平成 30 年北秋田市議会 12 月定例会行政報告

北秋田市議会 12 月定例会が開催されるにあたり、９月 11 日以降の主な事項及び今後予定して
いる事項について報告いたします。

市 長 部 局

総 務 部

＜総務課関係＞
平成 30 年度職員採用試験については、９月８日に大学卒業程度一般行政の第２次試験を実施し
ました。９名が受験し、２名の合格者を 10 月１日付けで告示しております。また、10 月 27 日に、
高校卒業程度一般行政及び土木技師の第２次試験を実施しました。一般行政に９名、土木技師に
１名が受験し、一般行政４名、土木技師１名の合格者を 11 月 14 日付けで告示しております。
11 月 21 日から、大学卒業程度一般行政及び土木技師の職員採用試験の追加募集を行い、平成
31 年１月６日に職員採用試験を実施することとしております。
10 月６日から７日にかけて秋田県沖を通過した台風 25 号に伴う暴風により、市内では市道等へ
の倒木の被害が５件発生しましたが、同日の内に復旧しております。
11 月 11 日、自衛隊、自治体及び関係機関が連携する訓練を実施することにより、東北の災害対
処能力の向上を目的とした「みちのくＡＬＥＲＴ2018」に秋田県では、北秋田市、大館市、小坂
町が参加し、本市では大館能代空港における物資輸送拠点機能の検証訓練が、自衛隊空路・陸路
輸送班、東北方面総監部、警察、空港、市関係者等 80 名を超える参加、参観者のもと行われまし
た。
今年度の防災ラジオ（戸別受信機）は、8,181 世帯（事業所除く）からの配布申し込みがあり、
昨年度の先行配布と併せ 8,801 世帯（普及率 69.7％）となる見込みです。

＜総合政策課関係＞
９月 15 日から 17 日の３日間の日程で、市内各所を会場に商工会青年部、市、県北秋田地域振
興局の三者連携事業として、出会い創出ツアー「北秋田に嫁ぐ？暮らし妄想の２泊３日ツアー」
を実施しました。首都圏等から女性３名、地元男性５名が参加し、本市での様々な体験を通して
交流を深めました。
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本年度５回の実施を予定している出会い創出イベントの第１弾として、９月 22 日、鷹ノ巣駅前
HOLTO において「佐金酒夜（サキンナイト）」を開催しました。出会いや結婚を望む独身男女が気
軽に参加できる内容とし、市内外より男性 15 名、女性 11 名が来場し交流しました。また、10 月
13 日には２回目となる「マタギと歩く森吉山トレッキング」を開催し、男女７名の参加のもと森
吉山でのトレッキングを通して交流を深めました。３回目は 10 月 28 日、community station
KITAKITA において「スマホ・ミラーレス一眼カメラを通じて学ぶコミュニケーションスキルアッ
プ講座」を開催し、男女 16 名の参加により写真撮影技術を学びながら交流しました。
10 月４日、北秋田移住定住ネットワークスムスム主催の「第３回全体会議」が市民ふれあいプ
ラザで開催され、空き家調査と移住体験事業の経過について報告を行い、特に空き家の活用に向
けた意見が活発に交わされました。
10 月６日から８日の３日間の日程で、市内各所を会場に移住体験ツアー「秋田流教育・子育て
体験ツアー」を実施し、地方移住を検討している首都圏の親子３組７名が参加しました。参加者
は、教育施設及び医療施設等の見学や郷土料理きりたんぽ作りを体験したり、学力全国トップレ
ベルの秋田の教育環境や情緒豊かな本市の自然に触れたほか、先輩移住者との交流を通じて北秋
田暮らしへのイメージを深める機会となりました。
10 月 14 日、「第 31 回東京鷹巣会総会・懇親会」が東京都で開催され、約 170 名参加のもと多
彩な催しのほか、これまでの歴史や思い出を振り返りながら、故郷談義で大いに盛り上がりまし
た。
10 月 18 日、昨年 11 月に交わした「国立市と北秋田市の交流に関する共同宣言」を踏まえ、交
流をより発展的なものとする「国立市・北秋田市友好交流都市協定締結式」を両市長のほか関係
者出席のもと、北欧の杜公園センターハウスを会場に開催しました。式典後には協定締結の記念
として、国立市を舞台とした映画「四月の永い夢」の上映会を文化会館で開催したほか、上映前
には両市長によるトークセッションも行われ、来場した市民は国立市への理解を深める機会とな
りました。今後は両市間における文化、教育、経済、観光など様々な分野において交流を発展さ
せていくこととしています。
10 月 27 日、東京都で開催された県主催「いいな♪AKITA～Ａ生活探検移住フェア～」に本市を
含め 23 の自治体と企業が参加し、秋田県への移住を検討している多くの来場者に北秋田暮らしを
ＰＲしたほか、本市ブースを訪れた５組５名の移住相談にあたりました。
10 月 28 日、鷹巣体育館で開催された第 13 回北秋田市産業祭において、俳優高橋克典さんの「北
秋田市ふるさと大使就任式」を行い、高橋さんにふるさと大使を委嘱した後、高橋さんと市長、

ショーン・コリガンさんの３人による「大使就任記念トークショー」を行いました。この他
にも高橋さんにはＢＭセレクション 2018 プロコンテストで選定されたＢＩＧ４の表彰式やフ
ィナーレでのバター餅の餅まきにも参加していただき、来場した多くの市民等とふれあい大
いに盛り上がりました。
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11 月２日と３日の２日間の日程で、東京都の移住・交流情報ガーデンを会場に第６回秋田県北
合同移住フェア「きてみねが～！！秋田の北にロックオン！」を開催しました。今年度２回目と
なる同フェアには、県北４市のほかに小坂町が新たに加わり５市町連携のもと、約 20 名の来場者
に対し、地域おこし協力隊員らが県北地域の暮らしを紹介したほか、移住希望者と個別相談を行
い、県北地域への移住を意識づけるイベントとなりました。
11 月８日、東京都で開催された県主催「秋田県地域おこし協力隊募集・マッチングイベント」
に本市を含め４団体が参加しました。
来場した地域おこし協力隊の活動に興味のある 21 名に対し、
本市の移住コーディネーター１名の募集案内を行いました。
11 月 24 日、市の子育て施策をテーマに「平成 30 年度市長と語ろう！タウンミーティング」を
開催し、子育て世代の皆さんによるグループトークを踏まえ、市に対し多くのご意見・ご提言を
いただきました。貴重なご意見等は、今後の市の子育て施策へ反映できるよう検討を進めること
としております。
12 月から来年３月までの期間において、大館能代空港の利用促進を図るため、搭乗者数が落ち
込む閑散期対策として同空港を利用する市民に対する助成制度の運用を開始しました。

＜内陸線再生支援室関係＞
秋田内陸線を活用したスポーツ交流については、「秋田内陸線グラウンド・ゴルフ交流大会」
が９月 27 日に仙北市花葉館グラウンド・ゴルフ場を会場に開催されました。この交流大会は、秋
田内陸線の利用促進、沿線住民の交流と仲間づくりを目的として始まり、今年で 12 回目を数え、
北秋田市、仙北市、上小阿仁村や大仙市の団体、個人 97 名の参加者により競技が行われ、交流を
深めました。また、９月 30 日には「第 20 回あきた南北ジュニア強化サッカー交流大会」が、鷹
巣陸上競技場で開催され、県南３チーム、県北６チームの選手 149 名の選手が参加し、熱戦が展
開されました。
秋田内陸線の乗車促進として行われている「秋田内陸線阿仁のごっつおまつり」については、
10 月 20 日に阿仁庁舎前駐車場を会場に開催され、内陸線沿線の名物や旬の食が「ごっつお屋台」
として出店したほか、ステージでは太鼓や踊り、ヒーローショーなど９組の催しが披露されるな
ど、会場は訪れた 1,500 名を超える親子連れで大変賑わいました。

財 務 部

＜財政課関係＞
平成 30 年８月１日から平成 30 年 10 月 31 日までの工事等発注状況（500 万円以上）は、下記の
とおりとなっております。
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工事等発注一覧表
※500 万円以上（消費税含む）
工事名または業務名等

平成 30 年８月１日～平成 30 年 10 月 31 日
契約年月日

契約額
（千円）

請負業者名

住民系パソコン

Ｈ30.８.２

15,876

東光コンピュータ・サービス
(株) 北秋田営業所

住民系プリンタ

Ｈ30.８.２

6,242

東光コンピュータ・サービス
(株) 北秋田営業所

旧桂瀬集会所解体工事

Ｈ30.９.６

7,949 秋田土建(株)

窓口カウンター等

Ｈ30.10.２

7,290 (株)秋北文具

住民系パソコン設定委託

Ｈ30.10.18

5,184

財務部 ５件

(株)アイシーエス 秋田支
店

42,541

北秋田市一般廃棄物最終処分場浸出
水処理施設更新工事

Ｈ30.８.23

阿仁庁舎外壁部分改修工事

Ｈ30.８.23

市民生活部 ２件

38,880

大館桂工業(株)
業所

北秋田営

8,554 織山建築
47,434

米内沢保育園静養室増設工事

Ｈ30.８.27

8,100 (有)若松工務店

北秋田市地域福祉センター 給湯配
管更新工事

Ｈ30.９.20

13,500 (有)中嶋施設工業

入浴リフト

Ｈ30.10.18

健康福祉部 ３件

8,100

源川医科器械(株)
業所

大館営

29,700

北秋田市林地台帳管理システム構築
業務委託

Ｈ30.８.２

林道維持工事（小倉岱線）

Ｈ30.８.23

産業部 ２件

14,580

ナカノアイシステム(株)
秋田支店

6,836 (有)阿仁土建
21,416

面整備工事（鷹巣処理区その２）

Ｈ30.８.２

63,504 秋田機械建設(株)

橋梁補修工事（西の又沢橋）

Ｈ30.８.２

25,920 秋田土建(株)
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南鷹巣団地第３期外構工事

Ｈ30.８.２

5,562 (株)津谷組

橋梁補修工事（坊沢大橋）

Ｈ30.８.23

42,660 (株)佐藤庫組

伊勢ノ森団地屋根葺替工事

Ｈ30.８.23

18,822 (株)中嶋建築板金

公共下水道台帳作成業務委託

Ｈ30.８.28

6,480 (株)パスコ 秋田支店

災害復旧事業調査設計業務委託

Ｈ30.８.30

5,184

橋梁補修工事（鎌沢橋）

Ｈ30.９.６

66,420 秋田土建(株)

北部１号幹線工事（鷹巣処理区その
１）

Ｈ30.９.６

25,650 (株)津谷組

奥山ボーリング(株)
田営業所

奥山ボーリング(株)
田営業所

北秋

北秋

北部地質調査業務委託（鷹巣処理区） Ｈ30.９.６

16,200

面整備工事（鷹巣処理区その４）

Ｈ30.９.６

13,662 (株)大川建設

農業集落排水施設 最適化整備構想
策定業務委託

Ｈ30.９.７

橋梁補修工事（秋田渡橋）

Ｈ30.９.20

39,960 朝日建設(株)

橋梁補修工事（葛黒橋）

Ｈ30.９.20

32,616 (有)丸栄建設

道路災害復旧工事（１級市道 荒瀬
川線）

Ｈ30.９.20

15,595 古河林業緑化(株)

橋梁撤去工事（志渕内橋）

Ｈ30.９.20

10,282 (株)松岡組

道路災害復旧工事（２級市道 大印
ノロ川線）

Ｈ30.９.20

9,180 池田建設(株)

道路災害復旧工事（２級市道 大印
ノロ川線）

Ｈ30.９.20

7,528 (有)長岐建設

道路改良工事（その他市道 北家下
～大町線ほか）

Ｈ30.10.２

南鷹巣団地第４期建設実施設計業務
委託

Ｈ30.10.２

道路維持工事（１級市道 李岱羽根
山線ほか）

Ｈ30.10.３

16,416 (有)宗和

終末処理場・管路施設ストックマネ
ジメント実施方針策定業務委託

Ｈ30.10.９

14,040 (株)日水コン 秋田事務所
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9,461

秋田県土地改良事業団体連
合会

25,886 (株)津谷組
5,940 村岡建築事務所

終末処理場ストックマネジメント実
施方針策定業務委託

Ｈ30.10.９

9,180

排水維持工事（１級市道 李岱芹沢
線）

Ｈ30.10.18

6,016 (有)工藤設備工業所

建設部 24 件
北秋田市議会映像配信システム導入
委託

オリジナル設計(株)
事務所

秋田

492,164
7,954

Ｈ30.９.６

議会事務局 １件

東光コンピュータ・サービス
(株) 北秋田営業所

7,954

長岐邸屋根改修工事

Ｈ30.８.３

10,501 (有)相馬板金工業所

鷹巣小学校プール補修工事

Ｈ30.８.３

6,480 (有)森川防水工業

合川中学校体育館床張替え工事

Ｈ30.８.23

33,264 (株)佐藤庫組

大型スポーツ用具（トレッドミル他） Ｈ30.９.６

8,910 (有)タナカスポーツ

北健康増進センター排水設備工事

8,146 (有)和田設備工業

Ｈ30.９.20

教育委員会 ５件

67,301

合計 42 件

708,510

市役所本庁舎１階フロアの窓口カウンターを更新しました。新たに設置したカウンターは、一
部を除き、イスに座ったまま書類を記載しやすいようローカウンターを採用したほか、市民生活
部のフロアについては、利用される方の利便性を考慮し、配置を変更しました。
市役所本庁舎及び森吉庁舎に配置している市民バスを、それぞれ乗車定員 29 名の中型バスに更
新しました。

市民生活部

＜生活課関係＞
秋の全市一斉クリーンアップが 10 月 21 日に開催されました。当日は好天に恵まれ、各自治会・
町内会から 4,285 名の方々にご協力をいただいております。
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古着、古布の無料回収事業については、11 月 11 日に北秋田市民ふれあいプラザと森吉庁舎の２
か所で実施しました。今年度は回収場所を増やしたほか、水銀製品の回収も行ったこともあり、
昨年より 79 世帯多い 213 世帯からご協力をいただきました。
し尿処理施設建設工事については、８月 20 日から土木建築工事が始まっており、11 月末の進捗
率は約 13%となっています。
秋の全国交通安全運動が９月 21 日から 30 日まで実施されました。運動初日の 21 日には、北欧
の杜公園において総決起集会と市内一円で交通パレードが行われ、交通事故防止を呼び掛けまし
た。
秋の山岳遭難防止啓発運動を、10 月６日の早朝、森吉山ダム広報館前において実施し、関係機
関６団体の参加を得て遭難防止を呼びかけました。
男女共同参画社会推進事業では、10 月 30 日に森吉コミュニティセンターにおいて基礎講座を開
催しました。秋田 FF 推進員をはじめ、人権擁護委員、各地区婦人会、民生委員児童委員など約 50
名が参加し、「人の輪でつなぐ地域といのち」をテーマとした講演とグループ討議を通じて、男
女共同参画の意義や多様な人に配慮した防災活動、避難所運営のあり方について理解を深め合い
ました。

＜市民課関係＞
平成 30 年 10 月末現在の住民登録者数は 32,305 人（内外国人 153 人）で、その内訳は、男 15,124
人（同 10 人）、女 17,181 人（同 143 人）、世帯数は 14,100 世帯（内外国人を含む世帯 148 世帯）
となっております。
個人番号カ－ドについては、10 月末現在で交付（作成）申請件数が 3,151 件で、申請件数の人
口に占める割合は 9.8％となっております。個人番号カードは地方公共団体情報システム機構
（J-LIS）から市に順次送付されてきており、交付件数は 2,595 枚となっております。また、通知
カ－ドについては、受け渡しできずに市が保管している件数は、10 月末現在で 115 件となってお
ります。
６月１日から発行を始めている「ハローキティ」デザインの記念証は、10 月末現在で出生記念
証が 81 件、結婚記念証が 35 件の計 116 件を交付しております。
国民健康保険については、10 月末現在の加入世帯数は 4,878 世帯、被保険者数は 7,229 人（内
一般被保険者数 7,138 人、退職被保険者数 91 人）で、その内、前期高齢者は 4,098 人となってお
ります。
後期高齢者医療制度の、10 月末現在の被保険者数は 7,894 人で、その内若年障害者認定数は 199
人となっております。
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健康福祉部

＜福祉課関係＞
９月 18 日に開催された平成 30 年度北秋田市民生委員児童委員大会では、近年自然災害が多発
していることから、高齢者の災害支援についての講演が行われました。
平成 31 年度市内保育所の入所については、11 月１日から福祉課、各総合窓口センター、各保育
所で受付を開始しております。
11 月 15 日に県と共催で、「児童虐待防止月間および DV 防止推進月間キャンペーン」を鷹巣地
区のショッピングセンター２か所で実施しております。

＜高齢福祉課関係＞
敬老式については、９月５日から９月 16 日まで、地区婦人会や自治会、小学校、保育園の協力
のもと、市内十箇所で開催されました。対象者 7,762 人（施設入所者を除く）のうち 1,895 人（参
加率 24.41％）の参加者が、お互いの長寿を祝いました。
福祉の雪事業については、除排雪や雪下ろし等により冬期間の在宅生活の支援のため、10 月か
ら申請受付と事業者の登録を行っております。
介護保険事業については、10 月末現在の要支援・要介護認定者数が 2,738 人（前年同期比７人
減）で、うちサービス受給者が 2,301 人（前年同期比 121 人減）、認定者に対する受給率は 84.04％
（前年同期比 4.19％減）でした。また、日常生活支援総合事業該当者として、要支援の認定を受
けずに訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスを利用している方が、10 月末現在で 62 人お
ります。
認知症サポーター養成講座については、地域のサロンや学校等の依頼により４月から 10 月まで
計４回開催し、205 人が認知症に対する正しい知識と理解を深めました。
家族介護者交流会については、10 月までに旧町全地区で開催し、在宅での介護について情報交
換しながら交流を深めることができました。
介護予防ボランティア養成講座については、７月 26 日と８月２日の２回、北秋田市民ふれあい
プラザにおいて開催し、
参加者 15 人が介護予防に関する知識や技術を学びました。
講座終了後は、
地域で活動するボランティアとして登録していただいております。
来年度から３圏域に分割して民間委託を予定している地域包括支援センターについては、８月
と 10 月に開催した審査委員会を経て、
委託事業者が決定しました。身近できめ細かな対応により、
センターの機能をより充実してまいります。
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＜医療健康課関係＞
健康増進事業については、今年度２回目となる市民ウオークを「四季美ウオーク」として 10 月
９日に実施し、67 人が参加しております。
10 月 27 日 28 日の産業祭での健康づくりコーナーでは骨密度や血管年齢測定などを実施し、２
日間で延べ 966 人の方においでいただきました。
成人検診事業では、「ホリデー検診」として 10 月 21 日に特定健診及びがん検診を実施しまし
た。検診前には電話や通知による受診勧奨コールリコールを行い、検診受診を勧めております。
心の健康づくり事業については、９月 14 日の「心の絆号」に 43 人が参加し、内陸線の列車内
で笑いヨガやギター演奏による合唱などを実施し交流しております。
第１回「北秋田市いのち支える自殺対策計画策定・評価委員会」を 11 月 13 日に開催し、20 人
の委員に委嘱状を交付しております。また、「心のふれあい相談員養成講座及びフォローアップ
講座」を１月まで計５回の開催を予定しており、第１回目の 11 月 14 日には「心はればれゲート
キーパー養成講座」と同時に開催し 22 人参加しております。
食育推進事業として 11 月 17 日にコムコムにおいて「食育フェスタ」を開催し、「食でつくる
ジュニアアスリートのからだ」と題し東北女子大学教授の松本範子氏による特別講演を実施し、
140 人が参加しております。また、講演の前にむし歯のない５歳児の表彰と 75 歳以上のよい歯の
認定式を行っております。
北秋田市民病院運営連絡協議会については、
第２回の運営連絡協議会が 11 月 29 日に開催され、
市民からの要望等への対応や指定管理内容についての協議のほか、上期の収支状況の報告、新公
立病院改革プランの点検評価などの協議がされております。今後も厚生連との連携を強化し、諸
課題に対応することを確認しております。
北秋田市地域医療連携センター運営事業については、９月に認知症部会、訪問看護部会をそれ
ぞれ開催し、医療・介護の連携に関する課題について協議が行われました。また、医療・介護事
業者の連携とスキルアップのための研修として、ワークショップを各部会主催で各１回開催しま
した。今後も、ワークショップ、医療介護研修会、医療講演会等を実施し、地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて多職種連携による課題解決を図ってまいります。

＜診療所関係＞
８月から 10 月までの市立３診療所の外来患者数については、阿仁診療所では、内科 2,092 人で
前年同期対比７人（0.3％）の増、外科 2,368 人で前年同期対比 81 人（3.3％）の減、歯科 736 人
で前年同期対比 86 人（10.5％）の減となっております。合川診療所では 1,987 人で、前年同期対
比 316 人（13.7％）の減となっております。米内沢診療所では、内科 3,481 人で前年同期対比 126
人（3.5％）の減、小児科 373 人で前年同期対比 79 人（17.5％）の減、整形外科 757 人で前年同
期対比 32 人（4.1％）の減、脳血管外科 145 人で前年同期対比 71 人（32.8％）の減、心臓血管外
科 20 人で前年同期対比６人（42.9％）の増となっております。
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今後も、地域住民の医療と健康を守るため安定した診療所運営を心がけてまいります。
阿仁診療所改築工事については、設計業務委託（基本設計及び実施設計）が 10 月末に完了して
おります。

産業部

＜農林課＞
今年の水稲については、６月と８月の低温及び日照不足等により収量の低下がみられ、作況指
数９６の「やや不良」の作柄となりました。
青果物についても、出荷時期の後半に単価の上昇が見られたものの収量が伸び悩み、計画を下
回る出荷額となる見込みです。
８月 15 日から 16 日の大雨による被害状況は、農地の冠水が 52.6ha、農地の崩壊等が 22 か所、
道水路等の被害が 17 か所となっております。
５月 18 日から 19 日と８月５日に発生した２回の大雨と合わせ、国の災害復旧事業には農地 17
か所、施設等 11 か所を申請しており、今後来春の耕作に支障の無いよう復旧工事を進めておりま
す。なお、10 月７日から８日の台風 25 号については農産物や農地への大きな被害はありませんで
した。
市営牧場については、10 月 31 日に鷹巣牧場から下牧しており、本年度の放牧が終了しておりま
す。
林業研修センター解体工事は 11 月２日から工事に着手しており、降雪期に及ぶ工事になります
が、安全面、周辺環境に配慮しながら進めてまいります。
市有林造林事業は、綴子字根下戸地内約 30ha の間伐を、２月下旬にかけ実施してまいります。
８月 15 日から 16 日の大雨による林業施設災害復旧事業は、11 月９日に国による査定が終了し、
工事発注に向けて業務を進めております。
鳥獣被害対策は、昨年同時期と比較して捕獲申請で 43 件減の 66 件、熊の捕獲頭数で 91 頭減の
39 頭と前年を大きく下回り、平年並みの件数となっております。

＜商工観光課関係＞
企業誘致関係については、９月５日に「秋田県・県内市町村と誘致企業との懇談会」が開催さ
れ、市内へ進出している企業を中心に、市の企業誘致制度及び今後の事業展開等について意見交
換を行いました。10 月 23 日には「秋田県 東海地区企業懇談会 in NAGOYA」が開催され、東海地
区の企業に対し、市の企業誘致制度の紹介と観光のＰＲを行いました。11 月７日には「北秋田市
誘致企業懇談会」を開催し、生産性向上のための支援施策等についての講演を行い、誘致企業を
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はじめとした市内企業との意見交換を行いました。11 月 15 日には、
「北秋田市首都圏企業懇談会」
を東京都で初めて開催し、市内誘致企業の本社及び親会社を招いて、市の企業支援制度の紹介や
観光振興及びふるさと納税についてＰＲを行いました。
産業振興については、10 月 27 日 28 日「産業で創る 地域の魅力 未来へ進もう北秋田！」を
テーマに第 12 回北秋田市産業祭が鷹巣体育館を会場に開催されました。屋内外 65 のブースにお
いて事業所や商品の紹介を行いながら、物品販売が行われました。また会場では、俳優高橋克典
さんのふるさと大使就任式やトークショーを開催するとともに、北秋田市商工会商品券の販売も
開始され、２日間で延べ 12,000 人が来場し盛況のうちに終了しました。
また、11 月９日には「市と商工会との意見交換会」が開催され、事業の状況報告や商工業振興
施策等について意見交換を行いました。
特産品については、10 月 20 日 21 日に東京都板橋区民祭り、11 月 2 日から 4 日には友好交流都
市協定締結をした東京都国立市の天下市、11 月 19 日 20 日には、東京都板橋区ハッピーロード大
山商店街で北秋田市秋イベントが開催され、北あきたバター餅をはじめとする市特産品の販売が
行われ、大勢の買い物客で賑わいました。
10 月 31 日には、ＤＭＯ「秋田犬ツーリズム」の主催による「農商工連携フォーラム」が大館市
で開催されました。地域で生産される枝豆のうち、規格外の枝豆を原料とした地域のお土産品と
してギンビス社が商品開発を実現した事例を広く紹介するとともに、翌 11 月１日には、大館能代
空港と東京都渋谷区の渋谷マークシティにおいて「秋田の枝豆」の発売記念キャンペーンを行な
いました。
観光振興については、９月２日に「森吉四季美湖まつり」が森吉山ダム周辺で開催されました。
ステージイベントやダムの監査廊見学の他、夕方には試験的にダム提体がライトアップされるな
どの新たな取組も行われ、多くの来場者がイベントを楽しんでおりました。
９月９日には「第 15 回北秋田市たかのす太鼓まつり」が開催されました。生憎の雨天となりま
したが、なまはげ太鼓をはじめとする県内外から招待した団体のほか、市内団体による演奏が披
露されました。また、ＪＲ東日本の旅行イベントである「駅からハイキング」や近畿日本ツーリ
ストの「クラブツーリズム」のお客様が訪れるなど、県内外から多数のお客様に勇壮な演奏をご
覧いただきました。
紅葉時期の森吉山阿仁ゴンドラの利用客数は 9,311 人で昨年比 1,385 人の増となっております。
また、太平湖遊覧船の利用者は 1,914 人で昨年比 333 人の減となっており、10 月末をもって今年
度の営業を終了しております。
くまくま園の来園者は 17,899 人で昨年比 328 人の減となっており、11 月４日をもって今年度の
営業を終了しております。
12 月１日には、地域産品等を活用した宿泊プランに対し助成を行う、北秋田市おもてなし宿泊
支援事業が開始され、９施設 34 プランの助成を開始しました。
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建 設 部

＜都市計画課関係＞
南鷹巣団地建替事業については、建築本体工事（10戸：木造平屋４戸建２棟、木造平屋２戸建
１棟）及び外構工事が予定どおり10月中に完成し、11月１日より供用を開始しております。また、
解体工事（３棟12戸）に係る工事請負契約を11月15日に締結し、進めております。

＜建設課関係＞
平成 30 年８月１日から平成 30 年 10 月 31 日までの工事等発注及び完成状況は、下記のとおり
となっております。
工事等発注一覧表
平成 30 年８月１日～平成 30 年 10 月 31 日
工事名または業務名等
排水維持工事（１級市道 李岱芹沢線）

舗装維持工事（その他市道 松山町線）

交通安全施設工事（１級市道 荒瀬川線）

交通安全施設工事（２級市道 大印ノロ川線）

道路維持工事（１級市道 李岱羽根山線ほか）

道路維持工事（２級市道 幸屋線）

道路維持工事（その他市道 ブナ森２号線）
道路等維持事業 ７件
道路改良工事（その他市道 北家下～大町線ほ
か）
道路改良工事 １件
橋梁撤去工事（志渕内橋）
橋梁維持工事 １件
橋梁補修工事（西の又沢橋）

橋梁補修工事（鎌沢橋）

橋梁補修工事（秋田渡橋）

橋梁補修工事（葛黒橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（上杉橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（木畑沢橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（沢口橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（坊山橋）

秋田内陸縦貫鉄道米内沢・桂瀬間石坂陸橋補修
工事委託
防災・安全交付金事業 ９件
橋梁補修工事（坊沢大橋）
道路・橋梁等防災対策事業 １件
河川維持工事（普通河川 長坂沢川）

河川維持工事（準用河川 大清水川）
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河川維持工事（準用河川 大堤川）
河川維持工事 ３件
河川災害復旧工事（準用河川 田沢川）

道路災害復旧工事（１級市道 荒瀬川線）

道路災害復旧工事（２級市道 大印ノロ川線）

道路災害復旧工事（２級市道 大印ノロ川線）

①

②

道路災害復旧工事（２級市道 大印ノロ川線）
③

道路災害復旧工事（その他市道 湯ノ岱線）
公共土木災害復旧工事 ６件

工事等完成一覧表
平成 30 年８月１日～平成 30 年 10 月 31 日
工事名または業務名等
舗装維持工事（その他市道 前野中央北線ほ

舗装維持工事（１級市道 元軌道鷹巣線）

か

舗装維持工事（その他市道 桜木町線）

舗装維持工事（その他市道 下糠沢線ほか）
道路維持工事（その他市道 田子ヶ沢～岩谷

舗装維持工事（その他市道 松山町線）

線）

道路維持工事（その他市道 上ノ野線）

道路維持工事（その他市道 ブナ森２号線）
道路等維持事業 ８件

道路改良工事（２級市道 元７号坊沢線）

道路改良工事（その他市道 蟹沢１号線）
道路改良工事 ２件

河川維持工事（普通河川 長坂沢川）
河川維持工事 １件
道路災害復旧工事（その他市道 ブナ森２号

道路災害復旧工事（２級市道 幸屋線）

線）

道路災害復旧工事（その他市道 荒瀬萱草線）

河川災害復旧工事（普通河川 荒瀬川）
公共土木災害復旧工事 ４件

＜上下水道課関係＞
上水道事業については、愛宕下地区老朽管更新工事、三木田地区配水管･給水管路舗装復旧工事、
消火栓取替工事の本城地区１件、向本城地区１件の工事が完成しております。
簡易水道事業については、七日市地区配水管移設工事（第１工区）を発注しております。
公共下水道事業については、鷹巣処理区において面整備工事２件、舗装復旧工事２件が完成し
ております。
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また、下水道施設全体の管理を最適化することを目的とした終末処理場・管路施設ストックマ
ネジメント実施方針策定業務委託２件を発注しております。

消防本部

＜常備消防関係＞
平成 30 年９月から 11 月 15 日までの火災出場件数は、住宅火災の全焼１件を含む３件で、火災
累計件数が 12 件となりました。暖房機器の使用が多くなる冬期に向けて高齢者世帯の防火査察や
住民への火災予防広報に一層努めてまいります。
救急出場件数は 212 件で急病が 143 件で最も多く、次いで一般負傷 28 件となっています。救急
救命士の行った医療処置は血管確保が６件、ブドウ糖投与、アドレナリン投与、気管挿管が各１
件となっています。転院搬送 20 件のうち三次医療機関への搬送は 10 件となっています。ドクタ
ーヘリ要請は７件で、うち救急現場からの要請は１件です。救助出場件数については、交通事故
が９件で山岳捜索１件となっております。
救急医療週間を含む９月と 10 月に行った住民に対する応急手当講習会の開催回数は 10 回で、
383 名に応急手当法を指導しております。また、救急医療週間中の９月 11 日には、一日救急隊長
に委嘱した北秋田市民病院看護師の伊勢綾佳さんから応急手当法習得の街頭活動を行っていただ
きました。今後も応急手当法の普及啓発に努めてまいります。
訓練については、10 月 20 日、大館能代空港で空港消火救難隊、警察、県北地区医師会、ＤＭＡ
Ｔ、県北地区の消防本部が参加し、航空機事故の発生に備えた消火救難総合演習が行われました。
10 月 24 日、北秋田市と災害協定を締結している秋田県建造物解体業協会と解体前の木造建物を利
用して、救出や救助、重機による破壊後の消火活動などの実戦的な訓練を行なっております。11
月 12 日 13 日は、薬師山で山岳遭難を想定した救助訓練を行っております。
11 月４日から「秋の火災予防運動」が行われ、初日は市内４か所で地震災害や火災を想定した
防災訓練が行われ、参加者には初期消火や応急手当、避難方法の手順を確認していただきました。
また、11 月８日、危機管理対応の向上を目的に「異常気象により発生する災害への対応」と題し
て、秋田気象台防災気象官

和田幸一郎氏による防災講演会を開催致しました。鷹巣地区自主防

災会、県、市、警察、消防ら約 160 名が聴講しました。
署員の教育研修については、大規模災害等への対応力や指揮能力向上を目指し、10 月 16 日から
約１か月半消防大学校（調布市）幹部科へ１名が入校し、また専門的知識、技能修得に秋田県消
防学校へ５名が入校しております。
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＜非常備消防関係＞
秋の火災予防運動の初日に火災想定訓練が行われ、ポンプ操作や他隊との連携を図りながらの
実践訓練が行われました。また、消防ポンプ機能の理解と消火技術の向上を目的に開催された研
修会には 46 名の団員が参加しています。火災予防のチラシを全戸配布し、消防車両巡回による火
災予防広報を行っています。
11 月５日、秋田県庁「正庁」において平成 30 年秋の叙勲・褒章の伝達式が行われ、元北秋田市
消防団分団長の山城克夫氏（73 歳）が消防功労「瑞宝単光章」を受章されました。

教育委員会

＜総務課関係＞
10 月 11 日から 12 日の日程で、国立市教育委員会から教育長及び教育委員２名と事務局職員２
名が来訪し、前田小学校、森吉中学校、合川学童研修センターを視察しました。今後も、両市の
教育交流を進めてまいります。
「平成 30 年度第２回総合教育会議」を 11 月 29 日に開催し、今年度の事業の実施状況と来年度
の重点施策等について意見交換を行いました。
小・中学校の整備については、合川中学校体育館床張替え工事及び鷹巣小学校プール補修工事
等の工事が完成しております。

＜学校教育課関係＞
「秋田県学校関係緑化コンクール」において、学校林等活動の部で鷹巣南小学校が県緑化推進
委員会会長賞、学校環境緑化の部で鷹巣南中学校が知事賞を受賞しました。
「県中学校総合体育大会駅伝競走大会」で鷹巣中学校女子が優勝（６連覇）し、全国大会への
切符を手にしました。「県中学校秋季大会」では、ソフトテニス男子団体戦・個人戦並びに軟式
野球大会で森吉中学校が見事優勝しました。
10 月 20 日には、「北秋田市理科・社会科発表会」が鷹巣中学校で行われ、多くの小学生が研究
の成果を発表しました。
10 月 23 日から 25 日の日程で、県教育委員会主催の「海外交流促進事業」によるタイ王国教育
関係者７名による学校視察があり、鷹巣南中学校、合川小学校、鷹巣小学校の授業を参観しまし
た。校長による学校経営説明、授業者との懇談などを通して北秋田市の教育をアピールする機会
となりました。
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11 月３日に行われた「秋田県発明展」で、綴子小学校６年の米村海希さんが秋田魁新報社賞、
米内沢小学校６年の成田旺右さんが毎日新聞社賞を受賞し、いずれも「第 77 回全日本学生児童発
明くふう展」に出品されます。
11 月６日から８日の日程で、小・中学校の教職員６名と教育委員会職員２名で国立市の先進校
視察を行い、特別支援教育の取組や授業研究会の在り方、外国語教育の先行実施などについて研
修をしてきました。

＜生涯学習課関係＞
10 月 19 日に坊沢公民館で「Ｇちゃんサミットパート７」を 100 名の参加で行いました。
10 月 27 日から 29 日まで開催した「第 13 回北秋田市文化祭」は、演示を文化会館、展示を北秋
田市民ふれあいプラザでそれぞれ開催しました。演示に 48 団体が出演し、展示に 1,134 点の出展
があり、日頃の成果を披露しました。
11 月３日に文化会館で「第 13 回浜辺の歌音楽祭」を開催し、市内の小・中学校、コーラスグル
ープなど 19 団体が合唱を披露しました。また、ピアニストの斎藤洋さんが浜辺の歌変奏曲などの
記念演奏を行いました。

＜スポーツ振興課＞
北秋田市体育協会主催の「第 13 回北秋田市スポーツレクリエーション大会」が、９月９日のソ
フトボール競技を皮切りとし、11 月 25 日までの間で 16 団体 16 競技が実施され、各競技とも熱戦
が繰り広げられました。
９月 23 日には、
「2018 北緯 40°秋田内陸リゾートカップ第 28 回 100 キロチャレンジマラソン
大会」が開催され、全国から 1,447 名（100 キロの部 1,086 名、50 キロの部 361 名）のランナー
が参加しました。
10 月７日に予定されておりました「第５回秋田 25 市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！鹿角大
会」は、当市からも２チームの参加で準備をしておりましたが、台風 25 号の影響で中止となりま
した。
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