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10 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（９月30日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成29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

　
22件
2人
24人
163件
3人

　
（162件）
（2人）
（197人）
　（1,933件）
（31人）

　
 1件

29件
169件
70件

　
（29件）

（201件）
（1,714件）
（764件）

37,279
92,896
45,680
47,216

世帯
人
人
人

【　＋68】
【　＋26】
【　＋　2】
【　＋24】

△

とき…12月10日(日)午前11時～△

ところ…さくらホール中ホール△

内容…民謡、民舞、新舞踊など△

入場料…1,000円(高校生以下無料)

第20回北上民謡保存会発表会
北上民謡保存会  　(佐藤)☎64-4742

冬の交通事故防止県民運動
12月１日～10日

気のゆるみ  一杯だけが  命取り
運動の重点
●冬道用タイヤ装着の徹底
●飲酒運転の根絶
●スピードダウンの徹底
●反射材用品等の着用推進

北上市交通安全対策協議会
(地域づくり課)　☎72-8301

　12月１日の世界エイズデーの一環
として、キャンペーンを実施します。△

とき…12月３日(日)正午～午後２時
30分△

ところ…ツインモールプラザ東館３
階多目的ホール△

内容…無料HIV抗体即日検査、パネ
ル展示、啓発グッズ配布など
※HIV抗体即日検査は、予約優先、定
員30人(先着順)です。

エイズ予防キャンペーン
岩手県中部保健所   ☎0198-22-2331

盛岡地方法務局花巻支局
　  　　　　　　　☎0198-24-8311

特設人権相談所

　法務省および全国人権擁護委員連合
会は、12月４日から10日までを人権
週間と定めています。それに合わせ、
特設人権相談所を開設します。△

とき…12月４日(月)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎４階相談室△

相談内容…家族関係、近隣関係、子
どもや高齢者関係、セクハラなど△

相談料…無料(秘密は厳守します)

岩手労働局総務部労働保険徴収室
　  　　　　　　　☎019-604-3003

労働保険に加入しましょう！

　労働者(パート・アルバイトなどを
含む)を１人でも雇っている事業主は、
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入
する義務があります。｢労働保険｣は、
政府が管理・運営している強制的な保
険であり、原則として労働者を１人で
も雇っていれば、事業主は労働保険に
加入しなければなりません。
　詳しくは、同局同室、最寄りの労働
基準監督署、または公共職業安定所へ
お問い合わせください。

①木工教室(来年の干支(戌)の置物作
り)△

とき…12月10日(日)午前９時～午後
３時30分
②門松教室△

とき…12月23日(土・祝)午前９時～
正午△

ところ…①県民の森木材工芸セン
ター②県民の森森林ふれあい学習館
(①②とも八幡平市松尾寄木1-515-5)△

定員…①10人②30人(各先着順)△

参加料…①2,000円③3,500円(一対)△

持ち物…①昼食など②剪定ばさみ、
軍手、上履きなど
※作業しやすい服装でお越しください。▲

申し込み…同学習館へ

県民の森｢木工教室 干支(戌
いぬ

)｣
｢門松教室｣
森林ふれあい学習館フォレストｉ
☎0195-78-2092 　　0195-71-1778ＦＡＸ

まんまるお月さま

　

助産師とスタッフによるミニ講座
やほっこりおしゃべり＆相談タイム。△

とき…12月９日(土)午前10時～正午△

ところ…さくらホール和室△

内容…クリスマス飾り作り△

対象…子育てをしているお母さんや
妊娠している人(子連れ可)△

参加料…1,000円(材料費500円含む)△

申し込み…不要

まんまるママいわて
　　　   ☎090-2981-1135

　　　　　　　　http://manmaru.orgＵＲＬ

就労に向けたセミナー＆相談会

△

とき…12月14日(木)、26日(火)セミ
ナー＝午前10時～正午、個別相談＝
午後１時～３時△

ところ…北上市総合福祉センター△

内容…就職活動に向けたコミュニ
ケーション能力などの向上を目的とし
たセミナーと個別相談△

対象…おおむね15歳から39歳の就職
に向けて不安や悩みのある人△

入場料…無料△

申し込み…セミナー、個別相談とも
に同団体へ(当日の申し込みも可)
※個別相談は一人につき45分以内で
す。

もりおか・みやこ若者サポートステー
ション　　　　　　☎019-601-6638
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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。

36

北上市メールマガジン「鬼のたより」好評発行中!!
北上市ホームページから登録できます。
「北上市公式Facebook（フェイスブック）」運用中!!

　市は、地域の中心となる経営体を育
成し、確保するため、集落営農の組織
化や農業経営の法人化に向けた取り組
みを支援しており、条件を満たす集落
営農の組織化に対して20万円、農業
経営の法人化に対して40万円を補助
します。申請の締め切りは30年３月
９日(金)ですが、申請数を把握する必
要があるため、本年度、補助金申請の
計画がある人・団体はご相談ください。△

相談期限…12月５日(火)までに同課
へ

集落営農などの組織化・法人
化の支援
農業振興課               　　☎72-8239

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

△

とき…第３期：12月23日(土・祝)
※第６期まで実施します。△

ところ…同校△

応募資格…平成30年３月末に高校
を卒業見込みの人、高校の卒業者また
は同等以上の学力を認められた人(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、コンピュータ・システム科50人△

選考方法…①推薦(書類審査、面接)
②一般(書類審査、面接、筆記試験)△

申し込み…11月27日(月)～12月20
日(水)の間に同校へ
※募集要項は同校で配布しています。

平成30年度入学生選考試験
北上コンピュータ・アカデミー
　　　　       　　　☎0120-16-6551
　　　　　　　  http://www.kca.ac.jpＵＲＬ

俳句実作講座

△
とき…①30年１月18日(木)、２月15

日(木)、３月15日(木)午後２時～４時、
②30年１月19日(金)、２月16日(金)、３
月16日(金)午前10時～正午△

ところ…同文学館２階会議室△

内容…｢小熊座｣主宰の高野ムツオ氏
による俳句の添削指導講座
※12月20日(水)までに第１回作品(２
句)を提出してください。△

対象…俳句を作ったことのある人△

定員…各30人(先着順)△

受講料…2,000円(学生・引率教員は
無料)△

申し込み…11月27日(月)から氏名、
住所、連絡先、希望の日程(①または
②)を直接または電話、ファクス、電
子メールで同文学館へ

日本現代詩歌文学館　   ☎65-1728                 
       64-3621　 shiika@shiikabun.jpＦＡＸ

冬の親子工作・実験教室｢冬
至のはなし｣

　冬至について世界各地の風習を紹介
するほか、冬至にぴったりな発泡入浴
剤を作ります。△

とき…12月16日(土)午前10時30分～
11時30分

▽ ところ…同館本館△

対象…小学生とその保護者△

定員…10組(先着順)△

参加料…100円(材料費)△

申し込み…11月30日(木)午前９時か
ら電話で同館へ

博物館　　   　　 　     ☎64-1756

平成30年度岩手県学生会館
(学生寮)入寮生

△
面接日…①30年２月15日(木)午後１

時15分～４時②30年３月８日(木)午前
９時15分～午後４時

▽ ところ…アイーナ(盛岡市盛岡駅西
通1-7-1)△

応募資格…県出身または県内で生活
したことがある人で、大学院(修士課
程)、大学、短期大学、専修学校(専門
課程)に通学する向上心に富み、健全
な社会性を備えた健康な人△

定員…男子30人程度、女子15人程
度(計45人程度)△

申し込み…①30年１月22日(月)～２
月９日(金)の間②30年２月16日(金)～３
月２日(金)の間に入寮申込書・面接日
希望調書、身上書(本人写真２枚)、出
身高等学校長などの発行する調査書ま
たは大学入学資格検定合格証明書、入
学する学校の合格通知書の写し、作
文を同事務局へ。寮の施設概要・募
集要項などは同事務局のホームペー
ジ(http://www.gakuseikaikan-iwate.
or.jp/)からダウンロードできます
※①の応募者は面接日までに進学先が
決定する人に限ります。

(公財)岩手県学生援護会事務局(岩手
県学生会館)　　　☎03-3972-4783

もしものときのために…
｢満タン＆灯油プラス一缶｣を

　災害発生時はガソリンスタンドに
多くの人が殺到します。安心のため、
日頃から車などを満タンにするよう
心がけたり、暖房用の灯油を余分に
買い置きしたりするなど、災害の発
生時に備えましょう。   
　岩手県石油商業協同組合

☎019-622-9528　
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情報ホットラインに記事の掲載を希望する場合は、広報発行日(第２・
４金曜日)の３週間前までに直接、ファクス(0197-63-7023)、または電
子メール(promo@city.kitakami.iwate.jp)で都市プロモーション課へ。
※紙面の都合により掲載できない場合があります。

 

12月の各種相談

○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…12月14日(木)、21日(木)、28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
　　　　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…12月４日(月)、11日(月)、18日(月)、

25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…12月４日(月)、18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
　　　　 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
　　　　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～木曜日午前９時～午後５時
　　　　金曜日午前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…12月21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～金曜日
　　　　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)

就活セミナー基本のき！

△

とき…12月19日(火)午前10時～正午△
ところ…ジョブカフェさくら(北上

地区合同庁舎内)△

内容…面接を受ける時のポイント△

対象…求職者(定年退職した人やブ
ランクがある人も可)△

定員…10人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…電話または直接、同所へ

ジョブカフェさくら　    ☎63-3533

親子でクリスマス製作
いわさき認定こども園 　  ☎73-8111△

とき…12月15日(金)午前10時～11時△

ところ…同園多目的室△

内容…クリスマスツリーのオーナメ
ント(飾り)を作ったり、歌を歌います。
※持ち帰り用の袋を持参してください。△

対象…就園前の子と親(祖父母も可)△

定員…10組(先着順)△

申し込み…電話で同園へ
※園庭開放も行っています。日程はお
問い合わせください。

公開講座(無料)

△

とき…12月２日(土)午前10時～11
時30分△

ところ…同校(鍛冶町一丁目3-1)△

内容…①保育を語ろう②いきいきレ
クリエーション△

対象…①保育関係者および同校の卒
業生②どなたでも可△

申し込み…直接または電話、ファク
ス、電子メールで同校へ

専修大学北上福祉教育専門学校　
☎61-2131　　61-2423       

　 senshu-u-fukusi@themis.ocn.ne.jp

ＦＡＸ

　30年度の市内体育施設利用に係る
調整会議を行います。各競技協会など
に加盟していない団体も、対象となる
事業を予定している場合は会議に参加
できます。会議の日程など詳しくは同
課へお問い合わせください。△

対象…県大会以上の規模の大会やイ
ベント△

申し込み…12月８日(金)までに直接
またはファクスで同課へ

30年度体育施設利用調整会議
スポーツ推進課
　　　　    ☎72-8313  　 72-8347ＦＡＸ

秋期スポーツ教室

ショートテニス・ラージボール卓球△

とき…12月１日(金)、８日(金)、15
日(金)午前10時～正午△

ところ…北上総合体育館△

対象…高校生以上△

定員…30人(先着順)△

参加料…１回350円△

申し込み…開講日の２日前までに同
協会へ

(公財)北上市体育協会　  ☎67-6720

体験｢一日図書館司書｣

　貸し出しカウンターに立って本の貸
し出しや、ブックカバー掛けなど、図
書館の仕事を体験してみませんか。△

とき…30年１月11日(木)午前９時
10分～午後３時15分△

ところ…同図書館△

対象…市内の小学５・６年生△

定員…６人(抽選)△

申し込み…12月17日(日)午後５時ま
でに、直接または電話で同図書館へ
(保護者からの申し込みとします)

中央図書館　　　　　　 ☎63-3359
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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。

　市役所本庁舎前で測定しています
(地上１ｍ)。△

測定日…10月25日(水)、11月１日
(水)、８日(水)、15日(水)△

測定結果…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
環境政策課　　　            ☎72-8282

　林産物(シメジ、ヒラタケなど)合計
３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。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(10月分)
農林企画課　　　            ☎72-8237

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。

資産税課　　　　　　　 ☎72-8212

家屋を取り壊したら連絡を

　固定資産税は、毎年１月１日現在の
現況により課税されるため、年内に家
屋を取り壊した場合には、翌年度から
固定資産税が課税されなくなります。
職員が現地を確認しますので、家屋を
取り壊した場合(一部取り壊しを含む)
は、12月15日(金)までに同課へご連絡
ください。
　なお、期日を過ぎてから連絡をいた
だいた場合には、取壊証明書など取り
壊し日を確認できる書類の提示をお願
いする場合があります。

｢銀河のしずく｣作付農家の登
録申請

　県では｢銀河のしずく｣作付農家の登
録申請を受け付けています。△

対象…市内の標高240ｍ以下の平坦
部にほ場があり、作付を希望する人△

申し込み…12月11日(月)午後５時ま
でに申請書を市の農業振興課へ
※申し込みには作付面積や技術などの
要件がありますので、詳細は同セン
ターへお問い合わせください。

県南広域振興局花巻農林振興センター
☎0198-22-4931　　0198-22-6714

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
12月３日(日)
　　　 午後１時30分～　岩崎鬼剣舞

政策企画課　　　 　　   ☎72-8222

29年度市勢功労者表彰式
30年新年交賀会

△

とき…30年１月５日(金)午後２時～
４時45分(表彰式：午後２時～、交賀
会：午後３時15分～)△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

会費…3,000円△

申し込み…12月22日(金)までに会費
を添えて同課秘書係へ

読書のつどい

　市に関わりの深い児童文学作家、やえ
がしなおこ氏の講演会などを行います。△

とき…12月２日(土)午後１時～３時
30分△

ところ…同図書館△

内容…雑誌スポンサー企業表彰式、
読書ボランティア活動のパネル展示と
本の修理実演△

参加料…無料△

申し込み…同図書館へ

中央図書館　　　　　　 ☎63-3359

観光ボランティアガイド

　市の観光ボランティア活動に協力い
ただける人を募集しています。なお、月
１～２回の講座・現地研修があります。△

対象…①18歳以上の健康な人②展
勝地などの観光案内に興味がある人△

申し込み…電話で同協会へ

(一社)北上観光コンベンション協会
　　　　　　☎65-0300

△

とき…12月２日(土)午前10時～午後
１時30分△

ところ…同校△

内容…学校説明・見学、体験コー
ナー(年賀状作成、画像処理、マイコ
ンプログラミング)、昼食付き△

対象…高校生、既卒者。保護者も可△

申し込み…12月１日(金)午後１時ま
でに電話またはホームページで同校へ

オープンキャンパス
北上コンピュータ・アカデミー　　　　         
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