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11 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（10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

　
30件
1人
43人
166件
0人

　
（206件）
（3人）
（258人）
　（2,069件）
（14人）

　
 3件

24件
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（38件）

（217件）
（1,812件）
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35,959
93,788
45,942
47,846

世帯
人
人
人

【＋36】
【－ 4】
【－ 5】
【＋ 1】

農業振興課☎ 72-8238

　キノコ類(シイタケ他)５検体について検
査を実施した結果、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。

＝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　　　(11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(11月17日～12月12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 0.07
口内小学校 0.08
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詩の集い｢城
き ど

戸朱
し ゅ り

理×柳
ゆ う

美
み り

里
－詩を語る。｣

　詩と小説、それぞれの分野の第一線
で活躍する詩人と作家が、自らの文学
的出自を語るとともに、混迷深まる現
代に向かうための｢ことば｣の姿を探り
ます。△

とき…１月11日(日)午後２時～４時
(開場は午後１時～)△

ところ…同文学館講堂△

内容…盛岡市出身の詩人・城戸朱理
氏と芥川賞受賞作家・柳美里氏による
トークイベント△

入場料…無料

日本現代詩歌文学館　　☎65-1728

ケーブルテレビによるデジア
ナ変換放送終了
総務省地デジコールセンター
  ☎0570-07-0101☎03-4334-1111

　地上デジタル(地デジ)をアナログに
変換した放送(デジアナ変換)は、３月
末で終了します。デジタルテレビへの
買い替えなど対策が必要な場合があり
ます。△

問い合わせ…平日午前９時～午後６
時の間に同コールセンターへ
※デジアナ変換とは、デジタルの電波
をアナログに変換し、アナログテレビ
でも地デジが暫定的に見られるように、
総務省がケーブルテレビ会社などに対
して、2015年３月までの期間で実施
するよう要請したサービスです。

新農業人フェアinきたかみ
～農業を始めたい人の相談会～

△

とき…１月24日(土)午前11時～午後
３時(受け付けは午前10時30分～)△

ところ…生涯学習センター△

内容…新たに農業を始める人への情
報提供、個別相談△

対象…農業にチャレンジしようと考
えている人、農業技術研修や農業体験
を希望している人、農業・農村に興
味・関心を持っている人△

参加料…無料(駐車料金、昼食代な
どは自己負担)

(公社)岩手県農業公社　就農支援部
就農支援課　　　 ☎019-623-9390

調理師業務従事者届の提出
岩手県中部保健所 ☎0198-22-2331
岩手県環境生活部県民くらしの安全
課　　　　　　　 ☎019-629-5322

　次のところで調理に従事している調
理師は２年ごとに就業届を出すことが
義務付けられています。12月31日現
在の状況を就業届に記入し、１月５日
(月)～15日(木)の間に同保健所に届け
てください。△

対象…寄宿舎・学校・病院・社会福
祉施設・その他多人数に飲食物を調理
して供与している施設、飲食店営業・
魚介類販売業・そうざい製造業

よみきかせ会
｢詩のおもちゃばこ｣

△

とき…１月17日(土)午前10時30分
～11時△

ところ…同文学館△

参加料…無料
※毎月第３土曜日に開催しています。

日本現代詩歌文学館　　☎65-1728
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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。

福祉のしごと　
再就職支援講座
岩手県福祉人材センター
　　　　(佐々木)☎080-1651-6205△

とき…１月17日(土)午後１時～４時
(受け付けは午後０時30分～)△

ところ…さくらホール△

内容…福祉・介護の動向や求人状況
説明、介護技術講座(介護ベッド、車
いすを使用)△

対象…介護福祉士、ホームヘルパー
などの福祉関連有資格者で、現在は介
護分野で就労していない人△

定員…10人(先着順)△

受講料…無料△

申し込み…１月16日(金)までに同セ
ンターへ

ものづくり発見ツアー

△

とき…１月９日(金)午後０時50分、
中央図書館西側駐車場または午後１時、
ＪＲ北上駅東口集合△

コース…(株)佐々木印刷～(株)東北
佐竹製作所　※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１月７日(水)午後４時ま
でに電話(64-1241)または電子メール
(kanko-info@kitakamishi.com) で(株)
北上交通観光へ
※12月27日(土)～１月４日(日)は休業
のため電話での申し込みはできません。

北上観光コンベンション協会きたか
み観光推進室　　　　　☎72-5245

大通り保育園地域子育て支援センター
　　　　　　　　　☎　　63-2118

園庭開放
｢お父さんとあそぼう｣

△

とき…１月24日(土)午前10時30分
～11時30分△

ところ…同保育園園庭
※駐車場は九年橋せせらぎ公園。△

内容…お父さんと雪遊び△

対象…１歳(一緒に遊ぶことができ
ればその前でも可能)～就学前の子と
親△

定員…30組(先着順)△

持ち物…防寒着、水分補給用のお茶
か水、そり(持っている人、貸し出し
もします)、お子さんの着替えなど△

申し込み…１月６日(火)から同支援
センターへ
※大雪や吹雪のときは中止します。

ＦＡＸ

北上地方生活研究グループ連絡協議
会事務局　(小笠原)☎　　 64-6552

食育講座
｢こんにゃく作り教室｣

△

とき…１月13日(火)午前９時～午後
３時△

ところ…江釣子地区交流センター△

内容…こんにゃく作り、同グループ
員手作りの昼食を食べながらの交流
(作ったこんにゃくは持ち帰れます)△

対象…こんにゃく作りに興味がある
人△

定員…20人(先着順)△

参加料…1,000円(材料代、昼食代)△

持ち物…エプロン、三角巾、マスク△

申し込み…１月６日(火)までに氏名、
連絡先を記入し、ファクスで同協議会
へ

ＦＡＸ

ジョブカフェさくら　　☎63-3533

職務経歴書セミナー

△

とき…１月14日(水)、28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

日本現代詩歌文学館　　☎65-1728

26年度常設展関連事業
｢未来につなぐ想い｣作品

　同常設展を見て作った詩・短歌・俳
句・川柳を募集。優秀作品を館内に展
示します。△

参加料…無料△

申し込み…３月15日(日)までに同文
学館にある応募用紙に記入し館内の応
募箱へ

市内の情報満載！エフエム岩手
ふるさと元気隊ＭＯＮＤＡＹ
｢北上さくら咲クラジオ｣
　毎週月曜日午後３時～３時55分まで
｢さくらホールスタジオ｣から生放送し
ています。

初心者の武術太極拳

△

と き … １ 月15日(木)か ら 毎 週 木 曜
日、午後１時30分～３時30分△

ところ…サンレック北上△

参加料…月額2,500円、入会金1,000
円△

持ち物…上履き、水、動きやすい服△

申し込み…１月13日(火)までに同会
へ

北上太極拳同好会事務局☎66-2452
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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/

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

○人権相談(市民課☎72-8202)△

とき…１月５日(月)、19日(月)、26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…１月19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…１月15日(木)、22日(木)、29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…１月22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

１月の各種相談

 

北方領土返還要求岩手県大
会・北方領土パネル展
政策企画課　　　　　　☎72-8223

　北方領土問題に対する県民の皆さん
の関心を高める目的で北方領土返還要
求運動岩手県民会議主催で開催します。
北方領土返還要求岩手県大会△

とき…２月６日(金)午後１時30分～
４時30分△

ところ…ベリーノホテル一関△

内容…北方四島交流訪問事業参加報
告、色丹島舞台のアニメーション映画
｢ジョバンニの島｣上映△

申し込み…１月９日(金)までに同課
へ
北方領土パネル展△

とき…１月23日(金)～２月６日(金)△

ところ…一関公民館展示スペース

きたかみ環境未来塾(第１回)

　環境と地域のエネルギーについて考
える連続セミナーです。△

とき…１月31日(土)午後１時30分～
３時30分△

ところ…生涯学習センター△

内容…薪
ま き

割りスト深澤光さんによ
る講演｢薪割りストが考える『里山利
用』｣△

定員…40人(先着順)△

申し込み…電話、ファクス、電子
メールで同課へ

ＦＡＸ

雪害事故に注意
　雪下ろしや除雪、落雪によるＬＰ
ガスの調整器、ガスメータなどの損
傷に注意してください。

関東東北産業保安監督部東北支部
☎022-221-4959

子育て講座
｢親子で鬼のお面を作ろう！｣
いわさき認定こども園　☎73-8111△

とき…１月14日(水)午前10時～11
時△

ところ…同園多目的室△

対象・定員…就園前の子と親(祖父
母でも可)・10組(先着順)△

申し込み…電話で同園へ

冬期スポーツ教室

①ノルディックスキー△

とき…１月19日(月)、26日(月)、２
月 ２ 日(月)、 ９ 日(月)、16日(月)、23
日(月)、３月２日(月)午前10時～ 11時
30分
②初めてのエアロビクス△

とき…１月22日(木)、29日(木)、２
月 ５ 日(木)、12日(木)、19日(木)、26
日(木)、 ３ 月 ５ 日(木)、12日(木)午 前
10時30分～ 11時30分、午後７時～８
時
③ショートテニス△

とき…１月23日(金)、30日(金)、２
月 ６ 日(金)、13日(金)、20日(金)、27
日(金)、３月６日(金)午前10時～ 11時
45分▲

ところ…①北上総合運動公園内②③
北上総合体育館▲

対象…高校生以上▲

定員…①15人②各70人③30人▲

参加料…①１回350円②８回2,400
円、 １ 回500円 ③ ７ 回2,100円、 １ 回
350円▲

申し込み…開講日の２日前までに同
協会へ
※開講２日前までに10人以上の申し
込みがない場合は開講しません。

(公財)北上市体育協会　 ☎67-6720
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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。

　東日本大震災の被害が広範囲で甚大
だったことから、基礎支援金の申請期
間が延長されました。
　住宅が半壊し、やむを得ず解体した
世帯などで未申請の場合は申請をする
ことができます。△

申請期限…平成28年４月10日まで
(１年間延長)

被災者生活再建支援金の申請
期間の再延長
福祉課　　　　   　　　☎72-8213

文化財課　　　　　　　☎65-0098

27年度｢文化財の保存修復に
関する助成｣の公募

　(公財)文化財保護・芸術研究助成財
団は、国内文化財の保存修復に対する
助成を行っています。△

対象…①都道府県指定または市町村
指定文化財のうち、27年度において
都道府県の助成対象事業として修理な
どを予定している美術工芸品、建造物
文化財または有形民俗文化財で、所有
者の負担が大きいもの②①に準ずる文
化財で27年度に修理を予定し、都道
府県教育委員会が特に助成を希望する
もの
※東日本大震災により被災した文化財
は対象となりません。△

申し込み…２月２日(月)までに修理
見積書、写真資料を同課へ

収納課　　　　　　　　☎72-8253

差し押さえ物品の公売

　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１月７日(水)午後１時～23日
(金)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…１月14日(水)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎５階第２会議室
※公売は予告なく中止になる場合があ
ります。

岩手県特定(産業別)最低賃金
が改正されました
　改正されたのは自動車小売業など
５産業の最低賃金です。
　詳しくは岩手労働局のホームペー
ジ(http://iwate-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/)または岩手労働局労働
基準部賃金室(☎019-604-3008)へお
問い合わせください。

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木造軸組工法の住宅(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…14戸(先着順)△

申し込み…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③３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…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
住宅は、耐震診断と改修の助成の対象
外となる場合があります。

△

とき…１月11日(日)午前10時～午後
３時△

ところ…鬼の館△

出演団体…和賀大乗神楽、村崎野大
乗神楽、宿大乗神楽、上宿和賀神楽、
二子築舘神楽、道の上山伏神楽、下条
和賀大乗神楽△

鑑賞料…無料(ただし、展示を見学
する場合は入館料が必要)

新春大乗神楽公演
文化財課　　　   　　　☎65-0098

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。


