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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

　
19件
0人
25人
230件
0人

　
（204件）
（1人）
（257人）
　（2,279件）
（21人）

　
 2件

20件
183件
94件

　
（41件）

（246件）
（1,966件）
（983件）

36,498
93,696
46,010
47,686

世帯
人
人
人

【　＋19】
【　－19】
【　－24】
【　＋  5】

農林企画課☎ 72-8237

＝市内放射線測定結果＝

■定点測定結果(12月11日～平成28年１月
14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28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 0.06～0.08

(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

△

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

■市内産林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　(12月分)

　今月は検査検体がありませんでした。

※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。

△

とき…１月31日(日)午前９時～午後
４時△

ところ…ふるさと体験館｢北上｣△

内容…スノーサッカー、雪っこ宝探
さがし、大餅まき大会、地域団体のス
テージ発表など。屋台多数出店予定

ふるさと雪っこまつり
和賀地区交流センター　☎72-2215

第77回北上ユネスコ講演会

△

とき…２月14日(日)午後２時～３時
30分△

ところ…生涯学習センター第１学習室△

内容…及川義明副市長による講演
｢２巡目国体と北上市民の関わり｣△

参加料…無料

北上ユネスコ協会　(千田)☎67-5135
　　　　     (三宅)☎090-6629-2930

みちのく民俗村のお正月
みちのく民俗村              ☎72-5067
　旧暦のお正月を行います。△

とき…①２月７日(日)午前９時～午
後９時②２月８日(月)午前９時～午後
５時(休園日ですが開園します)△

ところ…みちのく民俗村△

内容…①大みそかの年神様を迎える
準備(年縄や鏡餅を各民家に飾り付け)
②民俗芸能の奉納、餅つきやおとその
振る舞いなど
※詳しくはお問い合わせください。

第61回地方自治研究集会

△

とき…２月６日(土)午後１時15分～
４時(開場は午後０時45分～ )△

ところ…中央図書館視聴覚室△

内容…講演およびパネルディスカッ
ション。市民が望む図書館やこれから
の図書館像を語り合い考えます

北上市職員労働組合自治研推進委員
会　　 　　　　　　　　 ☎64-7584

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…２月15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
者の個別相談、就活なんでも相談(面
接マナー、応募書類添削など)

平成27年度卒業研究発表・作
品展示会

△

とき…２月６日(土)午前９時30分～
午後２時30分△

ところ…日本現代詩歌文学館△

内容…卒業研究内容の発表、卒業作
品の展示△

入場料…無料

北上コンピュータ・アカデミー
                         　　  ☎64-6551

自伐型林業フォーラム
NPO法人自伐型林業推進協会
          (事務局)新北菱林産株式会社
　　　　  ☎67-0635 　　67-3268△

とき…２月７日(日)午後１時30分～△
ところ…日本現代詩歌文学館△
内容…中山間地域を活性化させ地方

創生を目指す自伐型林業を推進する中
嶋健造さんによる講演、事例発表、パ
ネルディスカッション△

対象…里山再生、週末林業に興味が
ある人△

定員・参加料…200人・無料

ＦＡＸ
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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。

図書館ハープコンサート

△

とき…２月11日(木・祝)①午前11時～
(開場は10時40分～)②午後２時～(開
場は１時40分～)△

ところ…同館視聴覚室△
内容…ハープの演奏と、被災地での

支援活動などのお話△

定員…各回40人(先着順)
※全席自由。幼児の入場可。△

入場料…無料△

申し込み…１月26日(火)午前９時か
ら電話で同館へ

中央図書館　　　　　　☎63-3359

保育所(定員) 所在地・連絡先
ひたかみ保育所(地域枠定
員12人)

北鬼柳22-46
☎61-5070

△

事業所内保育事業所…従業員の子ど
も以外の児童も預かる保育施設です。

　子ども・子育て支援新制度により市
の定める基準を満たす、市が認可する
施設で０～２歳児の利用が可能です。△

小規模保育事業所…定員６～19人
の｢小さい保育所｣です

子育て支援課               ☎72-8260

４月１日開所予定の保育事業所
の入所

保育所(定員) 所在地・連絡先
ニチイキッズ北上さくら
保育園(19人)

黒沢尻3-1-5
☎019-621-5252

ひよこ保育園(12人) 中野町1-9-19
☎080-2804-9510

和の色保育園( ６人) 村崎野13-126-7
☎67-4674

△

申し込み…２月４日(木)までに申込
書を同課へ。申込書は同課で配布しま
す
※他の保育所などとの併願も可能です。

女性の活躍推進セミナー
岩手県男女共同参画センター
 ☎019-606-1761    danjo@aiina.jp△

とき…２月16日(火)午後７時～９時△

ところ…日本現代詩歌文学館△

内 容 … N P O 法 人 フ ァ ザ ー リ ン グ
ジャパン理事で子ども教育NPO｢コヂ
カラ・ニッポン｣代表の川島高之さん
による講演｢イクボスで業績も笑顔も
共にアップ！～会社も、社員も、子ど
もも…みんなみんなHappyに～｣△

申し込み…電話か電子メールで同セ
ンターへ

　｢北上・西和賀にぎわいフェア｣のス
テージに出演しませんか。△

とき…２月19日(金)・20日(土)午前
10時～午後３時△

ところ…おでんせプラザ｢ぐろーぶ｣
の特設ステージ△

定員…５組(先着)△

内容…舞踊、バンド演奏、歌など△

申し込み…１月29日(金)午後５時ま
でに同実行委員会へ

ステージイベント出演者
北上・西和賀にぎわいフェア実行委
員会
(事務局)北上観光コンベンション協
会　　　　　               ☎65-0300

△

とき…２月14日(日)△
行程…北上駅発(午後４時24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11分)～北上駅着
(午後９時26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(火)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29日(月)までに同事
務所または金融機関窓口へ
※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、同事務所または金
融機関窓口へ

国民年金保険料の割引制度

博物館　　　　　　　　☎64-1756

年中行事再現｢コト八日｣

△

とき…２月６日(土)午前10時～11時△

ところ…みちのく民俗村体験厨房集
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４日(木)までに同館へ
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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/

２月の各種相談

 

△

とき…３月１日(火)、８日(火)、15
日(火)、22日(火)、29日(火)午後１時
30分～午後３時△

ところ…北上総合体育館△

内容…体を動かしながら頭を使う運
動プログラム△

対象…相去・鬼柳・江釣子・和賀・
藤根・岩崎地区の65歳以上の人△

定員…50人(先着順)△

申し込み…２月10日(水)までに電話
で同課へ
※対象の地区交流センターを回る送迎
バスがあります。定員23人(申込順)で
す。

いまから始める脳活講座
長寿介護課                    ☎72-8221

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～29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5,960円△

申し込み…２月12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(金)午後７時～△

ところ…江釣子地区交流センター３
階会議室

道路環境課　  　　　　 ☎72-8273 

○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…２月４日(木)、18日(木)、25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…２月１日(月)、８日(月)、15日(月)、

22日(月)、29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１日(月)、15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
　(北上市国際流ルーム☎63-4497)要予約△

とき…２月25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…月～金(祝日を除く)午後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)

2015第２回ぶら飲み

　お酒(２～３杯程度)とお料理のセッ
トがお楽しみいただける｢ぶら飲み｣。
スタンプラリーも同時開催します。△

とき…２月１日(月)～29日(月)△

ところ…隠
あ じ と

家北上店、アリーブ北
上店、一番鮨、一

いっしょう

翔、OLLANO、籠
か ご や

屋、
菊寿し、更科、テナモン八、婆’s bar
〇 、 B A R フ ッ ク 、 風 土 、 み ど り 庵 、
美
みやらび

童、ラ･タヴェルナ△

参加料…各店舗1,300円△

申し込み…各店舗で｢ぶら飲みメ
ニュー｣とお伝えください
※店舗によって開催曜日などが異な
りますので、詳しくはチラシやホー
ムページ(http://www.kitakami-kanko.
jp/)をご覧ください。

(一社)北上観光コンベンション協会               
　　　　　　 　　　　  ☎65-0300       

　市の防災対策の基本となる北上市地
域防災計画の見直しに当たり、広く意
見を取り入れるため｢北上市防災会議｣
の委員を募集します。△

定員…１人△

任期…委嘱の日から２年△

活動内容…年に１・２回の防災会議
に出席し、防災計画案を審議します△

応募資格…自主防災組織における活
動実績があり、防災に関する知識を有
する20歳以上の市民で、平日に開催
する会議に出席可能な人△

申し込み…２月12日(金)までに所定
の応募申込書を同課へ
※詳細は同課にお問い合わせいただく
か市のホームページをご覧ください。

北上市防災会議委員
消防防災課　　　　　　☎72-8306
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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。

県立図書館巡回展示
｢戦争の時代と岩手の人々｣

△

とき…１月29日(金)～31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…同館会議室△

内容…戦争の歴史と、岩手の人々の
戦争体験に関する図書79点を展示

中央図書館　　　　　　☎63-3359

指定管理者が決定しました

施設名 指定管理者
北上市民黒沢尻体育館
他３施設 NPO法人フォルダ

北上市北部勤労者屋内
運動場他３施設 (株)小原建設

北上市民江釣子体育館
他７施設 (公財)北上市体育協会

和賀農村環境改善セン
ター他４施設 NPO法人フォルダ

北上市技術交流セン
ター他１施設 北上工業クラブ

北上駅東口駐車場他２
施設 南光警備保障(株)

煤孫農村交流プラザ 煤孫振興会
江釣子共同福祉施設 鳩岡崎自治会
樺山歴史の広場 稲瀬町自治協議会
黒沢尻北地区交流セン
ター

黒沢尻北地区自治振興
協議会

黒沢尻東地区交流セン
ター

黒沢尻東地区自治協議
会

黒沢尻西地区交流セン
ター

黒沢尻西地区自治協議
会

立花地区交流センター 立花自治振興協議会
飯豊地区交流センター 飯豊地区振興協議会
二子地区交流センター 二子町振興協議会
更木地区交流センター 更木町振興協議会
黒岩地区交流センター 黒岩自治振興会
口内地区交流センター 口内町自治協議会
稲瀬地区交流センター 稲瀬町自治協議会
相去地区交流センター
他１施設 相去地区自治協議会

鬼柳地区交流センター 鬼柳町自治振興協議会
江釣子地区交流セン
ター

江釣子地区自治振興協
議会

和賀地区交流センター
他１施設 和賀地区自治協議会

岩崎地区交流センター 岩崎地区自治振興協議
会

藤根地区交流センター 藤根自治振興会

財政課　　　　　　　   ☎72-8250
　指定管理者制度は、市の施設を民間
事業者やNPO法人が効果的・効率的
に運営する制度です。△

指定期間…４月１日～33年３月31
日までの５年間

カラスの追い払いについて

　カラスの群れによる騒音やふんの被
害が多発しています。同協議会は追い
払い用のLEDライトを無料で貸し出し
ます。利用する場合は同事務局にご連
絡ください。台数には限りがあります。

北上市鳥獣被害対策連絡協議会
　　(事務局)農業振興課☎72-8238

　

おわびと訂正
　広報きたかみ第597号(１月８日発
行)４ページの記事中、右側にある
国保年金課の表は｢福祉課｣の誤りで
した。また、５ページの記事中、代
理人への交付についての本人の本
人確認書類は｢①を２点、または①
②を１点ずつ、または②を３点(１
点は写真付きのもの)｣の誤りでした。
おわびして訂正します。

競争入札等参加資格審査申請
の受け付け(平成28年度分)
契約検査課　　  ☎72-8262・8263

　平成28年度の入札・見積を新規登
録またはすでに登録しており資格追加
を希望する業者は、｢北上市競争入札
等参加資格審査申請書｣を提出してく
ださい。要領・様式は市のホームペー
ジからダウンロードできます。また、
同課でも配布します。なお、27年２
月に申請済みの場合は、改めて新規登
録申請の必要はありません。△

受付期間…２月１日(月)～29日(月)△

提出方法…郵送(〒024-8501住所記
載不要)または持参(土・日曜日、祝日
を除く)で同課へ△

対象業種…①建設工事②測量・建設
コンサルタント③物品・役務の提供
※次の団体でも同様の申請を受け付け
ます。それぞれの団体に確認し提出し
てください。
○北上地区広域行政組合　 ☎68-2203
○北上地区消防組合　　　 ☎64-1122
※岩手中部広域行政組合(☎72-8286)
は市の業者登録を準用します。同組合
への入札・見積に参加を希望する業者
は、市に申請書を提出してください。

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

夏油高原スキー場
観光フォーラム

△
とき…１月28日(木)午後１時30分～

２時30分(開場は午後１時～ )△

ところ…生涯学習センター第１・３
学習室△

内容…株式会社クロスプロジェクト
グループの辻隆代表取締役による講演
｢国内スキー場の現状と今後の見通し｣

夏油高原スキー場運営評価委員会
　　   (事務局)商業観光課☎72-8241


