください。
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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。

　｢北上市公式Facebook(フェイスブック)｣運用中!!
ぜひいいね！　をお願いします！
きたかみE＆Beエフエムは、88.8(パチパチパチ)MHzで
行政情報と地域情報を放送中!! Facebook

　

４月入所を希望する保育施設入所者
を募集します。また、４月１日開所予
定の小規模保育事業所の入所者も追加
募集します。△

募集施設・定員…募集施設と募集定
員は同課窓口の掲示または電話でご確
認ください。
※３月６日(水)に募集施設・定員情報
を最新版に更新します。△

申し込み…３月15日(金)までに同課
へ
※小規模保育事業所とは、市の定める
認可基準を満たし０歳～２歳児まで利
用できる、定員６～19人の｢小さな保
育所｣です。

子育て支援課　　　　   ☎72-8260

31年４月入所の保育施設入所
者(３次募集)

毎月第３日曜日は
鬼の館｢鬼

キ

ッズの日｣

鬼の館　☎73-8488

　鬼剣舞の衣装を着たり、張り子の
お面を作ってみよう！
鬼剣舞衣装着衣体験　9:30～11:00
和紙面塗り体験　  　13:30～14:30

農林企画課　　　　　 　  ☎72-8235△

利用期間…４月中旬～11月30日(土)△

と こ ろ …北鬼柳市民農園(北鬼柳
5-48)△

対象…野菜や花の栽培を楽しみたい
農業を行っていない市民△

募集区画…21区画(１区画約10坪)△

利用料…１区画5,000円△

作付条件…一般野菜と花の栽培のみ△

申し込み…３月15日(金)までに申込
書またははがきに住所、氏名、年齢、
電話番号(日中の連絡先)を記入し同課
へ(結果は３月下旬に通知)
※申込書は本庁舎総合案内で配布して
いるほか、市のホームページからもダ
ウンロードできます。

北鬼柳市民農園の利用者

JAいわて花巻北上地域営農センター
営農振興課　　　　　　　☎71-1330△

利用期間…５月１日(水・祝)～11月
30日(土)△

ところ…村崎野14-430地内△
対象…野菜や花の栽培を楽しみたい

農業を行っていない市民△

募集区画…22区画(１区画約7.4坪)△

利用料…１区画5,000円△

作付条件…一般野菜と花の栽培のみ
※利用期間後は支柱やマルチなど、栽
培に使用した資材を撤去してください。△

申し込み…同センターへ
※区画の空き状況により契約します。

JAふれあい農園の利用者

キャッシュレス決済導入セミ
ナー
北上商工会議所　　　    ☎65-4211△

とき…３月６日(水)午後２時～４時
30分△

ところ…北上商工会館３階大ホール△

内容…キャッシュレスの基本や最新
決済システムの紹介、事例紹介、実演
など△

対象…キャッシュレス決済導入を検
討している市内の事業者△

定員…50人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…申込書に記入し同所へ
※申込書は同所または同所のホーム
ページからダウンロードできます。

陶芸サークル会員
北陶会　    (澤藤)☎090-6626-7753

　自分だけの作品を作ってみませんか。
粘土練りから窯焚きまで行います。△

作陶期間…４月～10月(月・木曜日
は休み)△

ところ…みちのく民俗村体験工房△

参加料…入会金1,000円、年会費
6,000円△

申し込み…４月30日(火・祝)までに
電話で同会へ
※体験教室があります。

人事院東北事務局第二課試験係
　　　　　　　☎022-221-2022

総合職(院卒者・大卒程度)△

インターネット受付期間…３月29
日(金)午前９時～４月８日(月)△

第一次試験日…４月28日(日)
一般職(大卒程度)△

インターネット受付期間…４月５日
(金)午前９時～17日(水)△

第一次試験日…６月16日(日)
一般職(高卒者)△

インターネット受付期間…６月17
日(月)午前９時～26日(水)△

第一次試験日…９月１日(日)▲

申し込み…申し込みの詳細と受験資
格は、人事院のホームページ(http://
www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm)また
は同事務局へ

国家公務員採用試験
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情報ホットラインに記事の掲載を希望する場合は、広報発行日(第２・
４金曜日)の３週間前までに直接、ファクス(0197-63-7023)、または電
子メール(promo@city.kitakami.iwate.jp)で都市プロモーション課へ。
※紙面の都合や記事の内容により掲載できない場合があります。

 

３月の各種相談
○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…７日(木)、14日(木)、28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…４日(月)、11日(月)、18日(月)、25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日(月)、18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)通訳が必要な場合は要予約△

とき…28日(木)午後２時～５時△

ところ…生涯学習センター相談室

○子どもの就活に関する個別相談
(☎63-3533)要予約△

とき…月～金(祝日を除く)午前10時～午後
５時△

ところ…ジョブカフェさくら(北上地区合
同庁舎内)

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
３月24日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　黒岩鬼剣舞  

洋ラン講座

△

とき…３月12日(火)午後１時～３時△

ところ…同センターフラワーレッス
ンルーム(金ケ崎町六原字頭無2-1)△

内容…洋ランの手入れや植え替えな
どの管理方法(実技あり)△

定員…20人(先着順)△

参加料…無料(資材代は実費徴収)△

申し込み…３月５日(火)までに電話
で同センターへ

岩手県立花きセンター
☎0197-43-2107 

就活セミナー基本のき！｢受
かる面接マナーのポイント｣
ジョブカフェさくら　    ☎63-3533△

とき…３月19日(火)午前10時～正午△

ところ…ジョブカフェさくら(北上
地区合同庁舎内)△

内容…面接を受ける時のポイント△

対象…求職者(定年退職した人やブ
ランクがある人も可)△

定員…10人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…電話または直接、同所へ

｢花塾｣2019受講者

△

とき…５月～11月(３コース・各２
回)△

ところ…同センターフラワーレッス
ンルーム(金ケ崎町六原字頭無2-1)△

内容…①ガーデニング(初心者、経
験者)②ガーデンクラフト△

定員…①80人②20人(各先着順)△

参加料…無料(資材代は実費徴収)△

申し込み…３月５日(火)から電話で
同センターへ

岩手県立花きセンター
☎0197-43-2107 

　独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣ
Ａ)は、青年海外協力隊とシニア海外
ボランティアを募集します。△

派遣期間…原則２年間△

対象…日本国籍を持つ1949年４月
５日から1999年９月２日生まれの人△

申し込み…４月３日(水)まで
※詳しくは電話またはＪＩＣＡ東北の
ホームページ(https://www.jica.go.jp/
tohoku/)をご覧ください。

ＪＩＣＡ東北        ☎022-223-4772

ＪＩＣＡボランティア
専修大学北上ジュニアレスリ
ングクラブメンバー
同クラブ

(専修大学北上高校)☎63-2341
(田口)☎090-1420-3315 

　レスリングを通じて、ひとづくり・
からだづくりをしませんか。△

とき…毎週月・水曜日午後５時30
分～７時30分△

ところ…専修大学北上福祉教育専門
学校第２体育館１階△

対象…小学３年～中学３年生の男女△

受講料…保険料年間1,000円、暖房
費月1,000円(12～３月)、大会参加費
用など△

申し込み…体験見学後、申込書に記
入し同クラブへ
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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。

　１月分の検体持ち込みはありません
でした。過去の検査結果は市のホーム
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(１月分)
農林企画課　　　　　　　☎72-8237

　岩崎地区(鬼の館周辺)で火災防御訓
練、防災ヘリコプターによる救助救出
訓練、応急救護訓練、初期消火などを
行います。
　午前７時ごろ、地域一帯に訓練のサ
イレンが鳴ります。また、午前７時
30分ごろまで防災ヘリコプターの活
動による大きな音がしますので、ご理
解とご協力をお願いします。△

とき…３月３日(日)午前７時～８時
30分

災害防御訓練(岩崎地区)
消防防災課　　　　 　　☎72-8305

商業観光課　　　 　　　☎72-8240

　ツインモールプラザの全館電気工事
のため、同施設を次の日程で休館しま
す。施設予約の際はご注意ください。△

とき…８月27日(火)終日

市民交流プラザ臨時休館

選挙管理委員会事務局 　☎72-8234△

告示日…４月14日(日)△

投票日…４月21日(日)
※期日前投票および不在者投票は４月
15日(月)～20日(土)までです。
立候補予定者説明会△

とき…３月12日(火)午前10時～△

ところ…本庁舎５階第２会議室

北上市長選挙

中央図書館　　　 　　　☎63-3359△

とき…３月15日(金)～17日(日)午前
９時～午後４時30分(最終日は午後３
時まで)△

ところ…同図書館△

内容…平成29年７月から30年６月
までの間に、新聞・雑誌などで発表さ
れた文学賞・文化賞受賞作品のうち、
84点を展示

文学賞受賞図書展

博物館　　　 　　　　　☎64-1756

　防虫作業のため、次の日程で休館し
ます。△

とき…３月２日(土)
※博物館本館は開館します。

博物館和賀分館臨時休館

自衛官
自衛隊北上地域事務所    ☎63-6736

①自衛官候補生△

試験日…３月３日(日)△

応募資格…18歳以上33歳未満
②幹部候補生△

試験日…一次試験：５月11日(土)・
12日(日)、二次試験：６月11日(火)～
14日(金)
※いずれか１日を指定します。△

応募資格…22歳以上26歳未満(学歴
問わず)。大卒者(見込み含む)は20歳
から応募可。修士課程修了者は27歳
まで応募可▲

試験会場…①岩手駐屯地②盛岡合同
庁舎(予定)▲

申し込み…①３月１日(金)まで②３
月１日(金)～５月１日(水)の間に同事
務所へ

博物館　　　 　　　　　☎64-1756

　江戸時代後期の名人形細工師・
末
すえ よ し せ き し ゅ う

吉石舟作の古
こ き ん び な

今雛をはじめ、享
きょう ぼ う び な

保雛
や立

た ち び な

雛などを展示。また、今年は亥年
であることにちなみ、国内最大級のイ
ノシシ形土偶の鼻も展示します。△

とき…２月23日(土)～３月31日(日)△

ところ…博物館本館△

観覧料…一般500円、高校生240
円、小中学生170円(各種割引あり)
関連イベント｢おひなさまの前でお琴
を弾いてみよう！｣
　初心者向けの｢さくらさくら｣を弾い
てみませんか。△

とき…２月23日(土)、３月２日(土)・
３日(日)
※事前申し込み不要

春の人形展

△

訓練期間…５月８日(水)～10月31日
(木)△

対象…再就職に意欲のある人△

定員…CAD/NCオペレーション科15
人、設備メンテナンス科12人△

受講料…無料△

選考日…４月４日(木)△

申し込み…３月１日(金)～22日(金)
の間にお近くのハローワークへ
施設見学会△

とき…３月６日(水)、13日(水)、20
日(水)午前９時15分～午後０時30分

ハロートレーニング受講生
ポリテクセンター岩手
 　 　　    (訓練課)☎0198-23-5712


