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１月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（12月31日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成30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
19人
318件
6人

　
（16件）
（1人）
（19人）
　（318件）
（6人）

　
 0件

16件
181件
82件

　
（0件）

（16件）
（181件）
（82件）

37,342
92,851
45,667
47,184

世帯
人
人
人

【　　　 0】
【　－68】
【　－19】
【　－49】

△

とき…３月10日(土)午後３時～(開
場は午後２時15分)△

ところ…盛岡市民文化ホール(マリ
オス)大ホール△

入場料…無料△

出演…岩手駐屯地音楽隊、巖
がんしゅう

鷲太鼓、
駐屯地らっぱ隊および格闘班△

特別出演…秋田駐屯地音楽隊、民間
バトンクラブ、口内鬼剣舞、岩手駐屯
地音楽隊OB・OG
※整理券は発行しません。先着順で、
満員になり次第、入場を締め切ります。

第32回陸上自衛隊岩手駐屯地
音楽隊定期演奏会
陸上自衛隊岩手駐屯地司令業務室
　　　　 ☎019-688-4311(　　256)内線

消費者信用生活協同組合北上事務所  
　　　　　　　   　☎0120-101-612

くらしやお金に関する相談会
解決の糸口を見つけに行こう！

　
同組合による無料相談会です。△
とき…３月３日(土)午前10時～午後

４時△

ところ…同所(大通り一丁目3-1おで
んせプラザぐろーぶ２階)△

内容…お金の問題、遺産相続、不
動産売買、公共料金の支払いの遅れ、
DV・離婚問題、依存症など
※事前予約が必要です。

建築物防災週間

　３月１日(木)～７日(水)は、建築物
防災週間です。この週間は、災害によ
る人命と建築物の被害を防止し、安心
して生活できる空間を確保するため、
建築物の防災対策を推進することを目
的としています。
　県は、防災上の配慮が強く求められ
るような建築物を中心に、市町村や消
防などと共同で防災査察を実施して、
必要に応じた指導を行います。期間中、
同センターに防災相談所を設置し、建
築物の防災に関する住民の皆さんのご
相談にお答えしますので、ぜひご利用
ください。

県南広域振興局土木部北上土木セン
ター     　  ☎65-2738　　63-8378ＦＡＸ

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…３月10日(土)午前10時～正午△

ところ…さくらホール和室△

内容…｢3.11から７年…忘れない防
災のお話｣＆私仕様・防災グッズ作り△

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
※COOP共済助成事業です。

まんまるママいわて
　　　   ☎090-2981-1135

　　　　　　　　http://manmaru.orgＵＲＬ

設備貸与制度のご案内

　県内の中小企業(企業組合、協業組
合を含む)が必要とする設備(中古設
備を含む)を、同センターが企業に代
わって購入し、長期・低金利で割賦の
形態により貸与する制度です。△

貸付期間…長期(最長10年)△

利息…年1.3％～1.7％(固定金利)△

連帯保証人…法人代表者１人、個人
不要(経営者保証ガイドラインに準拠)△

申し込み…同センターへ。制度の詳
細はホームページをご覧ください

(公財)いわて産業振興センター
　　　　 　　　　 ☎019-631-3821
   　　　http://www.joho-iwate.or.jp/ＵＲＬ

毎月第３日曜日は
鬼の館｢鬼

キ

ッズの日｣

鬼の館　☎73-8488

　鬼剣舞の衣装を着たり、張り子の
お面を作ってみよう！
鬼剣舞衣装着衣体験　9:30～11:00
和紙面塗り体験　  13:30～14:30

ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ
2019TMの観戦チケット発売
と釜石開催の試合日程決定！
岩 手 県 ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ
2019推進課　　　☎019-629-6799

　観戦チケット(釜石会場)が岩手県民
先行で発売されます。また、釜石会場
では次の２試合が開催されます。チ
ケットの購入にはID登録が必要です。
観戦チケット(釜石会場)△

岩手県民先行抽選販売…３月19日
(月)～４月12日(木)△

ID登録方法…公式サイト(https://
tickets.rugbyworldcup.com)から登録△

チケット購入相談窓口…チケットカ
スタマーセンター(☎0570-09-2019)へ
お問い合わせください
釜石開催の試合日程
①フィジー対ウルグアイ△

とき…31年９月25日(水)午後２時
15分キックオフ
②アフリカ第１代表対敗者復活予選優
勝チーム△

とき…31年10月13日(日)午後０時
15分キックオフ
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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!!

　

保育施設に４月から入所を希望する
園児と、４月１日開所予定の小規模保
育施設に入所を希望する園児を募集し
ます。募集施設と人数は、３月６日か
ら同課窓口および市のホームページで
お知らせします。△

申し込み…３月15日(木)までに同課
へ
※小規模保育施設とは、市の定める認
可基準を満たす、定員６～19人の｢小
さい保育所｣です。

子育て支援課　　　　   ☎72-8260

保育施設へ入所を希望する園児

洋ラン講座

△

とき…３月15日(木)午後１時～３時
30分△

ところ…県立花きセンターフラワー
レッスンルーム(金ケ崎町)△

内容…洋ランの管理方法(植え替え
など実技あり)△

定員…20人(先着順)△

参加料…無料(資材代は実費徴収)△

申し込み…３月８日(木)午後４時ま
でに電話で同センターへ

県立花きセンター　 ☎0197-43-2107

つるしびな教室
商業観光課　   　　 　　☎72-8241 △

とき…３月３日(土)、10日(土)、17
日(土)、24日(土)午前10時～午後３時
※各回、同じ内容。複数回の参加も可△

ところ…みちのく民俗村茶屋△

内容…野菜など簡単な飾りから作り
ます。午前・午後で各１つ飾りを作り
ます。作成したつるしびなは、みちの
く民俗村で開催するひなまつりで展示
します△

定員…各10人(先着順)△

受講料…各回1,500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

岩手県食品表示ウォッチャー

△

活動期間…30年５月ころ～31年３
月31日△

活動内容…①食品の表示状況のモニ
ターおよび報告②不適正な食品表示の
情報提供③食品表示に関する研修会へ
の参加△

応募資格…県内在住の満18歳以上
の人(30年４月１日現在)△

定員…30人△

謝金…活動に応じ年額1,500円以内△

申し込み…３月30日(金・当日必着)
までに、応募用紙またははがきに郵
便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、
性別、職業、電話番号、ファクス番号、
応募動機、同ウォッチャーの経験の有
無(有る場合は活動年度)を記入し、郵
送(〒020-8570住所記載不要・同課
｢食の安全安心担当｣あて)または、
ファクス、電子メールで同課へ。応募
用紙は、県のホームページからダウン
ロードできます

岩手県県民くらしの安全課
☎019-629-5322   　 019-629-5279            
　　　　　　  ac0009@pref.iwate.jp

ＦＡＸ

自衛官
自衛隊北上地域事務所    ☎63-6736

①自衛官候補生(男子・女子)△

試験日…３月10日(土)△

応募資格…18歳以上27歳未満
②平成30年度予備自衛官補△

試験日…５月18日(金)△
応募資格…一般＝18歳以上34歳未

満、技能＝18歳以上で国家免許資格
などを有する人(資格により年齢に上
限あり)▲

試験会場…岩手駐屯地(予定)▲

申し込み…①３月６日(火)③４月６
日(金)までに同事務所へ

農林企画課　　　　　 　  ☎72-8235

　市と協働で、所有している畑を市民
農園として貸し出しできる農地所有者
を募集しています。△

貸出期間…５月上旬～11月下旬△

対象…市内に農地を所有する人△

地目・面積…畑・８～10ａ程度△

貸出料…市民農園を利用する人から
料金を徴収(金額は要相談)△

条件…①畑付近で通水し、農地所有
者が水利費を支払っていること②畑に
隣接した駐車スペース(２台分以上)が
あること③農地所有者は農地の管理全
般(耕起、畦畔の草刈りなど)を行うこ
と。利用者の募集などは市が実施△

申し込み…３月９日(金)までに同課へ

市民農園として利用できる畑
を探しています

北上市民カラオケ会会員
北上市民カラオケ会事務局
 (菊池)☎63-7055☎090-4314-4046△

とき…毎月２回午前10時～午後３
時△

ところ…稲瀬地区交流センター(４
月～12月、３月)、ハートパルきたか
み(２月)△

参加料…入会金700円、年会費4,000円△

申し込み…同事務局へ
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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。
※紙面の都合や記事の内容により掲載できない場合があります。

 

３月の各種相談
○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…３月８日(木)、15日(木)、22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…３月５日(月)、12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…３月５日(月)、19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…３月22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)

企業などの電気料金の割引
いわて復興パワー事務局
　　　　 　　　　 ☎019-629-6389

　岩手県企業局と東北電力(株)は、共
同事業｢いわて復興パワー｣による電気
料金割引の申請を受け付けています。△

対象…震災復興・ふるさと振興に
関する補助金(岩手県事業復興型雇用
創出助成金など)の交付を受けたこと
があり、東北電力から高圧(6,000ボル
ト)で受電している企業△

割引額…電力量料金の５％(32年３
月までの間で最大２年間)
※申込順に審査・決定しますが、企
業局の東北電力への売電電力(約５億
5,400万キロワットアワー)の範囲内で
の割引となります。△

申し込み…31年１月31日までに同
事務局へ。募集要項などは、県のホー
ムページ(http://www.pref.iwate.jp/
kigyoukyoku/kouken/59525/059535.
html)からダウンロードできます

就活セミナー基本のき！｢受
かる面接マナーのポイント｣
ジョブカフェさくら　    ☎63-3533△

とき…３月20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

本を紹介する会(読書会)会員
本を紹介する会(読書会)
　　 　　　(鈴木)☎080-5561-7582

　自分の好きな本を紹介し合う会です。
ランチを食べながら、好きな本につい
ておしゃべりをしませんか。△

とき…毎月１回(主に第２日曜日)午
前11時～△

ところ…市内のレストラン△

参加料…昼食代△

申し込み…同会へ

機能訓練専門デイサービスきたえ
る～む     　　　　　  　☎72-8809

体操教室

△

とき…①３月10日(土)②４月14日(土)
午前10時30分～正午△

ところ…同所(北鬼柳18-50-1)△

対象…足腰に不安のある65歳以上
の人、または介護認定を受けている人
(車いすを利用している人は不可)△

定員…各10人(先着順)△

参加料…無料△

持ち物…上履き、タオル△

申し込み…電話で同所へ
※送迎も行います(一部地域を除く)。

　30年度から32年度までを期間と
する｢北上市障がい者プラン(2015～
2020)【後期計画】｣の案を作成しま
した。皆さんからの意見をプランに反
映させるため、パブリックコメントを
実施します。プランの案は市のホーム
ページからダウンロードできるほか、
同課(本庁舎１階)、江釣子庁舎、和賀
庁舎で閲覧できます。△

提出方法…３月９日(金)までに、住
所、氏名、ご意見を記入し、持参、郵
送(〒024-8501住所記載不要)、ファク
スまたは電子メールで同課へ

北上市障がい者プラン(案)へ
のパブリックコメント
福祉課　　☎72-8214       64-2202
        fukushi@city.kitakami.iwate.jp

ＦＡＸ
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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…１月24日(水)、31日(水)、
２月７日(木)、14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)
１mSv(ミリシーベルト)＝1000μ
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。
過去の空間放射線量測定結果は、市の
ホームページに掲載しています。

空間放射線量測定結果
環境政策課　　　　　　   ☎72-8282

　１月分の市内産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(１月分)
農林企画課　　　　　　　☎72-8237

衣類・パソコン・小型家電の
拠点回収
環境政策課　　　　       ☎72-8284△

とき…３月18日(日)午前９時～午後
１時△

ところ…北上市清掃事業所(上鬼柳
2-212)△

手数料…無料△

回収品目…①衣類(汚れたもの、濡
れたもの、カビの生えたもの、下
着、どてらや丹前など綿入りのもの
は不可)②パソコン本体(ディスプレイ、
キーボード、マウス、電源コードなど
の周辺機器は不可。パソコン本体は分
解し処理されますが、データは各自で
責任をもって消去してください)③小
型家電：デジタルカメラ、ゲーム機、
携帯電話(ＰＨＳ含む)、電子辞書、タ
ブレット、ゲームソフト(カセット式
のものに限る)
※事業所や店舗などで発生したものは、
対象外です。

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
３月25日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　二子鬼剣舞  

　稲瀬地区(稲瀬町前田、山岸付近一
帯)で火災防御訓練、防災ヘリコプ
ターによる救助救出訓練、応急救護訓
練、初期消火訓練などを行います。
　午前７時ごろ、地域一帯に訓練のサ
イレンが鳴ります。また、午前８時ご
ろまで防災ヘリコプターの活動による
大きな音がしますので、ご理解ご協力
をお願いします。△

とき…３月４日(日)午前７時～８時
30分

訓練のサイレンが流れます
消防防災課　　　　 　　☎72-8305

商業観光課　　　 　　　☎72-8241△

とき…３月３日(土)～31日(土)午前
10時～午後４時△

ところ…みちのく民俗村古民家△

内容…市民から寄贈いただいたひな
人形などの展示

第２回藩境のひなまつり

△

とき…３月31日(土)まで(予定)午後
１時～(受け付けは正午～午後０時40
分)△

対象…小学３年生以上△

定員…12人(予約制)△

参加料…中学生以上2,500円、小学
生1,500円(温泉代、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…冬山に適した服装・装備、
タオル、飲み物、軽食、リュックなど△

申し込み…氏名、性別、年齢、電話
番号、道具レンタルの有無を同スクー
ルへ

スノーシューで行く！夏油高
原冬の散歩道
夏油高原スキースクール☎65-9007      
              getoskischool@gmail.com

地域若者サポートステーショ
ン事業｢クッキング｣
もりおか・みやこ若者サポートステー
ション　   　　 　 ☎019-601-6638

　コミュニケーション能力などの向上
を目的として、参加者で協力してス
イーツを作ります。△

とき…３月16日(金)午前10時30分～
午後３時△

ところ…北上市総合福祉センター△

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△

参加料…無料△

申し込み…電話で同所へ


