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令和３年北秋田市議会３月定例会行政報告 

 

 

北秋田市議会３月定例会が開催されるにあたり、11月 30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＞ 

令和２年度職員採用試験について、大学卒程度一般行政・建築・土木採用試験（後期）は、12

月 18 日で募集を締め切り、大学卒程度一般行政の応募者 21 名に対し、建築・土木の応募はあり

ませんでした。１月９日の採用試験には、大学卒程度一般行政に 20名が臨み、小論文、面接試験

を実施し、１月 25日付けで７名の合格者を告示しております。 

 １月７日、政府対策本部により新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型コロナウ

イルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことから、１月８日に特措法に基づく「北秋田

市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しております。 

 また、１月６日に北秋田保健所管内で初めての陽性者が発生したことなども踏まえ、緊急事態

宣言区域との往来を自粛するよう呼びかけしております。 

 １月７日から８日にかけて、低気圧が急速に発達しながら本県を通過したことにより暴風雪と

なり、市道本城新田目線の本城付近で車の立往生が発生したほか、非住家建物２件の被害が発生

しました。また、これまで除雪作業による人的被害は４件発生しております。 

 １月 22日、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた、北秋田市空家等対策協議会を開

催しました。特定空家等の判断・認定について協議が行われ、特定空家等として２件認定しまし

た。 

 

＜総合政策課関係＞ 

12 月１日、本庁舎２階総合政策課内の「移住・定住支援室」が、同庁舎の食堂側２階へ移転し

ました。移転後は、広い相談テーブルでゆっくり相談できるエリアを設けたほか、オンラインに

よる相談スペースも備え、移住者に対しよりきめ細かい対応を行ってまいります。 
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同日、新たに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加賀谷勝臣さん（東京

都豊島区出身）へ委嘱状を交付しました。加賀谷さんは大学を卒業後、埼玉県内の製造会社に勤

務していましたが、母親が旧森吉町出身という縁もあり、地域おこし協力隊に応募したものです。

「移住を希望する方のために北秋田市の魅力を発信し、満足してもらえるようにサポートしたい」

などと抱負を述べました。 

10 月１日を基準日として実施した令和２年国勢調査の結果について、12 月 14・15 日の両日に

おいて調査内容の精査点検が行われ、県を通じ国へ提出しました。今回、調査対象となった市民

をはじめ調査員並びに指導員の皆様のご協力に感謝致します。 

１月 27日、令和２年度において行政評価委員会が評価した６つの事務事業に対する意見・提言

を付した報告書について、同委員会の伊藤委員長より市長に対し提出がありました。今後は、意

見を参考に事務事業の改善等につなげていくこととしております。 

 

＜内陸線再生支援室関係＞ 

市の「市民提案型まちづくり事業」を利用し、今年で３年目となった阿仁電友会主催の「秋田

内陸線阿仁合駅しあわせのイルミネーション点灯式」が 12 月 19 日、阿仁合駅前広場で行われま

した。阿仁合駅舎が 800 個の LED 電球で飾られ、サプライズで打ち上げられた花火との共演を楽

しみました。浜辺の歌少年少女合唱団によるクリスマスミニコンサートも披露され、会場に子ど

もたちの清らかな歌声が響きました。イルミネーションは３月 15日まで点灯されます。 

毎年、阿仁ふるさと文化センターを会場に行われていた「北秋田のおひなまつり」は感染症拡

大防止のため今年は中止となりました。 

秋田内陸線のフリーきっぷを購入された方を対象に、縄文小ケ田駅前の田んぼアートの圃場で

昨年収穫されたあきたこまちをプレゼントする「田んぼアート恩返しキャンペーン」が３月 21日

までの期間で開催しております。「ごっつお玉手箱列車」に乗車した方には、さらに「笑 EMI カ

レー」もプレゼントしております。 

また、内陸線オリジナルのマスクケースやコースターがもらえる「内陸線スタンプラリー２０

２１」が３月７日までの期間で開催しております。 

 

 

財 務 部 

 

 

＜財政課関係＞  

令和２年 11 月１日から令和２年 12 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）          令和２年 11月１日～令和２年 12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 

280ＭＨｚデジタル同報無線システ

ム 屋外アンテナ工事 
Ｒ２.12.28 5,964 

KCCSモバイルエンジニアリ

ング(株) 

総務部 １件  5,964  

ｗｅｂ会議用パソコン Ｒ２.12.10 5,478 
東光コンピュータ・サービス

(株)北秋田営業所 

財務部 １件  5,478  

米代流域衛生センター解体撤去工事

監理業務委託 
Ｒ２.11.27 10,945 (株)オオバ秋田営業所 

米代流域衛生センター解体撤去工事 Ｒ２.11.27 361,900 朝日建設(株) 

鷹巣地区家庭ごみ収集運搬業務委託 Ｒ２.12.24 148,738 (有)ビルド・ミヤノ 

鷹巣地区公共ごみ収集運搬業務委託 Ｒ２.12.24 24,324 (有)みらい環境 

森吉地区家庭・公共ごみ収集運搬業

務委託 
Ｒ２.12.24 82,754 (有)丸栄建設 

阿仁地区家庭・公共ごみ収集運搬業

務委託 
Ｒ２.12.24 78,705 

秋田北クリーン企画・宗和共

同企業体 

市民生活部 ６件  707,366  

北秋田市民病院ナースコールシステ

ム更新工事 
Ｒ２.12.25 18,973 秋田電話工業(株) 

健康福祉部 １件  18,973  

市有林造林事業（赤吹） Ｒ２.11.12 6,380 山一林業(株) 

市有林間伐事業（湯繰舟沢） Ｒ２.11.12 12,870 (有)山田造材部 

坊沢地区集落排水路工事 Ｒ２.11.12 7,663 (株)大川建設 

産業部 ３件  26,913  

南鷹巣団地（「51棟」２棟８戸 「52

棟」１棟４戸）解体工事 
Ｒ２.11.12 27,940 朝日建設(株) 



4 
 

河川維持工事（準用河川 大堤川） Ｒ２.11.12 5,665 (有)ビルド・ミヤノ 

道路台帳補正業務委託 Ｒ２.12.１ 6,897 (株)パスコ秋田支店 

建設部 ３件  40,502  

（仮称）統合小児童クラブ外構工事 Ｒ２.11.12 11,990 (有)丸栄建設 

鷹巣小学校空調設備工事 Ｒ２.11.12 44,000 日通プロパン鷹巣販売(有) 

鷹巣東小学校空調設備工事 Ｒ２.11.12 19,209 (有)和田設備工業 

綴子小学校空調設備工事 Ｒ２.11.12 26,730 (有)中嶋施設工業 

米内沢小学校空調設備工事 Ｒ２.11.12 10,670 (有)トシ設備工業 

前田小学校空調設備工事 Ｒ２.11.12 5,159 (有)トシ設備工業 

教育委員会 ６件  117,758  

合計 21件  922,954  

 

＜税務課関係＞  

市税の現年度課税分の徴収強化及び滞納額の縮減を図るための収納対策の取り組みとして、日

中や平日に納税の相談に来られない方のための夜間及び休日納税相談窓口を 12 月 16 日と 20 日、

26日に開設いたしました。２月には 18日、21日、26日の３日間開設いたします。 

令和２年分確定申告が、２月２日から３月 15日までの期間、延べ 10会場で行われます。 

 

 

市民生活部 

 

 

＜生活課関係＞ 

米代流域衛生センター解体撤去工事に係る地元への概要説明を 12 月 22 日、小ヶ田自治会館に

おいて行い、工事のご理解をいただきました。 
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年末・年始における犯罪及び事故防止運動が 12 月 10 日から１月３日まで実施されました。運

動初日の 10日には北秋田市交流センターにおいて、北秋田警察署、防犯協会、防犯指導隊、少年

保護育成委員会など関係団体による年末・年始特別警戒出動式が開催され、防犯意識と事故防止

の高揚を図るとともに、車両パレードによる市民への呼びかけを行いました。 

北秋田地区交通指導隊連合会と防犯指導隊連合会の合同による安全祈願式及び査閲式が１月９

日、市民ふれあいプラザで開催されました。安全祈願式では、令和３年中の安全で事故のない活

動を祈願し、査閲式では服装及び規律の確認が行われたほか、それぞれの隊員より交通事故防止

と防犯防止活動を宣言し隊の意思統一を図りました。 

北秋田地区交通安全協会主催の交通安全祈願祭が１月 14 日、市民ふれあいプラザで開催され、

安全運転管理者協会、事業主交通安全推進協会、北秋田警察署、交通指導隊連合会、交通安全母

の会、老人クラブなど関係団体により交通事故の撲滅と、安全意識の高揚を祈願しました。 

消費生活については１月 14日に、安全三法に基づく立入検査を市内４店舗において実施し、日

常使用する家庭用品や暖房器具・電化製品などの検査対象品が、全て適正に販売されていること

を確認しました。 

 

＜市民課関係＞ 

令和３年１月末現在の住民登録者数は 30,818人（内外国人 165人）で、その内訳は、男 14,501

人（同 27人）、女 16,317人（同 138人）、世帯数は 13,955世帯（内外国人を含む世帯 157世帯）

となっております。前年同期に比べ、住民登録者数が 598人の減少、世帯数が 52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、１月末現在で交付枚数が 6,358枚となっております。交付枚

数の人口に占める割合は、20.6％となっております。 

 国民健康保険については、令和３年１月末現在の被保険者数は 6,700人、加入世帯数は 4,627

世帯で、前年同期に比べ、被保険者数が 76人の減少、加入世帯数が 27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１月末現在の被保険者数は 7,710人で、前年同期に比べ、

93人の減少となっております。 
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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を受けている低所得のひとり親世帯を支援するため、「ひと

り親世帯臨時特別給付金（基本給付再支給分）」を 12 月 24 日に対象の 231 世帯へ支給いたしま

した。 

 

＜高齢福祉課関係＞ 

福祉の雪事業については、12月末現在の登録世帯数は 758世帯です。12月の利用世帯は 334世

帯と少雪の昨年度より 128世帯多くなっております。 

介護保険については、12 月末現在の要支援・要介護認定者数が 2,797 人（前年同期比 19 人増）

で、そのうちサービス受給者は 2,528人（前年同期比５人増）、認定に対する受給率は 90.4％（前

年同期比 0.4％減）となっております。また、北秋田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画

の年度内の策定に向けて、取りまとめを進めています。 

 

＜医療健康課関係＞ 

成人保健事業については、生活習慣病予防として、12月 11日、１月 13日に「すこやか健康講

座」を２回実施しており、延べ 165人が参加しております。また、感染症予防への意識向上を目

的として市内小学５年生を対象に「感染症予防について」健康標語を募集したところ 179作品の

応募がありました。今後 29点を「令和３年度版健康ガイド」に掲載し、感染症予防について啓発

してまいります。 

 母子保健事業については、１月末現在で子育てサークル「にじいろリボン」は延べ 135人、乳

幼児育成指導「スキップクラブ」には延べ 72人が参加しております。今後も事業内容の充実を図

り、子育てを支援していきます。 

 心の健康づくり事業については、高齢者の閉じこもり予防として 75歳以上の方を対象に「ホッ

とあい訪問」を実施しており、令和２年度は９自治会 187人を対象に 10月から 114人に訪問して

おります。 

食育推進事業については、11月から 12月まで 11会場で地区巡回健康相談を食生活改善推進員

の協力を得て実施しております。 

予防接種事業については、12月末現在のインフルエンザ予防接種者数は、高齢者が 8,820人、

子どもと妊婦が 3,395人で、高齢者の肺炎球菌予防接種は 483人が接種を受けております。 

献血推進事業については、１月３日現在 832人の方々から協力いただいております。 



7 
 

感染症予防対策については、年度内の新型コロナウイルスワクチン接種の実施にむけて 1 月 13

日に市内医師団と打ち合わせ会議を開催しております。 

北秋田市民病院運営連絡協議会については、11 月 27 日に第２回運営連絡協議会を開催し、10

月末までの収支状況の報告と新公立改革プランの点検評価などの協議を行いました。 

 

＜診療所関係＞ 

11月から 12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 1,201人で

前年同期対比 124 人（9.4％）の減、外科 1,331 人で前年同期対比 88 人（6.2％）の減、歯科 547

人で前年同期対比 50 人（10.1％）の増となっております。次に、合川診療所では、1,046 人で前

年同期対比 198 人（15.9％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、内科 2,434 人で

前年同期対比 303 人（11.1％）の減、小児科 565 人で前年同期対比 185 人（24.7％）の減、整形

外科 419 人で前年同期対比 25 人（5.6％）の減、脳血管外科 86 人で前年同期対比１人（1.1％）

の減、心臓血管外科 11人で前年同期対比２人（15.4％）の減となっております。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。 

阿仁診療所外構工事の進捗率については、12月末現在で 62％となっており順調に進んでおりま

す。 

 

 

産 業 部 

 

 

＜農林課＞ 

令和３年産米の生産の目安については、昨年 11月６日に秋田県の目安が 390,000トン、面積換

算値で 67,826ha と決定されたことを受け、12 月 23 日に北秋田市農業再生協議会臨時総会を開催

し、北秋田市の生産の目安を 15,662 トン、面積換算値では 2,922ha と決定し、ＪＡには 15,540

トン、出荷事業者には 122トンの目安を示したところです。 

今後は、ＪＡ等から各農業者へ目安が配分される予定となっています。 

市有林造林事業については、赤吹（阿仁鍵ノ滝地内）において、スギ約 3.4haとカラマツ約 1.4ha

の合計約 4.8haの新植を実施いたしました。また、湯繰舟沢（綴子地内）においては約 17.6haの

間伐を実施しており、今後も市有林の適正管理に努めてまいります。 

林道改良事業については、孫七沢線（三木田地内）の路肩復旧工事が完成しております。 

森林経営管理事業については、第２期地区（小森地区）の意向調査の実施と、第１期地区（前

山・黒沢地区）の集積計画作成業務を実施し、経営管理権の取得に向けた業務を推進しておりま

す。 
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＜商工観光課関係＞ 

市街地活性化対策については、12月 13日から２月７日まで米代児童公園をメイン会場に「第

13回北秋田きらきらフェスティバル」が開催されました。期間中は新型コロナウイルス感染症対

策に努めながらの開催となりましたが、色あざやかなイルミネーションにより機関車や木々が彩

られ華やかで幻想的な雰囲気の中、多くの子どもたちの参加によるサンタパレードや商店街での

宝探し、ロックバンドライブなどが行われ実行委員会のみなさんの情熱と市民のみなさんの笑顔

により賑わいの創出が図られました。 

企業誘致対策については、東京都に本社を置く「株式会社ディグロス」が本市イオンタウン鷹

巣内に「北秋田ソリューションセンター」を開設する運びとなりました。業務としては大企業を

中心とした営業支援を行うコールセンター業務で、首都圏からの新たな業種の進出と雇用機会の

拡大に期待するものです。 

また、例年１月に開催されておりました秋田県企業誘致推進協議会主催による「秋田県・県内

市町村と首都圏企業との懇談会」及び「秋田県・県内市町村と関西企業との懇談会」は新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により中止となりました。 

観光振興については、森吉山阿仁スキー場が 12月 12日に冬のシーズンがスタートし、さらに

１月９日からは樹氷観賞期間が始まりました。シーズン当初は降雪に恵まれませんでしたが、翌

週から全面滑走が可能となり、年末年始には多くのお客様にご来場いただいておりました。しか

し、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し、首都圏をはじめとする一部地域に緊急事態宣

言が発出されたことから、１月以降は大変厳しい状況で推移しております。また、近年インバウ

ンドのお客様に好評をいただいておりました「樹氷観賞」につきましても、期間中は「ぷらっと」

に樹氷案内人を配置するほか「夜の樹氷観賞会」の実施など、新型コロナウイルス感染症対策を

図りながら誘客に取組んでおります。加えて、シーズン当初にはスキー場整備中に痛ましい事故

が発生したことから、指定管理者と連携を密にし更なる安全運営に努めております。 

１月２日に予定されておりました新春恒例の「綴子大太鼓たたき初め」は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により本年度は中止となりました。また、今年で第 27回目を迎える「もちっこ市」

についても感染拡大の状況を踏まえ当面の間延期となっております。 

「北秋田市おもてなし宿泊支援事業」については、２月まで実施しております「宿泊半額応援

事業」終了後の実施を予定しております。 

 

＜新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室関係＞ 

市独自の緊急経済対策として、市内店舗の事業継続と更なる消費活性化を図るため実施してお

ります冬のスーパープレミアム付応援チケット事業については、12月 28日までチケットの引換を

行い、申し込み 7,239世帯 63,654セットに対し、7,192世帯 63,363セット 475,222,500円のチケ

ットを購入していただきました。換金申請額は１月 27日現在で 91.07％、432,779,000円であり、
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１月 31日を以って利用期間を終了しておりますが、更なる経済の活性化が図られたと考えており

ます。 

 12月１日から２月 28日までの期間で、16の宿泊施設に参加いただき実施しております冬の宿

泊者半額応援事業については、12月 28日からの Go Toトラベルの一時停止、及び一部地域への感

染症緊急事態宣言発出により厳しい利用状況でありますが、宿泊施設における新型コロナウイル

ス感染症対策に留意しながら継続し、県民のみなさまへの広報により利用促進を図っております。 

 

 

建 設 部 

 

 

＜都市計画課関係＞ 

南鷹巣団地建替事業については、３棟 12戸に係る解体工事が、３月の完了に向けて順調に進捗

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３件及びマンホールポンプ設置工

事１件、米内沢処理区において、施設統廃合整備工事１件が完成しております。 

 また、「鷹巣浄化センター」は、水処理設備の機能増強工事が完成し、汚水処理能力の向上と

安定化が図られております。 

「米内沢浄化センター」については、耐震化・改築事業を実施するため、日本下水道事業団と

公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定を締結しております。 

浄化槽設置整備事業については、鷹巣地区で 10基が完成しております。 

 

区 分 鷹巣地区 合川地区 森吉地区 阿仁地区 合 計 

５人槽 ９基    ９基 

７人槽 １基    １基 

10人槽      

計 10基    10基 

 

＜建設課関係＞ 

令和２年 11月１日から令和２年 12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 

令和２年 11月１日～令和２年 12月 31日 
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工事名または業務名等 

河川維持工事（準用河川 大堤川）  

河川維持工事 １件     

 

工事等完成一覧表 

令和２年 11月１日～令和２年 12月 31日 

工事名または業務名等 

排水維持工事（その他市道 梅栄線） 道路維持工事（その他市道 東ノ又線） 

道路維持工事（２級市道 大印ノロ川線） 交通安全施設工事（２級市道 大畑～葛黒線） 

 道路等維持工事 ４件     

道路改良工事（その他市道 空港法泉坊沢線） 
道路改良工事（その他市道 綴子家の下線）３

工区  

橋梁撤去設計業務委託（家の下２号橋）  

                 道路改良事業 ３件     

橋梁補修工事（葛黒橋） 橋梁補修工事（鎌沢橋） 

橋梁補修工事（東の又橋） 橋梁補修工事（学校橋） 

橋梁架替詳細設計業務委託（三両橋）  

防災・安全交付金事業 ５件     

  

除雪事業については、12月 14日に今シーズン最初の出動を実施しております。また、１月 15

日現在の一斉出動日数は鷹巣地区 10日、合川地区 14日、森吉地区 12日、阿仁地区 19日となっ

ております。引き続き、市道の安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。 

 

 

水 道 局 

 

 

＜水道課関係＞ 

本年度の新規水道加入申込は、12月末現在で 60件の申請があり、随時完成検査を終えたお客様

にご利用いただいております。 

 建設改良工事については、七座浄水場場内整備工事及び戸鳥内地区配水管布設工事が完成して

おります。 

冬期間の寒波襲来等による水道管の凍結防止について、市広報やホームページを通じて注意喚

起を行っております。 
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消 防 本 部 

 

 

＜常備消防関係＞ 

11月から 12月末までの火災の発生状況及び消防活動については、建物火災が４件発生し焼損棟

数 10棟、死者２名となっております。救急出場は 264件で、急病が 184件、次いで一般負傷が 27

件となっております。また、三次医療機関などへの転院搬送は 22件となっております。救急救命

士の行った医療処置は、血管確保が 10 件、薬剤投与が２件、気管挿管が１件となっております。

救助出場は 15 件で、交通事故が 10 件、労働災害が３件、その他が２件となっております。遭難

捜索活動は２件で１名死亡、１名生存発見となっております。雪による事故は、屋根からの転落

２件、雪寄せ中の転倒１件でいずれも救急搬送となっております。 

火災予防については、11 月９日に北秋田警察署との合同により危険物積載車両の立ち入り検査

を実施し、危険物の安全輸送に係る指導を行いました。また、大型店などの物品販売店舗 18件を

対象に年末の特別査察を実施し、防火管理体制の強化や防災設備等の維持管理などの指導を行い

ました。 

建物火災の連続発生を受け、12月 10日から 12月末日までの間「建物火災多発警報」を発令し、

報道及び市ホームページへの掲載を行うとともに防火巡回広報を強化するなど、市民への注意喚

起を行いました。 

訓練については、12 月７日に日本海沿岸東北自動車道の大館能代空港インターチェンジ～蟹沢

インターチェンジ間の開通を前に、国土交通省、北秋田警察署及び警察高速機動隊十和田分駐隊

と合同により自動車道内における車両事故を想定した救出、救急搬送訓練を行いました。この訓

練では、事故発生時における関係機関相互の連絡調整や役割分担の確認と交通規制を含む安全対

策などの連携を図ることができました。 

 第 44回消防職員意見発表秋田県大会の予選会を 12月 23日に開催し、５名の消防士が傷病者の

セルフトリアージ、救急ボイストラや防災ラジオの活用など、日ごろの業務で感じていることを

発表しました。選考された職員は、２月 12日に秋田市で開催される県大会へ出場します。 

１月 13日消防本部において、住宅火災で身動きできずにいた高齢者を救出した３名に対し、身

の危険を顧みずに人命救助にあたった勇気ある行動として感謝状を贈呈しました。 

 

＜非常備消防関係＞ 

消防団協力事業所の認定の継続に伴い、11 月 27 日に秋田土建株式会社及び１月 26 日に朝日建

設株式会社に対して消防団協力事業所表示証を交付しました。 
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 北秋田市消防出初式については、コロナウイルス感染防止のため分列行進を中止し、１月４日

に式典のみ規模を縮小して開催しました。会場の文化会館には消防団員約 150 人が参加し、今年

１年の無火災・無災害・無事故を誓いました。 

 文化財防火デーについては、１月 24日に市内４カ所で地域住民と消防団員による防火訓練及び

防災訓練を実施しました。貴重な文化財を火災、震災その他災害から守るための訓練により、地

域住民の文化財愛護に関する安全意識の向上が図られました。 

 

 

教育委員会 

 

 

＜総務課関係＞ 

学校施設の整備については、各学校洗面所への自動水栓等設置工事が完了し、引き続き感染症

予防に努めております。また、小学校エアコン設置工事は年度内完成に向けて順調に進捗してお

ります。 

学校統合事業については、令和３年４月開校予定の清鷹小学校のプール改築工事が完成し、校

舎大規模改造工事の１月末の進捗率は 85％となっております。 

 

＜学校教育課関係＞ 

１月８日、市教育センター所員発表会を開催し、教育実践等について３組の教員の発表後、秋

田公立美術大学副学長 毛内嘉威氏による講演を行いました。国際的な視野を広げるための取組、

ふるさとに愛着と誇りをもつ教育実践、不登校児童生徒への支援の在り方やこれからの道徳教育

の充実に向けた取組について理解を深める研修となりました。 

 １月９日、きたあきたこどもサミットを市民ふれあいプラザで開催し、小・中学校 14校から児

童生徒 18名が参加して、「ここがイチオシ！ふるさとのキラリ☆再発見」のテーマの下、地域の

よさについてワールド・カフェ方式で意見交流を行いました。４月に市内全児童生徒に配布した

「きらり☆きたあきた」を活用するなどして、今まで知らなかった北秋田市のよさを紹介し合う

など、有意義な会となりました。 

来年度の市内の入学予定者数は、１月末現在で小学校 140名、中学校 185名となっております。 

 

＜生涯学習課関係＞ 

12月 12日、浜辺の歌音楽館において、「ウインターイルミネーション」及び米内沢小６年生に

よる「竹あかりを灯そうプロジェクト」の点灯式の後、森吉コミュニティセンターに会場を移し、

「浜辺の歌音楽館少年少女合唱団クリスマスコンサート」を行いました。 
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12月 13日、「生涯学習フェスタ」を市民ふれあいプラザで開催し、自主サークルなどの展示と

活動の成果を収録した映像放映のほか、浜辺の歌音楽館少年少女合唱団による合唱や秋田大学北

秋田分校長 三浦栄一氏の弾き語りなどのステージ発表を行いました。 

１月６日、市民ふれあいプラザで北秋地区生涯学習奨励員協議会との共催により、「冬の笑楽

校 2021」を開催し、本市と上小阿仁村の小学生 31名が楽しみながら学びを深めました。 

１月 24 日、「文化財防火デー」の一環として、金家住宅において本城自治会等の参加により、

初期消火訓練等の火災想定訓練を実施しました。 

 

＜スポーツ振興課関係＞ 

12 月 25 日、市営薬師山スキー場開きが行われ、市やスキー関係者 27 名が出席し、今シーズン

の安全を祈願しました。 

 １月 24日、市営薬師山スキー場で第 13回北秋田市民スキー大会兼第 65回北秋田学童スキー大

会を開催し、クロスカントリー、アルペン、スノーボードの各競技に６歳から 84 歳まで 46 名が

参加し、熱戦が繰り広げられました。 


