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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

　
19件
1人
23人
200件
1人

　
（166件）
（3人）
（197人）
　（2,368件）
（31人）

　
 3件

21件
161件
82件

　
（27件）

（208件）
（1,944件）
（895件）

37,923
92,742
45,673
47,069

世帯
人
人
人

【　＋58】
【　＋30】
【　＋26】
【　＋04】

　蜜蜂を飼育している人やこれから飼
育を計画している人は、養蜂振興法に
より蜜蜂飼養届の提出が義務付けられ
ています。
　該当する人は、１月31日(木)までに
毎年１月１日現在の飼育群数と年間の
飼育計画を同振興局農政部(奥州地区
合同庁舎内)に提出してください。

蜜蜂を飼育している人は飼育
届の提出を忘れずに
岩手県県南広域振興局農政部

☎0197-22-2842

新農業人フェアinいわて

△

と き … １ 月 1 2 日 ( 土 )午前10時30
分～午後３時30分(受け付けは午前10
時～)△

ところ…いわて県民情報交流セン
ター｢アイーナ｣８階804会議室△

内容…新たに農業を始める人向けの
情報提供、個別相談△

対象…新規就農や農業法人への就
業・研修、農業体験を希望している人△

参加料…無料

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

朗読＆トークの会

　

常設展｢ゲームと詩歌｣の出品者の中
から文

ふ づ き

月悠
ゆ み

光氏(詩人)、鳥居氏(歌人)、
佐藤文

あ や か

香氏(俳人)、竹内ゆみこ氏(川柳
作家)を招き、作品の朗読やトークを
行います。△

とき…１月13日(日)午後３時～５時△

ところ…同文学館２階展示室△

入場料…無料

日本現代詩歌文学館　   ☎65-1728                 

岩手中部水道企業団
競争入札参加資格審査申請の
受け付け

　31・32年度に同企業団が発注する競
争入札に参加を希望する場合は｢競争
入札参加資格審査申請書｣を提出して
ください。申請様式は同企業団のホー
ムページからダウンロードできます。△

受付期間…２月１日(金)～28日(木)△

対象業種…①建設工事②測量・コン
サルタント③物品などの製造・販売お
よび役務の提供△

提出方法…持参または郵送(〒025-
0004花巻市葛3-183-1)で同企業団へ

岩手中部水道企業団総務課契約管理
係    ☎0198-29-5377(　　13・31)
　  https://www.iwatetyubu-suido.jp/

内線

ＵＲＬ

　日頃からの備えや災害時の行動のポ
イントを盛り込んだ｢防災タウンペー
ジ岩手県版｣を、タウンページと一緒
に各世帯・事業所に配布しています。
付録の｢公衆電話＋避難所マップ｣も併
せて、いざという時のためにご確認く
ださい。

防災タウンページをご確認く
ださい
NTTタウンページ(株)
タウンページセンタ☎0120-506309

林業退職金共済制度(林退共)

　林業に従事し、林退共制度に加入し
ていた人のうち、退職金請求手続きを
していない人は退職金を受け取ってい
ない可能性があります。手続きに心当
たりがない場合は、気軽にお問い合わ
せください。また、被共済者向けの現
況調査やアンケート調査も実施してい
ますので、ご協力ください。

独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎03-6731-2889         http://www.
rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

ＵＲＬ

 

｢きたかみE
いいあんべ

&Beエフエム｣で

 地域の情報は88.8MHz

　借金を抱えてお悩みの人は、一人で
悩まず、気軽にご相談ください。相談
無料・秘密厳守です。電話での相談も
受け付けています。△

とき…月～金曜日(祝日、年末年始
除く)午前８時30分～午後４時30分△

ところ…同事務所(盛岡合同庁舎４
階)

多重債務無料相談窓口
東北財務局盛岡財務事務所
　　　　　　　　  ☎019-622-1637

　市内16地区の情報や市からのお
知らせを放送しています。
■放送時間(各回５分)月～金曜日
①7:40～②8:10～③8:40～
④12:40～⑤13:10～⑥13:40～
⑦17:40～⑧18:10～⑨18:40～
市内16地区のイベントなどの情報
は、月～木曜日の②⑤⑧と金曜日に
放送しています。
　このほか、火災の発生やクマの出
没情報、道路や鉄道の情報などを放
送しています。また、災害発生など
の緊急時には災害情報を放送します。

※年末年始(12月31日～１月３日)は
時間帯を変更して放送します。
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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」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!!

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

就活セミナー基本のき！

△

とき…１月15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就活の不安や疑問を座談会
形式で話し合い②求人票の見方を解説△

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・参加料…６人(先着順)・無料△

申し込み…直接または電話で同所へ

ジョブカフェさくら　    ☎63-3533

企画展
『まゆ』から『糸を繰る』

△

とき…１月11日(金)～３月30日(土)
午前９時～午後４時30分△

ところ…同博物館△

内容…生糸を繰る道具と糸繰り技術
などを紹介

農業科学博物館　          ☎68-3975                 

第151回簿記検定試験

△

とき…２月24日(日)午前９時～(３
級)、午後１時30分～(２級)△

ところ…北上商工会議所(予定)△

受験料…２級4,630円、３級2,800円△

申し込み…１月24日(木・必着)まで
に申込書と受験料を同所へ

北上商工会議所  　　    ☎65-4211

△

訓練期間…３月１日(金)～８月30日
(金)△

募集科…ビル管理技術科△
対象…再就職に意欲のある人△
定員…16人△
受講料…無料△

選考日…２月２日(土)△

申し込み…１月４日(金)～28日(月)
の間にお近くのハローワークへ
施設見学会△

とき…１月９日(水)、16日(水)、23
日(水)午前９時15分～午後０時30分

ポリテクセンター岩手(ハロー
トレーニング)受講生
ポリテクセンター岩手
 　 　　    (訓練課)☎0198-23-5712

おたのしみ教室｢鬼のお面製
作｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援セン
ター　　　　　　 　　　  ☎67-1021

　鬼のお面を作ったり、ブロックや積
み木で遊んだりしませんか。体操や読
み聞かせもあります。△

とき…１月23日(水)午前10時～11時
30分△

ところ…鬼柳地区交流センターホー
ル△

対象…６カ月～就園前の子と親△

持ち物…水分補給用の水かお茶△

申し込み…不要

調理師業務従事者届の提出を
忘れずに

　給食施設や飲食店などで調理業務に
従事している調理師は、調理師法によ
り、２年ごとの調理師業務従事者届の
提出が義務付けられています。
　次に該当する人は、30年12月31日
現在の状況を届け出てください。△

対象…給食施設(寄宿舎、学校、病
院、事業所、社会福祉施設などで飲食
物を調理・提供する施設)または、飲
食店営業、魚介類販売業、そうざい製
造業で調理業務に従事している調理師△

届出期間…12月31日(月)～１月15日
(火)の間(窓口での届け出は土・日曜日、
祝日を除く１月４日(金)～15日(火))△

届出方法…直接または郵送で就業地
を管轄する保健所へ
※詳しくは県のホームページ(｢岩手県
調理師業務従事者届｣で検索)へ

岩手県県民くらしの安全課
☎019-629-5322

岩手県中部保健所環境衛生課
☎0198-22-4921

　花いっぱい運動の推進のため、花苗
を配布します。△

対象…市内で花の育成により環境美
化活動に取り組む団体△

花の種類…サルビア(赤)、マリー
ゴールド(黄)、アゲラタム(青紫)△

申し込み…１月31日(木)までに、申
込書を記入し持参するか郵送(〒024-
8502住所記載不要)で同課へ
※申込書は同課で配布しているほか、
市のホームページからダウンロードで
きます。

北上市花いっぱい運動推進協議会
(事務局)環境政策課☎72-8281

団体へ花苗を提供します
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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。

 

１月の各種相談

○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…１月10日(木)、17日(木)、24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(２日(水)・３日(木)、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…１月７日(月)、21日(月)、28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７日(月)、21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(２日(水)・３日(木)、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(２日(水)・３日(木)、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(２日(水)・３日(木)、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…１月24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(２日(水)・３日(木)、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)

　常設展示の６つのテーマについて、
同館職員が展示の裏側まで丁寧に解説
します。△

とき…①１月20日(日)②27日(日)③
２月３日(日)④10日(日)⑤17日(日)⑥
24日(日)午前10時30分～(90分程度)△

ところ…同館集合△
内容…①樺山遺跡と八天遺跡②江釣
子古墳群③和賀氏とその時代④藩境の
まち⑤国見山廃寺⑥黒沢尻川岸△

定員…20人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…１月８日(火)午前９時か
ら電話で同館へ

常設展解説会
｢博物館を６倍楽しむ方法｣
博物館　　　   　　　　☎64-1756

低圧電気取扱業務特別教育講
習
職業訓練法人北上職業訓練協会

☎81-5577 　　81-5578ＦＡＸ

△

とき…１月18日(金)午前８時～午後
５時30分(受け付けは午前７時40分～)△

ところ…北上高等職業訓練校△

内容…学科(７時間)＝低圧の電気に
関する基礎知識、低圧の電気設備に関
する基礎知識、低圧の活線作業および
活線近接作業の方法、関係法令など。
実技(１時間)＝低圧充電回路の停電・
復電の確認作業、充電部が露出してい
る開閉器の操作方法△

定員…30人(先着順)△

受 講 料 …9 ,000円(同協会会員は
7,000円)△

申し込み…１月11日(金)までに必要
事項を記入した申込書、受講料、顔写
真２枚(30×24ｍｍ、裏面に氏名を記
入)を添えて同協会へ

△

とき…２月６日(水)、７日(木)、13
日(水)、14日(木)、20日(水)、21日
(木)(全６回・予備日27日(水))午前９
時～午後３時△

ところ…みちのく民俗村｢体験館工
房｣△

内容…削り出し・磨き・目入れ、彩
色・台座などの製作△

対象…鳥に興味があり、木彫りを楽
しみたい人△

定員…15人(先着順)△

参加料…3,000円(材料費、資料代な
ど)△

申し込み…１月20日(日)までに電話
で同支部へ

バードカービング(鳥の木彫
り)講座初級編
日本野鳥の会北上支部
　　　　　　　　 (鈴木)☎67-5947

(公社)いわて被害者支援センター
☎019-621-3750

　事件・交通事故の被害者やご家族か
らの電話相談、警察署・裁判所・病院
などへの付き添い支援などに携わるボ
ランティアを募集しています。経験は
問いません。△

対象…25歳以上の人△

申し込み…３月31日(日)までに、申
込書を記入し同センターへ。申込書は
同センターに請求するか、ホームペー
ジ(https://www.iwate-vsc.jp/joinus/
support-activity/)からダウンロードで
きます
※書類審査と面接による選考を行い
ます。選考された人には養成講座(無
料・交通費別途)を受講していただき
ます。

被害者支援ボランティア
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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。

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８日(火)午後１時～22日
(火)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18日(金)午前10時～午後
３時△

ところ…本庁舎４階同課
※公売は予告なく中止になる場合があ
ります。

　

思いがけない本と出合える｢本の福
袋｣を貸し出します。どんな本が入っ
ているかは開けてからのお楽しみ！△

とき…１月５日(土)午前９時～(なく
なり次第終了)△

ところ…中央・江釣子・和賀図書館△

内容…こども用(３冊)、大人用(１冊)
※こども用は未就学児用、小学校低・
中・高学年用があります。大人用は中
央図書館のみで貸し出します。

貸出☆本の福袋
中央図書館　　   　　　☎63-3359

初心者の武術太極拳

△

とき…１月17日(木)以降の毎週木曜
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△

申し込み…１月15日(火)までに同事
務局へ

北上太極拳同好会事務局
(髙橋)☎66-2452

△

とき…１月９日(水)午後２時20分～
４時30分(開場は午後２時５分)△

ところ…さくらホール大ホール△

内容…前文部科学省初等中等教育局
教育課程調査官の赤堀博行氏による道
徳教育に関する講演△

対象・受講料…市内小中学校教員、
教育関係者、市民・無料
※１階席は教員、教育関係者のみ

第28回北上市教育研究発表会
講演会
学校教育課　　   　　　☎72-8259

　11月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
ジをご確認ください。

市内産林産物の放射性物質簡
易検査結果(11月分)
農林企画課　　　            ☎72-8237

　31年４月からの保育施設利用者の
２次募集を行います。今回から、４月
１日に開所予定の小規模保育事業所へ
の入所者も併せて募集します。
※小規模保育事業所は、市の定める認
可基準を満たし、０～２歳児を対象と
した定員６～19人の｢小さい保育所｣
です。△

対象施設・定員…１月７日(月)から
同課窓口(本庁舎４階)に掲示。電話で
の問い合わせも可△

申し込み…１月15日(火)までに同課
へ
※期限後に申し込んだ場合は、２次募
集結果が出た後の調整になります。

子育て支援課               ☎72-8260

31年４月からの保育施設利用
者(２次募集)

　環境に関する施策を市民の皆さんと
協働で進めていくため、同会議の委員
を募集します。△

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△

対象…市内在住の人、または事業者、
民間団体に所属する人△

定員…若干名(選考)△

任期…委嘱の日(２～３月)から２年△

報酬…会議出席１回につき6,900円△

申し込み…１月21日(月)までに、申
込書を記入し持参するか郵送(〒024-
8502住所記載不要)で同課へ
※申込書は同課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。

きたかみエコネットワーク推
進会議委員
環境政策課　　　　　 　☎72-8281

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～


