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9 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（８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

　
16件
1人
18人
151件
2人

　
（158件）
（2人）
（192人）
　（1,716件）
（12人）

　
 2件

14件
168件
72件

　
（31件）

（182件）
（1,484件）
（659件）

35,874
93,741
45,906
47,835

世帯
人
人
人

【＋35】
【＋36】
【＋39】
【－ 3】

農業振興課☎ 72-8238

　山菜(ミズの実)、キノコ類(アミタケ他)、
15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。一部キノコ類(コ
ウタケ他５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　　　(９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(９月12日～10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。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 0.06
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 0.08
口内小学校 0.10
和賀庁舎 0.05～0.07

(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

北上市社会福祉協議会      ☎64-1212

北上市内避難者作品展示会

△

とき…11月15日(土)・16日(日)午前
９時30分～午後４時(16日は午後３時
まで)△

ところ…北上市総合福祉センター
２階第１・２研修室△

内容…手芸、陶芸、書道など

　｢ココロ豊かで楽しい暮らし｣をテー
マに私たちの普段の生活にあったらい
いなという素材の良さや作り手の思い
が込められた商品・作品の物販(マル
シェ)と、やってみたら大人も子ども
も楽しい生活に取り入れられるワーク
ショップを開催します。△

とき…11月２日(日)午前10時～午後
４時△

ところ…詩歌の森公園(雨天時：黒
沢尻西地区交流センター)△

内 容 … 物販(農産物・飲食物・木
工・陶器・フェアトレード商品・絵
本・古道具など)、ワークショップ
(｢生ミニツリー作り｣｢ズッキーニの種
を採って来年撒いてみよう｣｢季節の消
しゴムはんこづくり｣など)
※各種ワークショップの申し込み・問
い合わせは電子メールで受け付け中。

Machibun Marche実行委員会
　          (長谷川)☎090-9744-8171
　　  machibunmarche@gmail.com

26年度まちづくりチャレンジ補
助金採択事業
町分マルシェ

いわて就職面接会Ⅳ

△

とき…11月18日(火)午後１時～４時
30分△

ところ…岩手産業文化センター・ア
ピオ(滝沢市)△

内容…参加企業との面談、参加市町
村による地域・雇用情報の提供など△

対象…平成27年３月卒業予定の大
学院、大学、短大、高専、専門・専修
学生、既卒者および一般求職者

(公財)ふるさといわて定住財団
　 　　　　　　   ☎019-653-8976

日本現代詩歌文学館       ☎65-1728

第11回俳句まつり

　表彰式の後、俳句を取り入れた遊び
を行います。△

とき…11月15日(土)午前10時～△

ところ…同文学館、詩歌の森公園△

内容…表彰式：中高生の部(午前10
時～)、小学生の部(午後１時～)、｢俳
句であそぼ｣(午後２時～)※

どちらも自由に参加できます。

ふるさと体験館｢北上｣臨時休
館日
(一財)きたかみ地域振興財団　
　　　　　　　　　　　 ☎72-2915

　設備メンテナンスのため休館します。△

とき…10月30日(木)

犬のしつけ教室
北上地区獣医師の会　    ☎66-3749△

とき…11月９日(日)午前10時～11
時30分△

ところ・申し込み…ドッグハウスタ
カトキ(☎67-3815)
※登録と狂犬病予防注射が済んでいる
犬に限ります。
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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。

 

　国見山廃寺跡が栄えた時代の歴史的
背景と平安時代の東北を、その分野に
精通した講師陣による講義などを通じ
て体系的に学習します。終了後は検定
試験を行います。△

とき…11月15日(土)、30日(日)、12
月６日(土)、20日(土)△

ところ…埋蔵文化財センター、国見
山廃寺跡、中尊寺など△

対象…国見山廃寺跡など平安時代の
北上市周辺の歴史・文化に興味があり、
第１回を含む３日以上参加できる18
歳以上の人△

定員…20人(先着順)△

受講料…無料(入館料などは自己負
担)△

申し込み…第１回は11月12日(水)ま
で、第２回以降は11月25日(火)までに
電話または電子メール(info@kitakami-
tourism.jp)で同NPO法人へ

26年度まちづくりチャレンジ補
助金採択事業
きたかみヒストリーナビゲー
ターセミナー
NPO法人きたかみツーリズムプロモ
ーション　   (都鳥)☎080-2070-0070

鬼学講座

△

とき…①11月１日(土)②８日(土)③
22日(土)④12月14日(日)⑤20日(土)午
後１時30分～(④は午後２時～)△

ところ…鬼の館研修室など△

内容…①企画展｢あの世｣について②
東北の貞任伝説(前編)③東北の貞任伝
説(後編)④倉沢人形歌舞伎の鑑賞⑤風
流山車にみる｢鬼｣△

対象…高校生以上△

定員…35人(先着順・各回の聴講は
自由です)△

受講料…500円(テキスト・ファイル
代)△

申し込み…11月１日(土)までに電話
で同館へ
※各回の聴講は自由・無料ですが、講
座専用のファイル・テキストは配布し
ません。

鬼の館　　　　　　         ☎73-8488

ボランティアはじめて講座

△

とき…11月22日(土)午前10時30分～△

ところ…北上市総合福祉センター△

内容…ボランティア活動についての
講演、同協議会ボランティア活動の
説明、2016希望郷いわて国体ボラン
ティアの説明、キャップハンディ体験△

定員…20人程度△

持ち物…昼食、飲み物、上履き、筆
記用具△

申し込み…11月14日(金)までに同協
議会へ

北上市社会福祉協議会      ☎64-1212

村長さんの写真館△

とき…11月８日(土)～14日(金)午前
10時～午後５時△

内容…相澤史郎村長が撮影した写真、
みちのく民俗村まつりの写真、村長と
交友関係のある人たちによる写真を展
示。今回は特別展示として市内出身の
近代詩人・豊田 玉

ぎょくしゅう

萩 の業績を紹介し
ます
村長トーク｢浪漫詩人・豊田玉萩につ
いて｣△

とき…11月８日(土)午後２時～３時
30分△

申し込み…電話で同館へ▲

ところ…市民交流プラザ▲

入場料…無料

村長さんの写真館×村長トーク
博物館                           ☎64-1756

　平成28年度に開催する同大会にお
いて、耳が聞こえにくい、または聞こ
えない選手・役員や観客に対し、開・
閉会式および競技会場などで、手話・
要約筆記および筆談による情報の伝
達や案内などを行う｢情報支援ボラン
ティア｣を募集しています。△

募集内容

△

対象…平成９年４月１日以前に生ま
れた人で、要件を満たし、同実行委員
会主催の講座や研修への参加および大
会期間中の活動が可能な人△

申し込み…11月30日(日)までに同事
務局へ。詳細は、同国体・同大会の
ホームページをご覧いただくか同事務
局へお問い合わせください

希望郷いわて国体・希望郷いわ
て大会　情報支援ボランティア
同国体・同大会実行委員会事務局
☎019-629-6496　   019-629-6484
    　　　　  AA0007@pref.iwate.jp
               http://www.iwate2016.jp/

ＦＡＸ

ＵＲＬ

種　別 要　件 募集
人数

手　　話
日常会話程度の手話能力
のある人(手話奉仕員養成
講座終了程度の手話を習
得している人)

300   
人

要約筆記
(手書き)

要 約 筆 記 者(手 書 き)、 要
約筆記者養成講習会(手書
き)を受講中の人または要
約筆記奉仕員(手書き)

200
人

筆　　談 筆談に関心のある人

要約筆記
(パソコン)

要約筆記者(パソコン)、要
約筆記者養成講習会(パソ
コン)を受講中の人または
要約筆記奉仕員(パソコン)

100
人
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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…11月10日(月)、17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…11月17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…11月13日(木)、20日(木)、27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…11月27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

11月の各種相談

 

都市計画課　　　　       ☎72-8277

木造住宅の耐震診断・改修助成

耐震診断
　昭和56年以前に建築された木造住
宅の耐震化を促進するため、希望者に
費用の一部を負担していただき、耐震
診断を行います。△

対象…市内にある次の全ての要件を
満たす木造住宅
①昭和56年5月31日以前着工のもの
②平屋建てまたは２階建ての住宅
③木造軸組工法のもの(枠組壁工法、
丸太組工法などでないもの)△

診断料金…１棟あたり30,857円(市
負担27,857円、自己負担金3,000円)△

実施戸数…17戸(先着順)△

申し込み…平成27年２月９日(月)ま
でに同課へ
耐震改修の助成
　上記耐震診断を行った住宅のうち、
上部構造評点が1.0未満と診断された住
宅で、評点を1.0以上とする耐震改修工
事を行う人に補助金の助成を行います。△

対象…次の条件を全て満たすこと
①北上市木造住宅耐震診断を行い、評
点が1.0未満と診断された住宅
②固定資産税を滞納していない人
③27年３月31日(火)までに工事の完了
を報告できる人△

補助金額…耐震改修工事費の２分の
１(限度額は617,000円)。合わせてバ
リアフリー改修工事を行う場合、バリ
アフリー改修工事費の２分の１(限度
額は20万円)を加算します△

実施戸数…14戸(先着順)△

申し込み…27年１月30日(金)までに
同課へ
※昭和56年６月１日以降に増築した
人は、耐震診断と改修の助成の対象外
となる場合があります。

農地借り受け希望者

　(公社)岩手県農業公社(農地中間管理
機構)では地域農業マスタープランの
実現に向けて、農地中間管理事業によ
り担い手への農地集積・集約化を進め
ています。同社が借り入れた農地の借
り受けを希望する人を広く募集します。△

申し込み…11月４日(火)～28日(金)の
間に同課または同社(019-651-2181)へ

農業振興課　　　 　      ☎72-8239

平成27年度芸術文化振興基金
(民俗文化財の保存活用活動)
文化財課　   　　　　　 ☎65-0098

　民俗文化財の保存・継承に関する
活 動 を 行 っ て い る 法 人 や 任 意 団 体
が行う、民俗文化財の公演および公
開を前提とした伝承活動や記録作成
(録音・映像などの記録)の一部を助
成します。詳しくは市のホームペー
ジ(http://www.city.kitakami.iwate.jp/
docs/2014100700034/)をご覧ください。△

申し込み…10月31日(金)までに岩手
県教育委員会生涯学習文化課(盛岡市
内丸10-1☎019-629-6182)へ

△

とき…11月14日(金)午後１時30分
～３時30分△

ところ…北上総合体育館△

内容…ニュースポーツ、風船バレー
ボール△

対象…市内に住んでいる障がい者、
市内の障がい者団体などに所属してい
る障がい者と支援員△

参加料…無料△

申し込み…11月４日(火)までに同課へ

障がい者スポーツ教室
福祉課　　　   　　　    ☎72-8214
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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。

博物館・みちのく民俗村臨時
休館日
博物館                    　  ☎64-1756

　園内および展示資料の整理・点検の
ため休館します。△

とき…11月17日(月)

　市が差し押さえた動産をインター
ネット上で公売します。参加申し込み
受け付けは11月５日(水)午後１時～18
日(火)午後11時です。参加方法・公売
方法は市のホームページをご覧くださ
い。
インターネット公売物品の下見会△

とき…11月12日(水)午前10時～午
後３時 △

ところ…本庁舎４階収納課
※公売は予告なく中止になることがあ
ります。

差し押さえ物品の公売
収納課　　　   　　　 　☎72-8253

 

第11回俳句まつり

26年度｢きたかみ景観資産｣

　地域の大切な景観資源とそれを守り、
創り、育てる活動を｢きたかみ景観資
産｣として認定しています。かけがえ
のない景観資源を次世代に引き継いで
いくため、地域や職場の皆さんで取り
組んでいる景観づくりの活動が伴った
景観資源を応募してください。△

申し込み…12月５日(金)午後５時ま
でに①きたかみ景観資産認定申請書②
景観資源の位置を示す図面③現況の写
真④所有者の同意書⑤活動する団体の
構成員名簿を添え同課へ
※詳しくは、市のホームページまたは、
３庁舎、各地区の交流センターに設置
している募集要項をご覧ください。

都市計画課                    ☎72-8276

ひとり親家庭等特別(法律)相談

△

とき…11月13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

きたかみエコネットワーク推
進会議委員

　環境施策の推進に関し広く意見を求
めるため設置している｢きたかみエコ
ネットワーク推進会議｣の委員を公募
します。△

任期…委嘱した日から２年間△

活動内容…同会議(年２～３回開催
２時間程度)で、市環境基本計画に係
る事業推進に関しての意見交換や、環
境に係る活動状況についての情報提供
など△

資格…市内に居住する人または事業
者、民間団体の構成員△

定員…若干名△

報酬額…市の規定に基づき支給△

申し込み…11月14日(金)までに氏名、
生年月日、住所、電話番号、職業・勤
務先または所属する団体名、市の環境
について思うことや動機など(自由形
式)を明記し、持参または郵送(〒024-
0392住所記載不要)で同課へ

環境課                           ☎72-8281

職務経歴書セミナー
ジョブカフェさくら　    ☎63-3533△

とき…11月12日(水)、26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

27年度第２期入学選考試験

△

試験日…11月15日(土)△

選考方法…①推薦②一般△

資格…平成27年３月に高校卒業見
込みの人、高校卒業または同等以上の
学力を有する人
※年齢上限はありません。△

定員…コンピュータ・ビジネス科
50人、同・システム科50人△

申し込み…10月29日(水)～11月11
日(火)の間に同校へ　
※募集要項がない人は同校へ。

北上コンピュータ・アカデミー
 ☎0120-16-6551　 info@kca.ac.jp

年中行事再現｢コト八日｣

　疫病よけのまじないの札を作り、園
内民家の門口に設置します。△

とき…11月８日(土)午前10時～11時

▽ ところ…みちのく民俗村△

申し込み…前日までに電話で同館へ

博物館　　   　　 　      ☎64-1756


