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12 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（11月30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

　
16件
0人
21人
354件
6人

　
（222件）
（3人）
（279人）
　（2,530件）
（20人）

　
 1件

21件
216件
105件

　
（39件）

（238件）
（2,027件）
（930件）

35,981
93,783
45,949
47,834

世帯
人
人
人

【＋22】
【－　5】
【＋　7】
【－12】

農業振興課☎ 72-8238

　今月は検査検体がありませんでした。

＝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　　　(12月分)

チャリティ寄席　笑いが一番
ライオンズクラブ国際協会　　　　
　　 　　　　　　 ☎019-621-1415△

とき…２月６日(金)午後６時30分～△

ところ…さくらホール大ホール△

内容…落語(三遊亭歌奴)、講談(宝井
駿之介)、マジック(北上マジック協会)△

入場料…無料

△

とき…２月７日(土)午後２時～△

ところ…さくらホール中ホール△

内容…第一部｢合唱｣、第二部｢オペ
レッタ『新・ヘンゼルとグレーテル』｣△

入場料…前売り券＝一般700円、中
学生以下500円(当日券は各300円増し)

北上ミューズコーラス隊公演
同団体　　　　   　(北谷)☎62-3606

　平成26年度税制改正により、新車
新規登録から一定年数を経過した自動
車の重課割合が高くなりました。環
境負荷の大きい自動車は、税率が現
行の10％増からおおむね15％増とな
ります。詳しくは、県のホームページ
(http://www.pref.iwate.jp/zei/gaiyou/
jidousha/006007.html)をご覧いただく
か同センターへお問い合わせください。

自動車税のグリーン税制
県南広域振興局県税部花巻県税セン
ター　　　　 　　☎0198-22-4912

　読書の好きなメンバーが自分のお気
に入りの本を紹介しあう会です。△

とき…毎月第２土曜日午前11時～
午後１時30分ころ△

ところ…市内の飲食店△

会費…月100円、ご自分の飲食代△

申し込み…同会へ

サークル会員
北上本を紹介する会(読書会)
　　  (会長　鈴木)☎080-5561-7582

△

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(平成26年12月15日～平成
27年１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。
※積雪による放射線量の遮へい効果を考慮
し、本庁舎屋上、和賀庁舎以外の施設は平
成27年１月～３月の間、放射線測定を休
止します。

本庁舎屋上 0.05～0.07

和賀庁舎 0.05～0.09

(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

△

とき…２月15日(日)午前10時～正午△

ところ…北上市総合福祉センター△

内容…青少年育成アドバイザー・大
村千恵氏による講演｢思春期になって
からあわてない子育て、一緒に考えて
みませんか？｣△

申し込み…不要。託児希望の場合は、
２月５日(木)までに児童の年齢と人数
を電話(留守番電話可)で同協議会へ

子育て講演会
北上市地域婦人団体協議会事務局
　　　　　      (高橋)☎　   73-7883ＦＡＸ

△

とき…１月31日(土)午前11時～、２
月１日(日)午前10時～午後３時△

ところ…ツインモールプラザ東館南
側広場、さくらパーキング(同館東側)△

内容…横手かまくら展示、LOVEか
まくら展示、雪の滑り台、あったか屋
台、ゲーム、お買い物抽選会、餅つき
大会(２月１日・無料配布)、マグロ解
体ショー(31日・無料配布)、鬼剣舞公
演、雪灯り、川岸かっぱ太鼓など
北上コロッケまるっとLab感謝祭inゆ
きんこまつり2015△

内容…学校訪問などの写真をパネル
展示、コロッケざむらいパネルなど
作品展示、北上コロッケ販売(１個100
円)△

問い合わせ…北上コロッケまるっと
Lab(岡島)☎090-1060-0149へ

本町リニューアル記念イベント
ゆきんこまつり2015
本通り商店街振興組合     ☎63-5735
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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。

職務経歴書セミナー
ジョブカフェさくら　   ☎63-3533△

とき…２月10日(火)、25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・参加料…12人(先着順)・無料△

申し込み…同ジョブカフェへ

｢ＹＯＲＵカフェ　大人のき
たかみ観光学び塾｣

　｢このまち｣の人に教えたくなる情報
を飲みながら楽しく学びませんか。△

とき…①１月29日(木)②２月18日
(水)午後６時30分～８時30分△

ところ…①枕流亭②お問い合わせく
ださい△

内容…①きたかみ観光情報プチ講座
②トークセッション(交流会)△

定員…15人(先着順)△

参加料…無料(飲食代は自己負担)△

申し込み…開催２日前までに同団体へ

きたかみ観光ネクスト     ☎63-8855

花巻年金事務所     ☎0198-23-3351

まとめ納付(前納)でぐっとお得に
　国民年金保険料を、半年または１年
分まとめて前納すると割引があり、毎
月納付するよりお得です。また、口座
振替を利用すると２年前納ができ、納
付書払いよりも割引額が多くなります。△

申し込み…口座振替による前納を希
望する人は、２月27日(金)までに同事
務所もしくは金融機関窓口へ。すでに
口座振替前納を利用している人は手続
きは不要です。納付書による前納を希
望する人は、４月に届く納付書のうち
前納用納付書で４月末までに納付して
ください。ただし、納付書では２年前
納はできません
毎月納付は早割でお得に
　口座振替による毎月納付を、翌月末
引き落としから当月末引き落とし(早
割)に変えると、保険料が毎月50円ず
つ割引になります。△

申し込み…随時、同事務所もしくは
金融機関窓口へ

国民年金保険料の割引制度

△

とき…２月14日(土)△

行程…北上駅発(午後４時23分)～横
手駅着(午後５時39分)～かまくら観光
～横手駅発(午後８時10分)～北上駅着
(午後９時25分)△

対象・定員…市内在住の人・40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。お土産付き)。小学生500円、小
学生未満無料△

申し込み…２月２日(月)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)☎72-8223

北上線で行く横手かまくらツ
アー

△

とき…３月２日(月)午後１時～４時△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

内容…求人企業と求職者との個別面
談、公共職業安定所の就職相談など△

対象…①27・28年３月卒業予定の
学生または転職やＵ・Ｉ・Ｊターン就
職を希望する社会人で花巻市・北上
市・奥州市・金ケ崎町・西和賀町に就
職を希望する人②同市町に立地または
就業先を有し(建設計画含む)正社員雇
用を予定している企業および団体△

申し込み…①不要②２月16日(月)ま
でに同協議会へ

平成27年花北・胆江地域合同
就職ガイダンス
北上雇用対策協議会
　           (工業振興課内)☎72-8244

二子さといも生産者意見交換会

△

とき…２月５日(木)午後１時30分～△

ところ…岩手県農業研究センター２
階中会議室(成田)△

内容…栽培技術に関する意見交換、
平成26年度事業報告、平成27年度取
り組み計画△

申し込み…２月２日(月)までに電
話、ファクス、電子メールで同課へ

農業振興課 ☎72-8238  　  64-2171
　      noushin@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

博物館　　　　　　　　☎64-1756

年中行事再現｢コト八日｣

△

とき…２月７日(土)午前10時～11時△

ところ…みちのく民俗村・民俗資料
館集合△

内容…疫病除けのまじないの札をつ
くり、園内民家の門口に設置します△

参加料…無料△

申し込み…２月５日(木)までに同館へ

第２回楽しいスキー教室

△

とき…２月11日(水・祝)午前10時～
午後３時△

ところ…夏油高原スキー場△

対象…①小学生②大人△

定員…①30人②10人(先着順)△

受 講 料 …小学生＝リフト券込み
2,000円、大人＝リフト券込み5,000
円、リフト券なし2,000円△

申し込み…２月４日(水)までに同協
会へ

北上市スキー協会
         (アイガースポーツ)☎65-3535
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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…２月２日(月)、９日(月)、16日(月)、
23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…２月２日(月)、16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～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…２月12日(木)、19日(木)、26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…２月26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

２月の各種相談

 

駐車場の利用申し込み

　東北電力(株)花北営業所南西側の九
年橋藤沢線こ線橋(本石町こ線橋)下駐
車場スペースを貸し出します。△

利用期間…４月１日～28年３月31日△

駐車スペース…2.2㍍×5.5㍍△

対象…個人のみ(法人不可)１世帯１
台限り△

利用料…年額6,230円△
申し込み…２月13日(金)までに所

定の申込書を同課へ(電話申し込み不
可)。申込者多数のときは抽選します
※申込書は市のホ－ムペ－ジからダウ
ンロ－ドできます。
抽選会△

とき…２月26日(木)午後７時～△

ところ…江釣子地区交流センター

道路環境課　  　　　　 ☎72-8273 

きたかみ環境未来塾第２･３回

【第２回】生物多様性ワークショップ
｢未来に残したい北上の宝物｣△

とき…２月７日(土)午前10時～正午△

ところ…日本現代詩歌文学館会議室△

講師…東北大学・中静透教授△

対象…高校生以上△

定員…25人(先着順)
【第３回】講演｢再生可能エネルギー
でまちづくり～宝塚すみれ発電の取り
組み～｣△

とき…２月12日(木)午後６時30分～
８時30分△

ところ…生涯学習センター△

講師…非営利型株式会社宝塚すみれ
発電・井上保子さん、佐藤佳子さん△

定員…40人(先着順)▲

申し込み…各回共に、電話、ファク
ス、電子メールで同課へ

環境課    ☎72-8283　　 72-3300
　　 kankyo@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

ナイトスノーシューハイキング△

とき…①２月21日(土)午後５時～８時△

コース…夏油高原スキー場第１ゴン
ドラ山頂駅～横岳～C４コース
夏油高原スノーシューハイキング△

とき…②２月22日(日)③28日(土)④
３月８日(日)午前９時～△

コース…ショートコース(約２km)、
ロングコース(約４km)から選択▲

定員…①20人②～④各30人(先着順)▲

参加料…各2,500円(ゴンドラ乗車賃、
保険料含む)▲

申し込み…①②２月18日(水)③23日
(月)④３月２日(月)までに同事務局へ

夏油高原インタープリターの会事務
局    　   (商業観光課内)☎72-8241
　　　　　                     64-2171
　　  shokan@city.kitakami.iwate.jp

2016希望郷いわて国体冬季
大会１年前イベント

ＦＡＸ

海の｢もしも｣は｢118番｣
　海上保安庁は、海上における事
件・事故などの緊急通報用として、
警察の｢110番｣や消防の｢119番｣の
ように覚えやすい３桁の電話番号
｢118番｣の運用を行っています。

△

対象…花いっぱい運動に取り組んで
いる団体(各家庭・個人への配布は行
いません)△

花の種類…サルビア(赤)、マリーゴ
ールド(黄)、アゲラタム(紫青)△

申し込み…２月６日(金)までに最寄
りの地区の交流センター、本庁舎総合
案内または同課(和賀庁舎１階)へ。申
込書は各申込先にあります

花いっぱい運動推進協議会
　　　　 (事務局)環境課☎72-8281

花種子・苗の配布
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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。

△

とき…２月８日(日)午前10時30分～
午後４時30分(開場は午前10時～)△

ところ…さくらホール大ホール△

出演団体…八谷崎太神楽、台笠、小
鳥崎さんさ踊り、御新田太鼓、宿大乗
神楽、専大北上高校郷土芸能部、明星
学園高校和太鼓部(東京)、北上翔南高
校鬼剣舞部、若手民謡(阿部愛

あ の

音さん)、
金津流獅子躍、秋田の竿燈、相去・黒
岩・岩崎・御免町・鬼柳・口内・北藤
根・滑田・谷地・二子鬼剣舞△

入場料…前売り一般2,000円、小・
中学生1,000円(当日は各500円増し)

鬼ょ燃えろ！冬のみちのく芸
能まつりPart６
文化財課                    　☎65-0098

　２月21日(土)～３月８日(日)の間、
清掃事業所の不燃ごみ処理施設の修理
を行います。期間中は、不燃ごみを持
ち込まないようにしてください。なお、
期間中の収集は振り替えて実施します
ので、班回覧または市のホームページ
を確認してください。

清掃事業所への不燃ごみ持ち
込み自粛のお願い
クリーン推進課            ☎72-8284

　１月から｢障害者総合支援法｣の対象
となる難病などが、130疾病から151
疾病に拡大されました。対象者は、障
害者手帳を持っていなくても、必要と
認められた障害福祉サービスなどが受
けられます。対象疾患は、市のホーム
ページに掲載します。サービスを希望
する人は、同課に相談ください。

障害者総合支援法の対象とな
る難病などの指定拡大
福祉課            　　　   ☎72-8214

△
とき…２月17日(火)午後３時～△
ところ…市民交流プラザ△
内容…新日本有限責任監査法人ＣＳ

Ｒ推進部長の大久保和孝氏による基調
講演、市内で地域貢献活動に取り組む
企業へ地域貢献活動功績賞・感謝状の
授与

協働のまちづくりフォーラ
ム・北上市地域貢献活動企業
功績賞表彰式
地域づくり課　　　　　☎72-8300

　現在委嘱している区長は、平成27
年３月31日で任期満了となります。
次期区長は、各行政区から推薦いただ
いた人を市が委嘱します(再任可)。△

任期…平成27年４月１日～29年３
月31日(２年間)△

職務…北上市区長設置規則による△

身分…非常勤特別職の地方公務員△

報酬…市の規定により支給△

会議…年４回以上△

推薦書提出…３月18日(水)まで

任期満了による次期区長の推薦
地域づくり課　　　　　☎72-8299

　市内には法務大臣から委嘱された
人権擁護委員が11人いますが、小田
島勲さん(和賀町横川目)の退任に伴い、
新たに武田俶

あつし

さん(和賀町煤孫)が委嘱
されました。
　人権擁護委員は、国民の基本的人権
が侵害されないよう、いじめ、体罰を
はじめ、家庭内の問題、隣近所とのも
めごとなど非常に幅の広い相談に応じ
ています。秘密は守られますし、無料
で予約もいりません。毎週月曜日に本
庁舎４階で特設人権相談所を開設して
いますので、ご相談ください。

人権擁護委員の紹介
市民課　　　　　　　　☎72-8202

　私たちの身近な生きものやそのつな
がりから得られる地域の財

た か ら

産について
考えます。△

とき…２月７日(土)午後１時30分～
４時30分△

ところ…日本現代詩歌文学館講堂△

内容…講演①東北大学の中静透教授
による｢毎日の生活から考える生物多
様性｣②環境省生物多様性地球戦略企
画室長の奥田直久氏による｢生物多様
性地域戦略とその策定状況｣③岩手県
立大学総合政策学部の矢浦希実氏に
よる｢北上市の生物多様性インベント
リー｣、パネルディスカッション｢“地
域の財

た か ら

産”再発見～身近な生きものか
らの恵み～｣、パネル展(市内企業・環
境団体の取り組み事例紹介)△

入場料…無料

環境課                       ☎72-8281

北上市生物多様性シンポジウム
“地域の財産(たから)”再発見
～身近な生きものからの恵み～

第２回市民ポール練習会

△

とき…２月14日(土)午前10時～正午△

ところ…夏油高原スキー場△

対象…小学生以上△

受講料…1,000円△

申し込み…当日、会場で受け付け

北上市スキー協会
　   　(アイガースポーツ)☎65-3535


