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５月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（３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

　
17件
0人
18人
153件
1人

　
（89件）
（1人）
（104人）
　（1,172件）
（7人）

　
 5件

13件
148件
70件

　
（23件）

（93件）
（834件）
（368件）

35,776
93,675
45,855
47,820

世帯
人
人
人

【＋22】
【＋28】
【＋10】
【＋18】

農業振興課☎ 72-8238

　山菜(ワラビ、コゴミなど)、キノコ類72
検体については、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。
　一部山菜(１検体)については、100ベク
レルを超えましたが、自家消費用であり、
流通はしていません。

＝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　　　(５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(５月15日～６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 0.06
黒岩小学校 0.07
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 0.08
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

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

①｢歯っぴースマイル!!健やかな歯を｣△

とき…７月18日(金)午前10時～11
時
②わらべうたベビーマッサージ△

とき…７月25日(金)午前10時～11
時▲

ところ…同支援センター室▲

内容…①歯磨きや歯のことなどを歯
科衛生士から話を聞きます②わらべう
たに合わせて、ベビーマッサージやふ
れあい遊び▲

対象…①０歳～就園前の子と家の人
②２カ月～歩く前までの子と親▲

定員…①15組②10組(先着順)▲

持ち物…①お子さんが普段使ってい
る歯ブラシ②バスタオル、水分補給用
のお茶か水▲

申し込み…直接、同支援センターへ

職務経歴書セミナー
ジョブカフェさくら　   ☎63-3533△

とき…７月９日(水)、23日(水)午後
２時～４時△

ところ…同ジョブカフェ△

内容…DVDとテキストを使い、職
務経歴書の書き方を学ぶ(個別相談あ
り)△

定員…12人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…同ジョブカフェへ

小中学生におすすめ
夏休みは工場へGO！ものづ
くり発見わくわくツアー

△

とき…７月29日(火)午後０時50分、
JR北上駅東口または午後１時中央図書
館西側駐車場に集合△

コース…東北KAT(株)～(株)岩手ヤク
ルト工場※バス移動。△

定員…20人(最少催行人数５人)△

参加料…大人(高校生以上)700円、
小中学生200円
※小学生は保護者同伴。未就学児は参
加できません。△

申し込み…７月22日(火)までに電話
で(株)北上交通観光(☎64-1241)へ

北上観光コンベンション協会きたか
み観光推進室               ☎72-5245

桑茶摘み体験とまゆ細工
づくり

△

とき…７月13日(日)午前10時、更木
ふるさと興社集合△

ところ…更木ふるさと興社など△

内容…桑茶摘み取り体験、桑茶工場
見学、まゆ細工づくり△

定員…20人(最少催行人数５人)△

参加料…700円、小学生未満は無料△

申し込み…７月10日(木)午後４時ま
でに同推進室へ

北上観光コンベンション協会きたか
み観光推進室               ☎72-5245

和賀川ざっこフェスタ2014

△

とき…７月20日(日)午前11時～△

ところ…和賀川ふれあい広場やな場△

内容…イワナつかみ取り大会△

対象…市内の小学生(保護者同伴)△

定員…50人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…７月11日(金)までに郵便
番号、住所、氏名、学年、電話番号を
往復はがき(〒024-8501住所記載不要)
に記入し同組合へ

和賀川淡水漁業協同組合☎64-7473
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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。

ひとり親家庭等特別(法律)
相談

△

とき…７月17日(木)午前10時～午後
３時△

ところ…北上地区合同庁舎・１階相
談室△

内容…離婚や養育費についてなど日
常生活において困っていること、悩み
など弁護士による相談△

対象…ひとり親家庭、寡婦の人など△

相談料…無料△

申し込み…同センター北上駐在また
は同連合会へ

県南広域振興局　保健福祉環境セン
ター北上駐在               ☎65-2732
(社)岩手県母子寡婦福祉連合会
                         ☎019-623-8539

和賀川親水美化活動補助金
和賀川の清流を守る会
　　　　 (事務局)環境課☎72-8281

　和賀川流域の良好な自然環境の保
護・保全推進のために実施する活動に
対して、費用を補助します。△

対象活動…参加者10人以上で行う
次の活動①河川および河川敷の清掃活
動②水生生物調査③その他、自然環境
の保護・保全に関する活動△

補助対象…事業所、学校、子供会、
各種団体など△

補助額…参加人数により１万円から
１万５千円まで。水生生物などの講師
謝金は１人につき５千円の補助(補助
金がなくなり次第終了します)。詳し
くは市のホームページをご覧ください△

申し込み…市のホームページから補
助金交付申請書兼活動計画書をダウン
ロードし、ファクス(72-3300)などで
同事務局へ

△

とき…７月12日(土)午前７時30分、
本庁舎または午前８時JR岩沢駅集合△

ところ…羽山(和賀三山湯殿山、標
高600ｍ)△

対象…小学生以上(小学生は保護者
同伴)△

定員・参加料…20人(先着順)・無料△

持ち物…雨具、タオル、軽登山に適
した服装・靴△

申し込み…６月30日(月)から電話で
同課へ

環境課                   　  ☎72-8281

自然散策会～羽山に登ろう～

障がい者を雇用している事業
所の職場見学会
北上雇用対策協議会
             (工業振興課内)☎72-8244△

とき…７月８日(火)午後２時～４時△
ところ…北上市技術交流センター、

中川装身具工業(株)北上工場(見学先)△

内容…配置部署の見学や人事担当者
による説明、障がい者雇用のネットワ
ーク・ジョブコーチ支援などの説明△

対象・定員…障がい者雇用を考えて
いる事業所など・30事業所(先着順)△

申し込み…電話または申込書を記入
し、ファクス(64-2171)で同協議会へ

　同図書館の視聴覚ライブラリーで
は、視聴覚の教材、機材(DVD、16ミ
リフィルム、映写機など)を子ども会
や学童保育所、地域の各種団体に貸し
出ししています。会場として図書館の
視聴覚室も利用できます。△

使用料…無料△

申し込み…利用日の１週間前までに
同図書館へ
※運営全般は主催者側で行ってくださ
い。
知っていますか
　上映権のないDVDやビデオを団体
で見ることは著作権法違反となりま
す。同ライブラリーは上映権のある教
材を貸し出ししています。教材目録は
同図書館のホームページに掲載してい
ます。

中央図書館　　　　      ☎63-3359

｢みどりのまち育て｣
参加事業所

　事業所を訪れる人や歩行者などに｢見
えるみどり｣を提供しているオフィス
や店舗などの事業者を募集し、広報紙
などを通じて紹介する制度です。△

応募条件…①利用者、歩行者、通過
車両などに｢見えるみどり｣を提供して
いる事業所②取り組み事例を市のホー
ムページや広報紙などに掲載すること
に同意する事業所△

申し込み…11月30日(日)までに応募
用紙を記入し、郵送(〒024-8502住所
記載不要)、ファクス、電子メールで
同課へ

都市計画課                  ☎72-8279
                                    77-2992 
          toshi@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

夏休みに映画会をしませんか

民俗芸能公演
鬼剣舞かがり火公演　☎72-8241
７月５日(土)、12日(土)   岩崎鬼剣舞△

時間…午後７時30分～８時△

ところ…夏油温泉
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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…７月７日(月)、14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…７月７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…７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…７月24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

７月の各種相談

 

北上線で行く西和賀銀河高原
雪氷まつりツアー

△

とき…７月27日(日)△

行程…北上駅発(午前10時９分)～
ほっとゆだ駅着(午前10時53分)～路線
バス移動～同まつり観光～路線バス移
動～ほっとゆだ駅発(午後５時８分)～
北上駅着(午後６時２分)△

対象・定員…市内在住の人・20人
(申し込み多数の場合は抽選)△

参加料…1,000円(往復運賃、保険料
含む。銀河高原ビールまたはソフトド
リンク１杯、お土産付き)、小学生500
円、小学生未満無料△

申し込み…７月16日(水)までに同課
へ

岩手・秋田県際交流事業実行委員会
            (政策企画課内)☎72ｰ8223

きたかみ未来創造会議委員

　市総合計画に基づく取り組みや進捗
状況に関して、市民の視点からの評価、
後期基本計画策定に向けて意見を出し
ていただく委員を募集します。報酬な
どの支払いはありません。△

任期…２年(本年度は８～３月まで
に会議を６回開催予定)△

応募要件・募集人数…市内に在住し
ている18歳以上の人・40人程度△

申し込み…７月17日(木)までに申
込書を記入し、郵送(〒024-8501住所
記載不要)、ファクス(63-7023)、電子
メール(kikaku@city.kitakami.iwate.jp)
で同課へ
※申込書は同課(本庁舎２階)、本庁舎
総合案内、江釣子・和賀民生係、各地
区交流センターで配布しています。ま
た、市のホームページからもダウン
ロードできます。

政策企画課                  ☎72-8223

不正大麻・けし撲滅運動実施中
８月31日まで

　｢けし｣や｢大麻｣を見つけたときは
連絡をお願いします。
岩手県中部保健所  ☎0198-22-4921

夏油三山
｢牛形山・丸子峠縦走登山｣

△

とき…７月19日(土)、午前６時30分
夏油温泉集合△

コース…牛形山・丸子峠縦走登山
コース・９km(約７時間10分)△

定員…20人(先着順)△

参加料…3,000円(ガイド料など)△

持ち物…昼食、飲料、着替えなど
※登山に適した服装、準備でお願いし
ます。△

申し込み…７月16日(水)までに参
加者氏名(フリガナ)、性別、郵便番
号、住所、電話番号、生年月日を電
話、ファクス(64-2171)、電子メール
(shokan@city.kitakami.iwate.jp)で同事
務局へ

夏油高原インタープリターの会
       (事務局)商業観光課☎72-8241

△

共済期間…８月１日(金)～27年７月
31日(金)※他県へ転出しても共済期間
中は有効です。△

加入できる人…北上市に住民・外国
人登録をしている人。市内の家族と生
計を同じくする、県外に就労または大
学などに就学中の人も加入できます△

掛け金…年額１人400円△

見舞金…２万円～110万円△

申し込み…同課や金融機関の窓口な
どで加入できます。金融機関での取り
扱いは９月30日(火)まで

地域づくり課          　  ☎72-8301

交通災害共済
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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。

　本年度、２年に一度計量法で義務付
けられている特定計量器の定期検査が
北上地区で行われます。検査の対象に
なるはかりは取り引き・証明に使用す
るはかりです。前回の受検者には登録
台帳に基づき、10月上旬をめどに受
検通知はがきを発送します。
　前回受検していない人で現在、検査
対象となるはかりを使用している人や、
前回受検して、その後設置や使用をや
めた人は同課まで連絡をお願いします。

商業観光課                  ☎72-8240

はかりの定期検査
長寿介護課　　　　　   ☎72-8218

26年度介護保険料の減免

△

対象…①災害による財産の著しい損
失や収入の減少が認められる人②納入
通知書に記載されている減免の該当要
件を満たす人△

申請に必要なもの…納入通知書、印
鑑、通帳など
※減免内容によって異なります。△

申請…納入通知書を７月上旬に送付
しますので、通知書が届いてから納入
期限の７日前までに同課へ

市民税課　　　　　　   ☎72-8210

国民健康保険税の納税通知書
を送付します

　26年度国民健康保険税の納税通知
書を７月中旬に送付します。国民健康
保険税は、通常７月から翌年２月まで
の年８回で納めていただきます。
　なお、本年度からコンビニエンスス
トアでの納付が可能になり、納付書の
様式が変わりました。納期ごとに納付
書が１枚ずつになるため、使用する納
付書の間違いや紛失に気を付けてくだ
さい。
倒産、解雇、雇い止めで離職した人の
国民健康保険税が軽減されます
　軽減を受けるには国保年金課(本庁
舎１階８番窓口)で申告が必要です。△

対 象 者 …次の全てに該当する人
①離職日が平成21年３月31日以降
②離職日に65歳未満③職業安定所
から交付される｢雇用保険受給資
格者証｣の離職理由コード番号が
11･12･21･22･23･31･32･33･34のいず
れかに該当
納付が困難なときは
　災害や一時的な疾病により国民健康
保険税の納付が困難な人は、一定の要
件に該当した場合、申請により国民健
康保険税の減免や納税猶予を受けるこ
とができます。｢納税できないから｣と
いってそのまま放置せず、納付期限の
７日前までに次の窓口でご相談くださ
い。
○減免の相談
　市民税課諸税係☎72-8210
○納付についての相談
　収納課収納係☎72-8253

国保年金課　　　　　   ☎72-8205

後期高齢者医療保険料決定・
納入通知書を送付します

　26年度後期高齢者医療保険料決
定・納入通知書を７月中旬に送付しま
す。△

納付方法…○特別徴収欄に保険料の
記載がある人＝年金から天引きになり
ます○普通徴収欄に保険料の記載があ
る人＝①同封の納付書で、金融機関の
窓口で納めてください②金融機関名な
どの記載がある人は、納期月の25日
に口座振替となります○普通徴収欄と
特別徴収欄に記載がある人＝納付書で
の納付や口座振替になる月と、年金か
ら天引きになる月があります△

保険料…均等割額は38,000円、所得
割率7.36％。低所得世帯への保険料軽
減のうち５割、２割軽減の対象者が拡
大されました△

保険料の減免…災害その他特別の事
情で、保険料の減免を受けられる場合
がありますので、納付期限７日前まで
に同課へ相談してください
※８月から使用する被保険者証は、７
月下旬に送付します。

第53回北上・みちのく芸能まつり
８月１日(金)・２日(土)・３日(日)
※詳しくは、北上みちのく芸能まつ
り公式サイト(http://www.kitakami.
org/maturi/)をご覧ください。

女性のための再就職支援セミ
ナー
北上雇用対策協議会
             (工業振興課内)☎72-8244△

とき…７月15日(火)午後１時30分～
３時30分△

ところ…北上市総合福祉センター・
２階会議室△

内容…再就職のための心構え・キャ
リアプラン、家庭と仕事の両立のコツ△

対象…子育て中の女性、専業主婦、
キャリアブランクのある女性△

定員…50人(先着順)△

受講料…無料△

申し込み…電話で同協議会へ
※託児利用することができます。


