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６月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（5月31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
21人
126件
3人

　
（91件）
（3人）
（114人）
　（1018件）
（12人）

　
 ４件

13件
166件
76件

　
（14件）

（110件）
（998件）
（440件）

36,761
93,352
45,887
47,465

世帯
人
人
人

【　＋　7】
【　－52】
【　－17】
【　－35】

夏の交通事故防止県民運動
８月１日～10日

もしもしは
　　しません出ません　運転中
重点
●暑さなどによる過労運転の防止
●夏休み中の子どもの交通事故防止
●全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶

北上市交通安全対策協議会
(地域づくり課)　☎72-8301

　

自社の経営課題解決のヒントを掴
んでもらうため、全社員の経営参加
を促す仕組みである｢アメーバ経営｣
のセミナーを開催します。△

とき…８月25日(木)午後２時30
分～４時30分△

ところ…同センター研修室△

内容…京セラコミュニケーション
システム(株)によるアメーバ経営セミ
ナー(県内初開催)△

定員・受講料…20人(先着順)・無料△

申し込み…８月23日(火)午後５時ま
でにファクスまたは電子メールで同セ
ンターへ

京セラ創業者稲盛氏でおなじみ
アメーバ経営セミナー
基盤技術支援センター                          
　　　　  ☎71-2181  　  67-3704     
             　　mono@ginga-net.ne.jp
　    http://www.kitakami.ne.jp/~mono/ ＵＲＬ

ＦＡＸ

北上市山岳協会　  (菊池)☎72-2755

８月11日｢山の日｣記念登山

△

とき…８月11日(木・祝)午前６時30
分、夏油温泉集合△

ところ…牛形山(約4.1km・往復約６
時間)△

持ち物…登山に適した服装、雨具、水、
昼食など
※申し込みは不要です。当日、集合場所
にお集まりください。

相続に関する無料相談会

①司法書士事務所における無料相談△

とき…８月１日(月)～31日(水)△

ところ…県内各司法書士事務所
②無料電話相談△

とき…８月１日(月)～31日(水)午前
10時～午後１時
フリーダイヤル☎0120-823-815▲

内容…自宅が亡くなった祖父の名
義のままになっている、相続人の中に
行方不明者がいて話し合いができない、
亡くなった父の借金などの相談
※①②とも土・日曜日、祝日を除く。

岩手県司法書士会   ☎019-622-3372

まんまるお月さま

　
地域で活躍する助産師たちが、た

めになる講座とゆっくりお茶とおしゃ
べりの時間を楽しむサロンを開いてい
ます。申し込みは不要です。△

とき…８月６日(土)午後２時～４時△

ところ…さくらホール△

内容…簡単石けんづくり△

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…親子１組1,000円

まんまるママいわて
　　　　　(佐藤)☎090-4312-4697
　　　　　　　　http://manmaru.orgＵＲＬ

　認知症予防の講座です。みんなで
考え・作って・食べて・楽しく脳ト
レにチャレンジしてみませんか？△

とき…①８月23日(火)、②30日(火)、
③９月６日(火)、④14日(水)、⑤20日
(火)①④午前10時～午後１時②③⑤午
前10時～正午△

ところ…生涯学習センター調理室△

内容…①開講式、調理実習②③グ
ループワーク④調理実習⑤レシピ集完
成、閉講式△

対象…５回連続して参加できる65
歳以上の人△

定員…12人(先着順)
※参加者が５人に満たない場合は開催
しません。△

参加料…500円(材料費など)△

申し込み…８月10日(水)までに電話
で同課へ

レシピを変身！作って食べよ
う実践講座
長寿介護課                    ☎72-8221

ひとり親家庭等特別(法律)相談

△

とき…８月３日(水)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、日常生活で
困っていることなど弁護士による相談△

対象…ひとり親家庭の人(母子家庭
の母、父子家庭の父、寡婦など)

▽料金…無料△

申し込み…同センター北上分室また
は同連合会へ

県南広域振興局　保健福祉環境セン
ター北上分室               ☎65-2732
(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会
                         ☎019-623-8539
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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。

岩手大学金型技術講習会
～基礎編～

△

とき…７月30日(土)、８月６日(土)
午後１時～５時(計２日間)△

ところ…基盤技術支援センター△

内容…射出形成における工程と成形
技術△

対象…内容に興味のある人△

定員…10人(先着順)△

申し込み…７月28日(木)までに同セ
ンターへ

岩手大学金型技術研究センター　
　　　  ☎67-0585　　 67-0586ＦＡＸ

　視覚と聴覚の障がいを併せ持つ盲
ろう者へのコミュニケーション手段
や介助方法を学び、社会参加を支援
する人材を養成します。△

とき…９月４日(日)、11日(日)、17日
(土)、10月２日(日)、９日(日)、30日(日)、
11月５日(土)、20日(日)、27日(日)、12
月10日(土)午前10時～午後３時30分(全
10回)△

ところ…県立視聴覚障がい者情報セ
ンター(盛岡市盛岡駅西通1-7-1アイー
ナ４階)△

対象・定員…18歳以上で全日程に
参加できる人・20人(先着順)△

受講料…無料(テキスト代1,728円は
実費)△

申し込み…８月29日(月)までに同会へ

盲ろう者向け通訳・ガイドヘ
ルパー講習会
岩手盲ろう者友の会   　　　(佐々木)
☎090-6781-5054 　  019-606-1747ＦＡＸ

おにやなぎ保育園地域子育て支援セ
ンター 　　　　　　      ☎67-1021

子育て教室｢親子で英語教室｣

△

とき…８月26日(金)午前10時～11時△

ところ…同支援センター△

対象…１歳～就園前の子と親△

定員…15組(先着順)△

持ち物…水分補給用の水など△

申し込み…７月25日(月)から、直接
または電話で同支援センターへ

就活セミナー基本のき！｢応
募書類の書き方｣
ジョブカフェさくら　   ☎63-3533△

とき…８月16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…①就活での不安や疑問点を座
談会形式で話し合い②応募書類の作成
ポイントを解説(良い例・悪い例)△

対象…一般求職者(定年退職した人
やブランクがある人も可)△

定員・参加料…６人(先着順)・無料△

申し込み…電話または直接、同所へ

憩いの森ウオーキング
憩いの森管理事務所   　 ☎64-7447△

とき…８月６日(土)午前８時30分～△

ところ…憩いの森管理事務所集合△

内容…環境保全林、男山、国見山周
辺のウオーキング△

参加料…100円(保険料)、小学生無料
※小学生の参加は保護者同伴。△

持ち物…雨具、帽子、タオル、軍
手、水筒、長袖・長ズボンなどの歩き
やすい服装△

申し込み…８月４日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

きたかみ未来創造会議参加者

　｢こんなまちを創りたい！｣｢将来は
あんなまちになってほしい！｣などア
イデアを出し合い、”笑顔咲き誇るま
ち 北上”を一緒に創りませんか？△

活動日…本年度は９月７日(水)、13
日(火)の２回を予定
※どちらかのみの参加も可。△

ところ…市民交流プラザ△

応募要件…市内に在住している18
歳以上の人△

内容…子育て・福祉、教育・文化、
産業、環境などをテーマに市の未来の
｢ありたい姿｣について考えるワーク
ショップ△

申し込み…８月19日(金)までに申込
書に必要事項を記入し、郵送(〒024-
8501住所記載不要)、ファクス(63-
7023)、または電子メール(kikaku@
city.kitakami.iwate.jp)で同課へ
※申込書は同課(本庁舎２階)、本庁舎
総合案内、江釣子・和賀民生係、各地
区の交流センターで配布しています。
また、市のホームページからもダウン
ロードできます。

政策企画課                  ☎72-8223

△

とき…８月９日(火)・10日(水)午後
１時～４時(全２回)△

ところ…同文学館和室、詩歌の森公園△

内容…言葉遊びを楽しみ、詩作に挑
戦します△

講師…新井高子(詩人)△

対象…小学３～６年生(低学年も可)△

定員・参加料…30人・無料△

申し込み…直接または電話、ファク
ス、電子メールで同文学館へ

こどもの詩のワークショップ
日本現代詩歌文学館　   ☎65-1728                 
      64-3621　 shiika@shiikabun.jpＦＡＸ



－ 222 －平成28年７月22日

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/

 

８月の各種相談

和賀川親水美化活動補助金
和賀川の清流を守る会
　　　　 (事務局)環境課☎72-8281

　和賀川流域の良好な自然環境の保
護・保全推進のために実施する活動に
対して、費用を補助します。△

対象活動…参加者５人以上で行う次
の活動①河川および河川敷の清掃活動
②水生生物による水質調査③その他、
自然環境の保護・保全に関する活動△

補助対象…事業所、学校、子供会、
各種団体など△

補助額…参加人数１人につき1,000
円以内とし１事業30,000円まで。水
生生物などの講師謝金は12,000円ま
で(補助金がなくなり次第終了します)。
詳しくは市のホームページをご覧くだ
さい△

申し込み…市のホームページから補
助金交付申請書兼活動計画書をダウン
ロードし必要事項を記入の上、同事務
局へ

都市計画課　　　　　　 ☎72-8276△

とき…①８月21日(日)午前９時～正
午②31日(水)午後６時～８時30分

▽ところ…①市内(本庁舎正面玄関前
集合)②生涯学習センター小会議室△

内容…①景観見学会：市内の景観の
現地見学②これからの景観を考える
会：よりよい景観形成に向けた意見交
換

▽対象…①②ともに参加可能な、満
20歳以上の景観形成に関心がある人△

定員…10人程度△

その他…交通費は自己負担△

申し込み…８月15日(月)までに同課
へ

景観計画の見直しに関する
ワークショップ参加者

○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…８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…８月１日(月)、８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…８月１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…８月25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)

学習支援ボランティア

　何らかの理由により学校以外で勉強
することが難しい小・中学生に対し、
学力の向上と居場所づくりのための学
習支援事業を実施しています。都合の
良い日で構いませんので、子どもたち
に勉強を教え一緒に過ごしませんか。△

とき…７月28日(木)、29日(金)、８
月１日(月)、９日(火)、10日(水)午前10
時～正午△

ところ…生涯学習センター和室△

申し込み…同協議会へ
※学習会に参加希望の児童・生徒も募
集してます。

北上市社会福祉協議会    ☎64-1212

就学義務免除者などの中学卒
業程度認定試験

△

とき…10月27日(木)△

ところ…県立総合教育センター(花
巻市北湯口2-82-1)△

申し込み…８月22日(月)～９月９日
(金)の間に書留(〒100-8959東京都千
代田区霞が関3-2-2)で同課へ
※受験案内(出願書類)は、県教育委員
会事務局学校教育室(盛岡市内丸10-1
県庁10階)で配付します。受験に係る
証明書が必要な場合は、市教育委員会
教育部学校教育課(☎72-8259)に申請
してください。

文部科学省生涯学習政策局生涯学習
推進課 ☎03-5253-4111     2024内線
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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。

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
８月14日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 岩崎鬼剣舞
　   28日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　　 相去鬼剣舞

逢
お う ま

魔が時
とき

ナイトミュージアム
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488△

とき…８月２日(火)・３日(水)午後
５時～７時30分△

ところ…同館

▽ 内容…【２日】和賀東中学校吹奏楽
部演奏会、大型紙芝居と絵本の読み聞
かせ、御新田太鼓演奏、岩崎鬼剣舞公
演【３日】岩崎鬼剣舞スポーツ少年団
公演、鬼の館学芸員による講話、ピア
ノとフルートのミニコンサート、和賀
大乗神楽公演△

入館料…無料

森林の伐採、開発、取得には
手続きが必要です
農林企画課　　 　　　  ☎72-8237

　森林を伐採、開発する際は、事前に
届け出や許可申請の各種手続きが必要
となります。森林の伐採、開発の計画
がある場合は、ご連絡･ご相談くださ
い。また、24年度から新たに森林の
土地を所有した人は届出が必要となり
ました。市内の森林所有者は同課まで
ご連絡ください。
●保安林以外の森林での立木の伐採、
市内の森林を所有した場合△

担当…同課
●保安林での立木の伐採や土地の形質
の変更、保安林以外の森林で１㌶を超
える開発行為△

担当…県南広域振興局農林部花巻農
林振興センター(☎0198-22-4932)

企画展｢お魔け屋敷｣
鬼の館　　　　　　　　   ☎73-8488

　楽しみながら全国の鬼について学
ぶことのできるお化け屋敷ならぬ
｢お魔け屋敷｣を開催します。△

とき…７月30日(土)～９月５日(月)
午前９時～午後５時(入館は午後４時
30分まで)△

ところ…同館△

入館料…通常の入館料に含む
※8月30日(火)は休館日です。

　市役所本庁舎前で測定しています
(地上１ｍ)。△

測定日…６月22日(水)、29日(水)、
７月６日(水)、13日(水)△

測定結果…0.05～0.06μSv/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

　６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。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(６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。

斑点米カメムシ防除によるミ
ツバチへの被害防止

　８月になると、水田でコメの品質を
落とす斑点米カメムシの防除が始まり
ますが、近年、各地でこの防除に関連
すると思われるミツバチの死亡事例が
発生しています。
　斑点米カメムシの防除に当たっては、
水稲生産者とミツバチ飼養者などで、
事前に農薬散布に際しての注意事項や
巣箱の移動などについて十分話し合い、
被害の防止に努めてください。
　なお、地域の防除時期などの詳細
は、中央農業改良普及センター(☎68-
4464)、ＪＡいわて花巻(☎0198-23-
3333)に問い合わせてください。

農業振興課　         　　☎72-8239 北上市臨時福祉給付金等給付事務推
進班　　　　　　  ☎0120-652-735

　

給付対象と見込まれる人に申請書
類を送付し、５月から受け付けをし
ています。申請が済んでいない人で
給付を希望する人は、期限までに申
請手続きをしてください。△

申請期限…８月23日(火)まで

▽受付窓口…北上地区合同庁舎１階
(受け付け時間は平日午前９時～11時
30分・午後１時～３時30分)△

申請方法…申請書類に同封された返
信用封筒で郵送または直接窓口へ

年金生活者等支援臨時福祉給付
金の申請期限が近付いています


