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令和３年北秋田市議会９月定例会行政報告 

 

 

北秋田市議会９月定例会が開催されるにあたり、６月７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＞ 

人事評価制度の適正な運用を目的とする人事評価者研修会を、７月８日、９日の２日間開催し、

管理職員 78名が受講しております。 

令和３年度職員採用試験については、大学卒程度一般行政・建築・土木の第１次試験に大学卒

程度一般行政 60名、建築１名、土木１名の計 62名が受験し、７月 16日付けで大学卒程度一般行

政 30名、建築１名、土木１名の合格者を告示しております。第２次試験は８月１日に実施し、大

学卒程度一般行政 19名が受験しました。また、６月 25日付けで７月１日から８月 27日までを募

集期間とする高校卒程度一般行政・消防吏員採用試験を告示し、８月 25 日には８月 25 日から 10

月８日までを募集期間とする学芸員採用試験を告示しております。 

防災対策については、北秋田市防災マップ作成業務委託及び北秋田市地域防災計画改訂業務委

託を発注しております。 

新型コロナウイルス感染症対策については、全国的にこれまでにない感染拡大が続き、県が感

染レベルの引上げを行っている中、北秋田保健所管内でも複数の感染が確認されていることから、

市民への基本的な感染対策の徹底と県外との往来自粛について呼びかけるなど感染拡大防止の対

応を行っております。 

 

＜総合政策課関係＞ 

６月 29日、令和３年度北秋田地域振興局との意見交換会を書面により開催し、県及び当市の重

点推進事項を確認したほか、双方への要望事項等に対する回答を交換しました。 

７月１日、移住コーディネーターとして活動する地域おこし協力隊の斎藤美奈子さんへ２年目

となる委嘱状の交付を行いました。１年目は移住・定住支援活動のほかに、フードハンターとし

て「北秋田の食」を主軸に、YouTube 動画の配信などに取り組みました。 
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 ７月６日、８月５日の両日、北秋田市総合戦略検証会議を開催し、第２次北秋田市総合計画及

び第１期北秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる各施策、並びに地方創生関係交付金

事業について、外部有識者による評価・検証を行いました。 

７月 28日、未来を担うフレッシャーズ（新社会人）の新たなスタートを応援し、一緒に本市を

盛り上げて欲しいという期待を込めて開始した「北秋田市で暮らすど！フレッシャーズ応援事業」

の応援金の贈呈式が行われ、対象者を代表して齋藤菜摘さんへ目録を贈呈しました。 

 ８月 18日、北秋田市地域公共交通活性化協議会を開催し、路線バス「小森・湯ノ岱線」の運行

見直しについて協議した結果、既存路線バスの廃止と 10月からのデマンド型乗合タクシーによる

代替運行が承認されました。 

 

＜内陸線再生支援室関係＞ 

 令和３年度秋田内陸地域公共交通連携協議会総会が７月１日に開催され、前年度の事業報告と

決算、及び今年度の事業計画と予算が承認されました。 

今年で 10年目を迎える内陸線の夏の風物詩として定着した「田んぼアート」が、現在見頃を迎

えています。 

伊勢堂岱遺跡の世界文化遺産登録を記念して、鷹巣建設業協会のボランティアの皆様による縄

文小ケ田駅の駅舎を縄文風に改修する工事が終了し、落成式が７月 30日に地元自治会の参加のも

と開催されました。縄文のイメージでリニューアルされた駅舎と、駅前に広がったハローキティ

といせどうくんの田んぼアートは多くの見学者を出迎えています。宿泊観光者の増加を見込み、

駅舎内にスーツケースを預けるコインロッカーも整備しました。 

笑内駅公衆トイレについては、簡易水洗化工事が完成し、供用を開始しております。 

 

 

財 務 部 

 

 

＜財政課関係＞  

令和３年５月１日から令和３年７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。 

工事等発注一覧表 

※500 万円以上（消費税含む）          令和３年５月１日～令和３年７月 31日    

工事名または業務名等 契約年月日 
契約額 

（千円） 
請負業者名 

複合機賃貸借（北秋田市総務部） Ｒ３.６.10 5,492 (資)かねき書店 
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サンリオキャラクター（ハローキテ

ィ）利用契約 
Ｒ３.５.12 6,600 (株)サンリオ 

北秋田市地域防災計画改訂業務委託 Ｒ３.６.28 5,720 (株)ぎょうせい 東北支社 

北秋田市防災マップ作成業務委託 Ｒ３.６.14 10,461 (株)ゼンリン 秋田営業所 

総務部 ４件  28,273  

北秋田市公共施設等総合管理計画改

訂業務委託 
Ｒ３.７.26 6,600 (株)ぎょうせい 東北支社 

財務部 １件  6,600  

養護老人ホームもろび苑 給湯・暖

房設備更新工事 
Ｒ３.５.27 9,141 (有)中嶋施設工業 

健康福祉部 １件  9,141  

四季美館空調設備改修工事 Ｒ３.５.27 8,800 秋田土建(株) 

林道改良事業 測量設計業務委託

（奥見内線）  
Ｒ３.６.10 23,210 

奥羽測量設計(株) 北秋田

営業所 

阿仁伝承館改修工事 Ｒ３.６.28 5,802 菊地工務店 

林業専用道（規格相当）整備業務委

託 関ノ沢線 
Ｒ３.６.28 7,260 (有)ダイワ技術 

道の駅たかのす基本計画策定業務委

託 
Ｒ３.７.26 5,720 

ランドブレイン(株) 秋田

事務所 

産業部 ５件  50,792  

舗装復旧工事（米内沢処理区その 1） Ｒ３.５.13 22,220 (株)佐藤庫組 

北部１号幹線工事（鷹巣処理区その

１） 
Ｒ３.５.13 143,000 朝日建設(株) 

道路改良工事（その他市道 綴子家

の下線）その１ 
Ｒ３.５.13 26,400 かつら造園建設(株) 

公共下水道管路調査業務委託（その

１） 
Ｒ３.５.13 5,665 豊興産(株) 

南鷹巣団地第６期１７号棟建設工事 Ｒ３.５.13 32,318 (有)碇谷建築 

南鷹巣団地第６期１８号棟建設工事 Ｒ３.５.14 32,197 (有)アート住備 
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阿仁合浄化センター 汚泥脱水機分

解整備工事 
Ｒ３.５.27 14,410 三光テクノ(株)大館営業所 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その１） Ｒ３.５.27 22,770 朝日建設(株) 

道路改良工事（その他市道 綴子家

の下線）橋梁上部工 
Ｒ３.５.27 69,630 (有)丸栄建設 

合川地区不明水調査業務委託（上

杉・下杉処理区その１） 
Ｒ３.５.17 8,910 

(株)建設技術研究所 秋田

事務所 

北秋田市道路橋梁定期点検業務委託 Ｒ３.５.７ 16,263 
市町村橋梁等長寿命化連絡

協議会 

北秋田市道路トンネル定期点検業務

委託 
Ｒ３.５.７ 11,862 

市町村橋梁等長寿命化連絡

協議会 

北秋田市公共下水道耐水化計画策定

業務委託 
Ｒ３.６.10 5,390 (株)日水コン 秋田事務所 

橋梁補修詳細設計業務委託（新屋布

橋） 
Ｒ３.６.10 6,347 

東日設計コンサルタント

(株)秋田支店 

橋梁補修詳細設計業務委託（下岱橋） Ｒ３.６.10 5,782 
東日設計コンサルタント

(株)秋田支店 

橋梁補修詳細設計業務委託（綴子橋） Ｒ３.６.10 8,690 
東日設計コンサルタント

(株)秋田支店 

道路改良工事（その他市道 綴子家

の下線）その２ 
Ｒ３.６.10 46,200 朝日建設(株) 

施設統廃合整備工事（米内沢処理区

その２） 
Ｒ３.６.29 25,740 (有)宗和 

橋梁架替工事（第二木戸石橋） Ｒ３.６.28 64,460 (株)佐藤庫組 

阿仁合浄化センター 監視システム

更新工事 
Ｒ３.６.28 6,259 三光テクノ(株)大館営業所 

道路改良工事（その他市道 空港法

泉坊沢線） 
Ｒ３.６.28 10,890 (有)丸栄建設 

施設統廃合整備工事（米内沢処理区

その１） 
Ｒ３.７.16 57,860 (株)佐藤庫組 

橋梁補修工事（小又橋） Ｒ３.７.16 12,320 池田建設(株) 

舗装補修工事（2級市道 糠沢停車場

線） 
Ｒ３.７.16 18,150 (有)丸栄建設 

舗装補修工事（1級市道 石坂大渕

線） 
Ｒ３.７.16 22,000 (株)藤島組 

道路維持工事（その他市道 田ノ沢

幹線） 
Ｒ３.７.16 5,060 (株)おがさわら 
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北部１号幹線工事（鷹巣処理区その

２） 
Ｒ３.７.26 29,425 ほくよう建設(株) 

北部１号幹線工事（鷹巣処理区その

３） 
Ｒ３.７.26 50,710 (株)津谷組 

建設部 28 件  780,928  

統合分署新築設計業務委託 Ｒ３.５.13 33,880 (有)奈良田建築設計事務所 

消防本部 １件  33,880  

合川小・中学校スクールバス運行業

務委託（６～３月分） 
Ｒ３.５.27 8,078 あきた北観光バス(株) 

森吉中学校・米内沢小学校スクール

バス運行業務委託（６～３月分） 
Ｒ３.５.27 8,749 秋北バス(株) 

合川公民館改築工事（建築工事） Ｒ３.６.29 327,800 (株)佐藤庫組 

合川公民館改築工事（電気設備工事） Ｒ３.６.29 97,900 (有)北秋電気工事商会 

合川公民館改築工事（機械設備工事） Ｒ３.６.29 113,080 (有)工藤設備工業所 

合川公民館改築工事（建築・電気・

機械・外構）監理業務委託 
Ｒ３.６.29 7,755 (有)武石工務店 

清鷹小学校遊具設置・掲揚ポール更

新工事 
Ｒ３.６.28 5,313 かつら造園建設(株) 

森吉中学校防火防煙シャッター改修

工事 
Ｒ３.７.27 6,545 (有)安藤電機 

教育委員会 ８件  575,220  

合計 48件  1,484,834  
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＜税務課関係＞ 

令和３年度の個人市民税及び国民健康保険税の当初賦課状況は、下記のとおりです。 

 

１．個人市民税の当初賦課状況 

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

納

税

義

務

者

数 

３年度  2,406 人 
給与 9,666 人 

  14,179 人 
年金 2,107 人 

２年度 2,469 人 
給与 9,820 人 

14,384 人 
年金 2,095 人 

前年比 △63 人 
給与 △154 人 

△205 人 
年金 12 人 

区  分 普通徴収 特別徴収 計 

税 

額 

３年度 154,326,000 円 832,585,000 円 986,911,000 円 

２年度 145,717,200 円 837,418,300 円 983,135,500 円 

前年比 8,608,800 円 △4,833,300 円 3,775,500 円 

 

２．国民健康保険税の当初賦課状況     

○世帯数    4,710 世帯（前年比△10世帯）    

○被保険者数  6,832 人 （前年比△42人）    

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

一

般

分 

３年度 439,314,800 円 97,428,800 円 536,743,600 円 

２年度 432,969,200 円 97,974,800 円 530,944,000 円 

前年比 6,345,600 円 △546,000 円 5,799,600 円 

 

 

市民生活部 

 

 

＜生活課関係＞ 

北秋田市環境基本計画については、策定からの中間年を迎え、計画の見直しを行うため７月 13

日に環境審議会を開催しました。また、会議に先立ち、環境審議委員 13名に対し委嘱状の交付を

行いました。 



7 
 

米代流域衛生センターの解体撤去工事については、７月末での進捗率が 51.1％となり計画通り

に進んでおります。 

県民の交通安全意識の高揚を図る「シートベルト・チャイルドシート着用推進運動」強調期間

の一環として、７月１日に北秋田警察署一日署長のフリーアナウンサー相場詩織さんが来庁し、

シートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底を呼びかけました。 

夏の交通安全運動については、７月 11日から 20日までの 10日間実施されました。例年運動初

日に行われる街頭での活動については、コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりましたが、

各地域において安全運動を実施しました。 

山岳遭難防止については、７月 22日に森吉山阿仁スキー場において北秋田警察署と合同による

啓発キャンペーンを実施し、ゴンドラ利用者へ安全な登山とクマへの注意を呼びかけました。 

 

＜市民課関係＞ 

令和３年７月末現在の住民登録者数は 30,408 人（内外国人 154 人）で、その内訳は、男 14,285

人（同 24人）、女 16,123 人（同 130 人）、世帯数は 13,895 世帯（内外国人を含む世帯 145 世帯）

となっております。前年同期に比べ、住民登録者数が 658 人の減少、世帯数が 101 世帯の減少と

なっております。 

マイナンバーカ－ドについては、７月末現在で交付枚数が 9,943 枚となっております。交付枚

数の人口に占める割合は、32.7％となっております。 

国民健康保険については、令和３年７月末現在の被保険者数は 6,672 人、加入世帯数は 4,612

世帯で、前年同期に比べ、被保険者数が 25人の減少、加入世帯数が 6世帯の減少となっておりま

す。 

後期高齢者医療については、令和３年７月末現在の被保険者数は 7,616 人で、前年同期に比べ、

160 人の減少となっております。 

 

 

健康福祉部 

 

 

＜福祉課関係＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により感染症予防対策への負担が増加する中、特に低所得世

帯と子育て世帯の負担が大きくなっていることから、住民税非課税世帯と児童手当受給世帯への

生活支援と地域経済の下支えを目的とした「北秋田市新型コロナウイルス対策生活応援事業」を

県と共同で実施しております。この事業は住民税非課税世帯の世帯員一人につき２万円分、公務

員と特例給付者を除く児童手当対象児童一人につき１万円分の商品券を交付するもので、住民税

非課税世帯の２万円分の内１万円分は市の上乗せ分となっております。対象となる 6,316 世帯に
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は７月 13日に申請書を送付し、８月 12日現在で 4,215 世帯へ商品券を交付しております。なお、

商品券は市内の約 400 の登録店において令和４年１月 31日まで使用可能となっております。 

 また、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の厳しい

生活の実情を踏まえ、生活支援を目的とした「子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」

を児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている住民税非課税の保護者 60 人を対象として、

児童一人につき５万円を 122 人分、計 6,100 千円を７月 15日に支給しております。 

北秋田市戦没者追悼式を、８月 17日に北秋田市文化会館において開催しております。新型コロ

ナウイルス感染症予防に配慮し、関係者並びに遺族代表 18 人の参列のもと、戦後 76 年を経て恒

久平和を誓うとともに、本市関係戦没者 1,700 人余りの英霊の遺徳を偲び、黙とうと献花を行い

ました。 

 

＜高齢福祉課関係＞ 

敬老式については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、全地区において式典の開催を

中止としました。なお、７月１日現在の今年度の敬老式対象者（75 歳以上）は 7,969 人（前年比

16 人減）で、うち白寿対象者が 35 人（同３人増）、米寿対象者が 339 人（同 64 人減）、新敬老

者が 510人（同 162 人増）となっております。 

生活支援サポーター養成講座については、７月 20日に森吉コミュニティセンター、21日に阿仁

ふるさと文化センター、27日に北秋田市民ふれあいプラザにおいて開催し、合計 37名の受講者が

地域における見守りボランティアとしての基礎を学び修了しました。 

介護保険については、７月末現在の要支援・要介護認定者数が 2,834 人（前年同期比 45 人増）

で、そのうちサービス受給者は 2,587 人（同 109 人増）、認定に対する受給率は 91.3％（同 2.5％

増）となっております。 

地元就職支援及び介護職員の人材確保を目的として、今年で６年目となる高校生を対象とした

介護職員初任者研修を、夏季休業期間中より実施しております。受講生 10名は、資格取得のため

130 時間の研修を受講しております。 

 

＜医療健康課関係＞ 

成人健診については、森吉地区から始まり順に合川、阿仁、鷹巣の４地区において感染予防対

策を講じながら実施しております。各種集団健診の受診数は７月末現在で、特定健康診査 1,258

人、後期高齢者健康診査 857 人、さわやか健康診査47人、一般健康診査９人となっており、各種

がん検診等は、胃がん検診 1,075 人、大腸がん検診 2,337 人、肺がん等検診 2,270 人、前立腺が

ん検診 835 人、肝炎ウイルス検診 10 人、子宮頸がん・婦人科超音波検診 377 人、乳がん検診 354

人、骨粗しょう症検診 204 人となっております。 
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食育推進事業については、小学校１年生を対象に「食育ジュニア」を７月 29日から８月６日ま

での日程で市内３会場にて実施し、合わせて 60人の参加がありました。今後も食に関心を持ち幼

少期からのよりよい食習慣の定着を図ってまいります。 

新型コロナワクチン予防接種事業については、８月 20 日までに 12 歳以上の方にクーポン券を

発送しまして対象者全員に発送を終えております。８月 17日現在における接種を受けた人数及び

接種率は 65 歳以上の１回目が 12,591 人（90.3％）、２回目が 12,070 人（86.6％）、16 歳から

64歳の１回目は 6,091 人（43.3％）、２回目が 4,956 人（35.2％）となっております。 

 

＜診療所関係＞ 

５月から７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 1,035 人で

前年同期対比 903 人（46.6％）の減、外科 2,419 人で前年同期対比 188 人（8.4％）の増、歯科 879

人で前年同期対比 172 人（24.3％）の増となっております。次に、合川診療所では 1,520 人で、

前年同期対比 91人（5.6％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、内科 3,289 人で

前年同期対比 147 人（4.7％）の増、小児科 247 人で前年同期対比 20人（7.5％）の減、整形外科

650 人で前年同期対比 89人（12.0％）の減、脳血管外科 106 人で前年同期対比 22人（17.2％）の

減、心臓血管外科 12人で前年同期対比３人（20.0％）の減となっております。 

なお、米内沢診療所の心臓血管外科の診療については、６月をもって終了しております。 

 

 

産 業 部 

 

 

＜農林課関係＞ 

水稲については、６月から７月にかけて気温が高く好天が続いたことで平年より生育が早く、

草丈はかなり長くなっています。いもち病や斑点米カメムシ類等の病害虫被害防止のため、関係

機関と連携し防除の徹底を呼びかけました。 

青果物については、全体的に出荷量は平年並みですが価格が低くなっています。主な品目では、

きゅうりは、出荷量は平年並みからやや少なく、全国的に供給が潤沢となっているため価格は低

く推移しています。えだまめは、６月から７月にかけて降水量が少なかったため出荷量が平年よ

り少なく、価格も低くなっています。にんにくは、収穫量は平年よりやや多く、価格は昨年ほど

ではないもののやや高くなる見込みです。 

有害鳥獣対策については、迅速かつ適切に対応するため、関係機関との連携を密に行い業務に

努めております。昨年同時期と比較したクマの状況については８月 20日現在で目撃情報が 23件

少ない 78件、捕獲申請件数が５件多い 24件、捕獲頭数が４頭少ない７頭であり、また、サルに
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ついては 30匹程度の群れで二本杉集落付近を中心に出没しているため、今後も継続した職員によ

る追い上げや、捕獲活動を実施し、人身被害及び農作物被害の防止に努めてまいります。 

７月１日及び８日の２日間、木を子供の頃から身近なものとして使っていくことや森林の散策

を通じて、人と森や木との関わりを主体的に考え、豊かな心を育てることを目的に鷹巣小学校４

年生を対象とした森林体験学習（フォレストキッズ）を実施しました。木工教室では下駄箱を製

作し、森林散策では慶祝森林自然公園において「森の案内人」を講師に迎え、森の働きなどにつ

いて学習しました。 

７月 30日、都市と山村の友好の森事業について、昨年度中止した植樹体験を脇神字中小又沢地

内の友好の森において実施しました。残念ながら本年度も国立市の児童は参加出来ませんでした

が、市内小学生 20人参加のもと 0.2ha の面積にスギのコンテナ苗 100 本の植林を行いました。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援については、需要が低迷している比内地鶏について、

６月７日から７月 31日までの間、市民向けに特別販売を実施したほか、学校給食等での活用推進

及び市内飲食店等での活用支援について年内を期限に実施中です。 

 

＜商工観光課関係＞ 

毎年７月に秋田県企業誘致推進協議会が主催し、市も参加している「あきたリッチセミナーｉn 

ＴＯＫＹＯ」、「東海地区企業懇談会」及び「北秋田市首都圏企業懇談会」は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により大都市部への往来に慎重な対応が求められていることから中止となりまし

た。また、特産品販売促進事業として観光ＰＲも兼ねて参加しておりました板橋区ハッピーロー

ド大山商店街の「大山ふるさと夏まつり」についても同様に中止となっております。 

８月 12日に市有施設であります「妖精の森」、「森吉山荘」、「太平湖グリーンハウス」及び

「クウィンス森吉」の関係者が新型コロナウイルスに感染していることが判明したことから、さ

らなる感染拡大の防止のため、利用者と従業員の健康と安全が確認されるまで施設の営業を休止

しました。施設利用者をはじめ、市民の皆様にはご迷惑とご不便をおかけしましたが、各施設に

ついては保健所からの助言・指導を受け、安全が確認された施設から順次営業を再開いたしまし

た。今後、施設管理・運営者と緊密に連絡をとりながら、感染防止対策の徹底を図ってまいりま

す。 

新型コロナウイルス感染症拡大の動向を踏まえ、米代川花火大会をはじめとする様々な夏期イ

ベントが中止になる中、合川まと火・合川ふるさとまつりについては無観客で開催され、Web サイ

トでライブ配信が行われました。また、北秋田市「くまくま園」の夏休みイベントについては、

クイズラリーやひぐま舎運動場の餌隠し等一部のイベントを縮小し、手洗いや消毒の励行等感染

防止対策を講じたうえで７月 23日から８月 25日まで実施しました。 
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＜新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室関係＞ 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、市内事業者及び親元を離れて生活する大学生

等の保護者を対象に、６つの事業を実施しております。 

「飲食店等事業継続緊急支援事業」は、７月末現在で 76件の交付決定を行っております。 

「観光交通事業者等継続支援事業」は、７月末現在で貸切バス７台、代行車両９台について補

助金を交付しております。 

「学生生活支援事業」は、７月末現在で商品券事業については 340 世帯、377 人分の商品券を発

送しており、また、311人の学生等に現金給付を行っております。 

「店舗・事業所等改修支援事業」は、135 事業者に対し交付決定を行っております。 

「新しい生活様式への対応備品等購入支援事業」は、88事業者に対し交付決定を行っておりま

す。 

「WEB 会議等環境整備支援事業」は、80事業者に対し交付決定を行っております。 

なお、「店舗・事業所等改修支援事業」、「新しい生活様式への対応備品等購入支援事業」及

び「WEB 会議等環境整備支援事業」については、予算上限に達したため、６月末をもって受付を終

了しております。 

 

 

建 設 部 

 

 

＜都市計画課関係＞ 

 南鷹巣団地第６期建替事業の建築本体工事２棟４戸及び外構工事は、９月下旬の完成に向け、

順調に進捗しています。 

公共下水道事業については、新たに鷹巣処理区で面整備工事２件、舗装復旧工事１件と、米内

沢処理区で施設統廃合整備工事２件を発注しております。 

また、米内沢浄化センター耐震化・改築事業について、今年度の協定を締結しております。 

公共下水道管路調査業務委託１件が完了しております。 
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＜建設課関係＞ 

令和３年５月１日から令和３年７月 31 日までの道路関係工事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 

工事名または業務名等 

道路維持工事（１級市道 脇神舟場線） 道路維持工事（その他市道 田ノ沢幹線） 

排水維持工事（２級市道 寺町線）  

道路等維持工事 ３件      

道路改良工事（その他市道 綴子家の下線） 

                 その１ 

道路改良工事（その他市道 綴子家の下線） 

その２ 

道路改良工事（その他市道 綴子家の下線） 

               橋梁上部工 

道路改良工事 

（その他市道 空港法泉坊沢線） 

道路改良工事 ４件     

舗装補修工事（２級市道 糠沢停車場線） 舗装補修工事（１級市道 石坂大渕線） 

防災・安全交付金事業 ２件     

橋梁架替工事（第二木戸石橋） 橋梁補修工事（小又橋） 

橋梁補修詳細設計業務委託（越鳥橋） 橋梁補修詳細設計業務委託（新屋布橋） 

橋梁補修詳細設計業務委託（下岱橋） 橋梁補修詳細設計業務委託（三石橋） 

橋梁補修詳細設計業務委託（苗代沢橋） 橋梁補修詳細設計業務委託（綴子橋） 

北秋田市道路橋定期点検業務委託 北秋田市道路トンネル定期点検業務委託 

北秋田市道路橋（JR跨線橋） 

定期点検業務委託 

奥羽本線前山・鷹ノ巣間前山跨線橋 

補修設計業務委託 

道路メンテナンス事業 12 件 

 

工事等完成一覧表 

工事名または業務名等 

排水維持工事（１級市道 鶴田線ほか） 排水維持工事（その他市道 旭町７号線） 

道路維持工事（１級市道 ブナ森線） 道路維持工事（その他市道 小森線） 

舗装維持工事 

    （その他市道 松山町線） 

舗装維持工事 

   （その他市道 田子ヶ沢～岩谷線） 

舗装維持工事（その他市道 摩当３号線） 交通安全施設工事（その他市道 小阿仁線） 

排水維持工事 

（２級市道 寺町線） 

道路維持工事 

（その他市道 旭町８号線ほか） 
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道路等維持工事 10 件       

橋梁補修工事 （日景橋） 橋梁補修工事 （羽立橋） 

積算資料作成業務委託 （上杉橋ほか） 積算資料作成業務委託（第二木戸石橋） 

積算資料作成業務委託 （日景橋ほか）  

     道路メンテナンス事業 ５件      

 

 

水 道 局 

 

 

＜水道課関係＞ 

建設改良事業については、戸鳥内地区配水管路舗装本復旧工事、鷹巣地区簡易水道施設非常用

発電機盤改修工事、摩当浄水場機械電気設備更新工事、小猿部第 1配水池・滅菌室機械電気設備

更新工事、米内沢地区配水管布設工事、阿仁合地区簡易水道施設流量計更新工事、小又橋橋梁添

架配水管補修工事、摩当地区給・配水管布設工事実施設計業務委託、及びバックホー、ダンプト

ラック各 1台を発注しております。 

施設維持管理業務については、有収率の改善を図るため、合川地区漏水調査業務委託を発注し、

８月から調査を開始しております。 

水道お客様センターでは、直近２年間の使用水量と料金を Web 上（パソコン、スマートフォン、

タブレット）で確認できる登録制無料サービス「すいすい eねっと」を提供しております。ホー

ムページの QRコードの読取りからの登録が可能でしたが、８月分の「検針票」（水道料金のお知

らせ）から裏面に QRコードの掲載を開始しました。ご登録により、利用者が自ら使用状況を確認

できるほか、高齢者の一人暮らしを心配する遠方のご家族が、使用水量によって生活状況を確認

するといった使い方も可能となります。また、料金の口座振替をご利用いただいているお客様で

「検針票」の配布を希望しない方にもご利用いただけます。 

 

 

消防本部 

 

 

＜常備消防関係＞ 

 ５月から７月までの火災発生状況及び消防活動については、火災は建物火災が１件発生し、焼

損棟数は非住家２棟が全焼、住家２棟が部分焼となっております。救急出場は 361 件で、急病が

最も多く 250 件で、うち熱中症の搬送は 10件となっております。救急救命士の行った医療処置は
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血管確保が 10件、薬剤投与が３件となっております。ドクターヘリ要請は４件で、うち３件に出

場があり、いずれも三次医療機関への施設間搬送となっております。救助出場は８件で、うち交

通事故が６件となっております。 

火災予防については、このほど管内の住宅用火災警報器の設置状況を調査、集計したところ、

設置率は 88.9％となっており、引き続き設置及び維持管理を主とした啓発活動を推進してまいり

ます。６月６日から 12日までの危険物安全週間中に給油取扱所の立ち入り検査を行い防火安全対

策の指導に努めました。 

第 49 回消防救助技術秋田県大会（水上の部は５月 24 日・陸上の部は６月３日）が開催され、

上位の大会へ出場を決めた隊員もおりましたが、東北及び全国大会については新型コロナウイル

ス感染症の影響により２年連続で中止となっております。 

訓練については、７月 12日に森吉山ダム堤体において特殊環境下における救助訓練を行いまし

た。この訓練では、ダム堤体から滑落した人を安全かつ迅速に救出するため、ドローンを活用し

た情報収集と隊員相互の連携活動が図られました。水難事故に備え水難救助隊員による訓練を６

月７日から８月３日までの間、市民プールでの基本動作訓練や複数の河川において実践的な訓練

を行いました。 

消防本部における女性消防吏員活躍推進モデル事業については、職員募集の一環としてポスタ

ーやパンフレットを作成し、県内の高校等に配布するとともに、看板を消防署車庫脇に設置して

おります。 

 

＜非常備消防関係＞ 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北秋田市水防訓練、北秋田市消防訓練大会及び

大館北秋田支部消防訓練大会が２年連続で中止となりました。 

 ８月２日に消防団活動への理解と地域防災体制のより良い環境作りに貢献しているとして、秋

田たかのす農業協同組合へ消防団協力事業所表示証を交付しております。これで市内の消防団協

力事業所は６事業所となりました。 

８月 10日、阿仁山村開発センターにおいて、７月に阿仁畑町で発生した火災の防ぎょ活動等に

対する検討会を消防団・署合同で開催し、効果的な消火戦術やスムーズな連携活動等について確

認をしております。 

 

 

  



15 
 

教育委員会 

 

 

＜総務課関係＞ 

小・中学校の施設整備については、清鷹小学校の遊具設置等の外構工事が完成し、２学期から

子どもたちが新たな遊具で元気に遊んでいます。また、森吉中学校と合川中学校のトイレ洋式化

工事、森吉中学校の防火シャッター改修工事等を発注しております。 

あきたリフレッシュ学園については、７月末現在で県内から 13名の学園生が入園しており、学

習活動、体験活動を通じて学校復帰に向けた支援を続けております。 

 

＜学校教育課関係＞ 

７月 30日、阿仁ふるさと文化センターを会場に、阿仁地区３校の統合校について説明会を開催

したところ、小・中学校や保育園の保護者、地域の方々等、約 50名が参加し、教育委員会として

は小中一貫教育を実施する形態として義務教育学校を提案し、方向性を確認しました。今後は、

今年度中に統合準備委員会を組織し協議を進めてまいります。 

８月 21日、「きたあきたこどもサミット」が北秋田市民ふれあいプラザで行われ、市内 13の

全小・中学校から児童生徒 16名が参加し、「きらり☆きたあきた～ワクワクする未来を描こう～」

のテーマの下、ふるさとの活性化につながるアイデアについて意見交流を行いました。昨年度、

市内全児童生徒に配付した「きらり☆きたあきた」を活用し、よりよい未来の北秋田市の姿、目

指すべき未来像を話し合いました。 

 

＜生涯学習課関係＞ 

６月 13日、浜辺の歌音楽館少年少女合唱団のミュージカル「ブレーメンの音楽隊」米内沢特別

公演が森吉コミュニティセンターで上演され、約 90名の来場者を楽しませました。 

６月 30 日、合川公民館改築工事が着工となり、７月 15 日には起工式並びに安全祈願祭が行わ

れ、令和４年４月オープンに向けた工事を施工しております。 

７月 17日、18日、文化会館自主事業「ファルコンシネマ」を２年ぶりに開催しました。 

 ７月 24日から 26日まで、伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガイド事前研修会を開催し、８

月７日から４日間、延べ 16回の現地ガイドを行いました。今年は小学生から高校生まで 52名が

登録し過去最多となりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制限を設けての現地

ガイドとなりました。 

 ７月 27日、伊勢堂岱遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が、ユネスコの世界文化遺産

に登録されました。北秋田市文化会館では、関係者や市民約 100 名が大型スクリーンに映し出さ

れた世界遺産委員会の審議を見守り、決定の瞬間を喜び合いました。 

７月 30日から８月１日にかけて、２年ぶりに「マタギの地恵体験学習会」を実施しました。コ



16 
 

ロナ禍のため、国立市の児童の参加は見送り、市内の小学校４年生から６年生 20名が参加し、「マ

タギの伝統」「命の学習」「自然体験」「友だちづくり」など、貴重な体験学習の機会を提供するこ

とができました。 

８月 14日、15日に開催を予定していた「成人式」については、コロナ禍により８月の開催を見

送り、今後の新型コロナウイルス感染症の動向に注視しながら、９月末までに今後の開催につい

て決定する予定です。 

８月 22日、第 15回北秋田市民俗芸能大会を無観客にて開催し、市内の５団体が地域に伝わる

芸能を記録映像に収めました。 

８月 29日に予定していた第 10回ファルコン民謡祭については、コロナ禍により開催を中止し

ました。 

 

＜スポーツ振興課関係＞ 

2020 東京パラリンピック聖火フェスティバルの一環として秋田県内全 25 市町村で実施された

「採火式」について、当市では、８月 12日伊勢堂岱遺跡縄文館を会場に「まいぎり式」の巨大火

おこし器で「縄文の火」として採火し、16日に秋田市で開催された全県の集火式を経て、８月 24

日、新国立競技場で開催されたパラリンピック開会式で、全国から採火された火とともに、聖火

台に点火されました。 

例年９月に開催されている秋田内陸リゾートカップ 100 キロチャレンジマラソンは、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、昨年に引き続き中止となりました。 

体育施設の工事関係については、鷹巣体育館メインアリーナの屋根塗装工事を発注しておりま

す。 

 


