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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28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
270件
2人

　
（201件）
（8人）
（249人）
　（2,267件）
（23人）

　
 １件

21件
166件
76件

　
（17件）

（254件）
（1,996件）
（922件）

36,855
93,279
45,893
47,386

世帯
人
人
人

【　＋31】
【　　－9】
【　＋15】
【　－24】

第79回北上ユネスコ講演会

△

とき…２月11日(土・祝)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…同協会の高橋敏夫氏による
講演｢歌集『難民の歌』が伝えるも
の～ある女性引揚げ者の遺言～｣△

参加料…無料(事前予約不要)

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

北上地域のしごと相談会

△

とき…２月13日(月)午後２時～４時
(受け付けは午後１時30分～)△

ところ…さくらホール小ホール△

内容…企業採用担当者との情報交換、
応募書類の書き方指導、相談コーナー
※受付で企業面談カードをお渡ししま
す(提出は任意)。面談は雇用保険の求
職活動に認定されます。△

申し込み…不要。直接会場にお越し
ください

工業振興課　　　 　　  ☎72-8243

九年橋藤沢線こ線橋(本石町
こ線橋)下の敷地を駐車ス
ペースとして貸し出します

△

利用期間…４月１日～30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10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となり
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24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
※30年度は橋りょう点検のため上半
期(４月～９月)の貸し出しは行いませ
ん。30年の抽選会は30年７月以降に
行う予定です。

道路環境課　  　　　　 ☎72-8272 

空き家相談会

　相続、売買、管理など空き家に関す
る悩みに市と市内の不動産専門家がお
答えします。△

とき…２月10日(金)午後２時～午後
５時△

ところ…本庁舎５階第２会議室△

相談料…無料△

申し込み…事前予約制。電話で同課
へ

都市計画課 　　　　　    ☎72-8278

つるしびな教室
商業観光課　   　　　　☎72-8241 △

とき…２月３日(金)、10日(金)、24
日(金)午後２時～４時△

ところ…みちのく民俗村△

内容…簡単なものから始めるつるし
びな作り。作成したつるしびなは、み
ちのく民俗村で開催予定のひなまつり
で展示します
※各回、同じ内容。複数回の参加も可。△

定員…各10人(先着順)△

受講料…1,000円(材料費含む)△

持ち物…洋裁道具△

申し込み…参加希望日の２日前まで
に電話で同課へ

筝
こと

・尺八ミニコンサート
△

とき…２月５日(日)午後１時30分～△

ところ…さくらホール小ホール△

入場料…無料※

特別ゲスト｢尺八｣設
し た ら

楽瞬
しゅんざん

山。

修声会　　　　　 (門脇)☎67-2680

第２回楽しいスキー教室

△

とき…２月11日(土・祝)午前10時～
午後３時(受け付けは午前９時～９時
30分)△
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…①＝リフト券込み2,000円
②＝リフト券込み5,000円、リフト券
なし2,000円△

申し込み…２月３日(金)までに同協
会へ

北上市スキー協会
            (サンレック北上)☎64-5500

北上市婦協｢市民公開講座｣
レクリエーション体操講演会

△

とき…２月11日(土)午前10時集合△

ところ…江釣子地区交流センター△

内容…北上市レクリエーション協会
会長の渡部浩司氏による講演。実技△

参加料・持ち物…無料・上履き

北上市地域婦人団体協議会事務局 　
　　　　　　　　 (高橋)☎73-7883

無料法律相談会

△

とき…２月６日(月)午後５時～△

ところ…同商工会(九年橋3-9-20)△

相談員…小笠原基也弁護士

北上民主商工会　　　   ☎63-6394
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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。
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△

とき…２月18日(土)午後１時～４時△

ところ…同事務所(稲瀬町岩脇24)△

定員…15人程度(先着順)△

参加料…2,000円(材料費、会場費、
講師謝礼など)△

持ち物…エプロン、三角巾、持ち帰
り用袋など△

申し込み…２月16日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

リンゴジャムを作ろう！
憩いの森管理事務所      ☎64-7447

2016年度第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(水)～28日(火)△

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、菊寿し、
婆’s bar〇、BARフック、風土、みどり
庵、美

みやらび

童、ラ･タヴェルナ(12店舗)△

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       

第24回雑草園祭

　俳人・山口青邨を顕彰する俳句大会
で、誰でも参加できます。△

とき…４月23日(日)午後０時30分～
(当日句受け付けは午前９時30分～11時)△

ところ…日本現代詩歌文学館
事前募集句(冬季・春季雑詠)△

選者…小原啄
たくよう

葉、染谷秀雄、山口梅
太郎、小畑柚流、小林輝子、藤原波光△

投句料…三句一組1,000円△

申し込み…３月１日(水)までに同事務
局(〒024-0032 川岸4-4-13菅原典子方)へ

同事務局　    　　  (菅原)☎64-2403

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28日(火)までに同事
務所または金融機関窓口へ
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
※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５月１日(月)
までに納付してください。

国民年金保険料の割引制度

明日からできるインバウンド対策！

いわての10手使い方講座
～北上編～
商業観光課　   　　　　☎72-8241 △

とき…３月１日(水)午後２時～４時△

ところ…生涯学習センター△

内容…ブランド戦略の専門家で自治
体ブランディングを手掛ける希望郷い
わて文化大使の村尾隆介氏による講演△

定員・受講料…60人(先着順)・無料△

申し込み…２月23日(木)までに同課
へ

市民ポール練習会

△

とき…２月４日(土)、25日(土)午前
10時～正午(受け付けは午前９時～９
時30分)△

ところ…夏油高原スキー場(ドーム
内インフォメーションカウンター前付
近集合)△

対象…小学生以上△

参加料…1,000円△

申し込み…当日、会場で受け付け

北上市スキー協会
　   　        (高橋)☎090-2790-1846

　環境に関する施策を市民の皆さんと
協働で進めていく委員を募集します。△

定員…若干名△

任期…委嘱の日から２年△

活動内容…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△

応募資格…市内在住の人、または事
業者、民間団体に所属する人△

報酬…会議出席１回につき6,900円△

申し込み…２月10日(金)までに所
定 の 応 募 申 込 書 を 持 参 ま た は 郵 送
(〒024-0392住所記載不要)で同課へ
※応募様式は各庁舎で配付しているほ
か市のホームページからダウンロード
できます。初回の会議は２月23日(木)
午後１時30分～を予定しています。

きたかみエコネットワーク推
進会議委員
環境課　　　　　　　　☎72-8281
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２月の各種相談
○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…２月９日(木)、16日(木)、23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６日(月)、13日(月)、20日(月)、

27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６日(月)、20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 (北上市国際交流
ルーム☎63-4497)通訳が必要な場合は要予約△

とき…２月23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)

スポーツ推進委員

　スポーツ推進委員は、市民と行政を
結びつける非常勤の市職員です。市民
の自主的なスポーツ活動を推進するた
めに、地域での活動を通じて市民の
ニーズをくみ取り、地域スポーツ活動
の諸課題についてみんなで考え、ス
ポーツ事業を実施したり、直接・間接
的に関わりながらコーディネーターと
して活動します。△

任期…４月１日から平成31年３月
31日の２年間△

勤務体系…非常勤(年３回の会議、
年数回の研修会、いわて北上マラソン
など年数回の全市的行事への協力な
ど)△

応募資格…20歳以上60歳未満(29年
４月１日現在)の市内在住または市内
在勤で次に該当する人
①心身ともに健康な人②地域スポーツ
活動に関心があり、ボランティア精神
のある人③スポーツ、レクリエーショ
ンの実技、助言などができる人④ス
ポーツ事業の企画、運営に積極的な人
⑤自己の資質向上のため、研修会など
に参加できる人△

募集人数…３人(男女不問)△
報酬…6,900円(会議出席１回当たり)△
応募方法…２月１日(水)～28日(火)

の間の午前９時から午後５時までに、
市販の履歴書に必要事項(顔写真添付)
を記入し、同課へ連絡のうえ、本人が
ご持参ください。持参時に簡単な面談
を行います。なお、提出された履歴書
は返却しません

スポーツ推進課　　　　☎72-8270

△

とき…①２月12日(日)②25日(土)③
３月５日(日)午前９時15分～
※夏油高原スキー場集合。△

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…各30人(先着順)△

参加料…各2,500円(ゴンドラ乗車
賃、ガイド料、保険料含む)、スノー
シュー・ストックは500円で貸し出し△

持ち物…登山靴、冬山に適した装備、
飲み物、軽食など△

申し込み…①２月８日(水)②22日
(水)③３月１日(水)までに同事務局へ

初心者歓迎！夏油高原スノー
シューハイキング
夏油高原インタープリターの会
　　　　　   　 (事務局)商業観光課
　　　　　☎72-8241      64-2171
　　  shokan@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ

きたかみチョイス         ☎64-6611
         support@kitakami-choice.jp

北上市ふるさと便の特典

　ふるさと北上応援寄附をしていただ
いた人にお礼として送付する29年度
の特典(特産品など)を募集します。△

応募期間…２月21日(火)まで△

応募要件…事業者説明会に参加した
事業者△

申し込み…きたかみチョイス((一社)
北上観光コンベンション協会内)へ
●事業者説明会(事前予約制)△

とき…①２月１日(水)午後３時～４
時②２月13日(月)午後２時～３時△

ところ…きたかみチョイス△

申し込み…きたかみチョイスへ

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。
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家きんや愛玩鳥を飼育してい
る人へ

　県内で野鳥の死骸から高病原性鳥イ
ンフルエンザウイルスの検出が多発し
ています。家きんや愛玩鳥を飼育して
いる人は、以下の点に注意して、衛生
管理をこれまで以上に徹底し、異常が
あった場合は岩手県県南家畜保健衛生
所(☎0197-23-3531)または、最寄りの
獣医師へ連絡してください。
①家きんや愛玩鳥の健康状態を毎日観
察してください②屋外の飼育施設で飼
育している場合は、野鳥や野生動物と
接触しないよう飼育施設の破損箇所を
修繕し、防鳥ネットで覆ってください
③散乱した餌は野鳥や野生動物を誘引
するため、定期的に清掃してください
④飼育施設に入る場合は、外出時に着
用した服や靴を着替えてください⑤家
きんや愛玩鳥に触れる場合はその都度
手指をよく洗浄してください
※家きん：鶏、アヒル、うずら、キジ、
七面鳥、だちょう、ほろほろ鳥。愛玩
鳥：ペットとして飼育している鳥。

農業振興課　　　　　　☎72-8238

｢おねがいカード｣について

　｢おねがいカード｣は、障がいのある
人などが災害時や日常生活の中で困っ
たときのために、岩手県社会福祉協議
会が作成しました。緊急連絡先や必要
な支援内容などをあらかじめ記載し、
周囲の人に自分の障がいの理解や支援
を求めるためのものです。障がいのあ
る人に限らず、高齢者や妊婦の皆さん
にも利用していただくよう、福祉課、
健康増進課、長寿介護課で配付してい
ますので、ぜひご利用ください。

福祉課　　            　　☎72-8214

△

とき…①２月10日(金)午前10時～
11時②２月12日(日)午前10時30分～
11時30分△

ところ…①江釣子地区交流センター
②中央図書館△

内容…①｢北芸の会｣の皆さんによる
影絵や手遊び、昔話②専修大学北上福
祉教育専門学校の生徒の皆さんによる
絵本の読み聞かせ、工作

おはなし会スペシャル
中央図書館                  ☎63-3359

　市役所本庁舎前で測定しています
(地上１ｍ)。△

測定日…12月21日(水)、12月28日
(水)、１月４日(水)、1１日(水)、18日(水)△

測定結果…0.04～0.05μSv/時
(国が示している指標値：0.23μSv/時
を大幅に下回っています)
１ m S v ( ミ リ シ ー ベ ル ト ) ＝ 1 0 0 0 μ
Sv(マイクロシーベルト)
※簡易放射線測定器の貸し出しについ
ては、同課へお問い合わせください。

空間放射線量測定結果
環境課　　　　　           ☎72-8282

空間放射線量測定結果と市内産林産
物の放射性物質簡易検査結果は、市
のホームページにも掲載しています。

　12月分の市内林産物の放射性物質
簡易検査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(12月分)
農林企画課　　　           ☎72-8237

図書館オカリナコンサート

△

とき…２月11日(土・祝)午後６時30
分～７時10分△

ところ…同図書館閲覧室△
内容・入場料…オカリナの会フェ

リーチェによる演奏・無料
※午後６時以降は本の貸し出しなどの
手続きはできません。

中央図書館　　　　　　☎63-3359 　

協働によるまちづくりについて広
く知っていただくためフォーラムを開
催します。△

とき…２月17日(金)午後３時～５時△

ところ…市民交流プラザ△

内容…(日財)ソーシャルイノベー
ション本部上席チームリーダーの青
柳光昌氏による協働の新時代の概念
｢ソーシャルイノベーション｣について
の基調講演、企業への地域貢献活動功
績賞・感謝状の授与

協働のまちづくりフォーラ
ム・第９回北上市地域貢献活
動企業功績賞表彰式
地域づくり課　　　　　☎72-8300

博物館　　　　　　　　☎64-1756

年中行事再現｢コト八
よ う か

日｣

△

とき…２月４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…魔除けの札を作り、民家に飾

ります△

参加料…無料※

申し込みは不要です。直接お越し
ください。


