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令和４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２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＞ 

職員採用試験については、高校卒程度一般行政及び消防吏員採用試験の実施を６月 24 日付け

で告示しました。第１次試験を 10月 16日に北秋田市交流センターにおいて実施します。 

大学卒程度一般行政及び建築・土木・保健師の採用試験第１次試験合格者を、７月１日付けで

告示しました。７月 16日に建築・土木・保健師の第２次試験及び保育士の採用試験を行い、土木

１名、保健師１名、保育士１名の合格者並びに保健師１名の補欠合格者を７月 22日付けで告示し

ました。また、大学卒程度一般行政の第２次試験を７月 30 日に行い、８月 12 日付けで２名の合

格者を告示しました。 

職員の研修については、７月４日、５日に人事評価者研修会を実施しました。管理職の人事評

価制度への認識を深め評価の平準化を図るため、より実践的な内容とし２日間で 65名の管理職員

が受講しています。また、８月 24日に令和４年度第１回学びの会を開催しました。テーマを「ヤ

ングケアラー問題について」とし、講師を福祉課職員が務め、職員 23人が参加しました。 

新型コロナウイルス感染症対策については、県内新規感染者の急増等を踏まえ、７月 22 日に

県の感染警戒レベルが「１」から「２」へ引き上げられたこと、職員の感染者や濃厚接触者が急

増したこと、お盆を迎え人流が拡大する時期に入ることから、８月１日に「令和４年度第１回北

秋田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を開催し、感染拡大防止対策の徹底等、警戒の

強化を図りました。また、秋田県から新型コロナウイルス感染症関連業務への応援要請を受け、

８月１日から令和５年３月 31日の期間で、北秋田保健所へ保健師を派遣する応援協定を締結しま

した。 

８月３日に発生した大雨災害については、同日「北秋田市災害対策本部」を設置、避難情報を

発令し、警戒に当たりました。また、８月９日からの大雨災害についても、10日に「北秋田市災

害警戒部」を設置、13日未明に「災害対策本部」に改組、避難指示を発令し、避難所の運営など

災害対応に当たりました。被害件数は、住宅被害が床上浸水５件、床下浸水 25件、土砂災害が 90

件、倒木 29件等となりました。 
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＜総合政策課関係＞ 

 ６月２日、令和４年度北秋田地域振興局との意見交換会を開催し、県及び当市の重点推進事項

について意見交換しました。 

６月３日、北秋田市地域公共交通活性化協議会が開催され、令和４年度の事業計画及び予算に

ついて承認されました。 

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、任期

最後となる３年目の委嘱状を交付しました。 

７月 24日、東京交通会館において「東北移住＆つながり相談会」が開催され、当市に興味や

関心のある６組 13名の移住相談を受けました。 

８月 12日、イオンタウン鷹巣において「就職・Ａターン真夏の大相談会」を地元企業７社とハ

ローワーク鷹巣の共催で開催し、帰省や求職中の市民等 11 組 12 名が相談に訪れ、移住支援制度

やＡターン制度などを紹介しました。 

 

 

＜内陸線再生支援室関係＞ 

７月８日、令和４年度秋田内陸地域公共交通連携協議会総会が開催され、前年度の事業報告と

決算、今年度の事業計画と予算が承認されました。 

今年で 11年目を迎える秋田内陸線の夏の風物詩として定着した「田んぼアート」が沿線５か所

で見ごろを迎えています。また、新たに笑内駅向かいの圃場 2,400㎡に開園した「ひまわり迷路」

では、阿仁合小学校の児童や地域の方々などが植えた約３万本のひまわりが咲き誇り、たくさん

の親子連れやカップル等で賑わいました。秋田内陸線では開園を記念し、阿仁合小学校１・２年

生の児童が描いた絵を装飾した「ひまわり列車」の運行や、急行列車の臨時停車を行いました。 

秋田県、仙北市と連携して４月から実施している「ワンデーパス等リピーターチケットプレン

ゼントキャンペーン」が好評となっております。乗り放題のワンデーパス等を購入すると、もう

１枚プレゼントしており、７月末の売上枚数が 2,520 枚、売上金額が 4,590 千円となっておりま

す。 

８月９日からの大雨による秋田内陸線の被害については、８月 24日現在、米内沢駅～前田南駅

間で線路軌道敷の崩落や線路への土砂流入、倒木等、被害箇所が 10か所に及び、鷹巣駅～阿仁合

駅間で列車が不通となったため、バスによる代行輸送を行っております。被害額や復旧時期につ

いては未定ですが、秋田県とともに１日も早い復旧に努めます。 
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財 務 部 

 

 

＜財政課関係＞  

令和４年５月１日から令和４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４年５月１日～令和４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 

災害用自動ラップ式トイレ Ｒ４.７.７ 9,845 (株)成文社 

総務部 １件  9,845  

地籍調査測量業務委託（鷹巣第３） Ｒ４.５.26 10,010 技苑コンサル(株) 

旧国民健康保険直営診療所解体工事 Ｒ４.５.26 5,225 (有)米広組 

令和４年度標準宅地鑑定評価業務 Ｒ４.６.16 6,325 
ジェイ．ビイ．ブライアン

(株) 

財務部 ３件  21,560  

北秋田市一般廃棄物最終処分場浸出

水処理施設濾過器交換工事 
Ｒ４.５.26 7,656 山岡工業(株) 

市民生活部 １件  7,656  

阿仁高齢者相互援助ホーム解体工事 Ｒ４.５.12 40,150 秋田土建(株) 

阿仁養護老人ホームもろび苑 ナー

スコール更新工事 
Ｒ４.５.31 10,624 日興通信(株) 秋田支店 

健康福祉部 ２件  50,774  

森林経営意向調査業務委託 Ｒ４.６.９ 5,665 
(株)ナカノアイシステム 

秋田支店 

経営管理権集積計画作成業務委託 Ｒ４.６.９ 6,985 
(株)ナカノアイシステム 

秋田支店 

林業専用道（規格相当）測量設計業

務委託 関ノ沢線 
Ｒ４.６.27 6,600 (有)ダイワ技術 
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森吉山阿仁スキー場支えい索切詰工

事 
Ｒ４.６.９ 5,786 

ＪＦＥプラントエンジ(株)

営業本部 

ゴンドラ主原動機ＯＨ整備工事 Ｒ４.６.９ 15,290 
ＪＦＥプラントエンジ(株)

営業本部 

森吉山登山道維持管理業務委託 Ｒ４.６.15 6,600 
特定非営利活動法人 森吉

山 

森吉山阿仁スキー場駐車場舗装工事 Ｒ４.７.22 80,850 秋田土建(株) 

産業部 ７件  127,776  

ロータリ除雪車 2.2ｍ幅（鷹巣） Ｒ４.５.24 52,250 暁商工(株) 

ロータリ除雪車 1.5ｍ幅 Ｒ４.５.24 27,940 暁商工(株) 

除雪ドーザ 11ｔ級 Ｒ４.５.24 35,735 (有)丸栄建設 

ロータリ除雪車 2.2ｍ幅（阿仁） Ｒ４.５.24 52,250 暁商工(株) 

除雪ドーザ 14ｔ級 Ｒ４.５.24 38,019 (有)丸栄建設 

畑町団地Ｄ棟建設工事 Ｒ４.５.12 44,385 (有)堀内工務店 

道路改良工事（その他市道 寄延沢

線） 
Ｒ４.５.26 64,240 (株)藤島組 

４ｔダンプトラック Ｒ４.５.26 9,427 幸和機械(株) 鷹巣営業所 

北秋田市道路橋定期点検業務委託 Ｒ４.５.13 19,866 
市町村橋梁等長寿命化連絡

協議会 

排水維持工事（その他市道 新田目

下街線） 
Ｒ４.６.９ 5,049 (株)おがさわら 

舗装補修工事（２級市道 糠沢停車

場線） 
Ｒ４.６.９ 16,863 (有)丸栄建設 

北秋田市道路橋（ＪＲ跨線橋）定期

点検業務委託 
Ｒ４.５.25 9,015 

市町村橋梁等長寿命化連絡

協議会 

橋梁補修詳細設計業務委託（糠沢

橋） 
Ｒ４.６.27 9,900 

東日設計コンサルタント

(株) 秋田支店 

道路改良工事（２級市道 堺田線） Ｒ４.６.27 14,520 池田建設(株) 
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道路改良工事（その他市道 平里巻

渕線） 
Ｒ４.６.27 23,100 池田建設(株) 

橋梁補修工事(三石橋） Ｒ４.７.７ 30,470 (株)藤島組 

橋梁補修工事（外ノ倉橋） Ｒ４.７.７ 19,800 (株)藤島組 

橋梁補修詳細設計業務委託（湯ノ沢

橋） 
Ｒ４.７.７ 5,500 

ジオテックコンサルタンツ

(株) 

排水維持工事（その他市道 大町～

伊勢町線） 
Ｒ４.７.22 6,897 (有)千葉建設 

面整備工事（鷹巣処理区その１） Ｒ４.５.12 80,520 (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） 
Ｒ４.５.12 9,933 山岡工業(株) 

動力制御盤・計装盤・現場盤 PLCほ

か機器更新工事 
Ｒ４.５.12 7,788 

三光テクノ(株) 大館営業

所 

面整備工事（鷹巣処理区その２） Ｒ４.５.26 87,340 (株)津谷組 

米内沢浄化センター 濃縮汚泥ポン

プ修繕 
Ｒ４.５.26 7,480 

大館桂工業(株) 北秋田営

業所 

舗装復旧工事（米内沢処理区その

１） 
Ｒ４.６.９ 11,737 (株)佐藤庫組 

面整備工事（鷹巣処理区その３） Ｒ４.６.９ 60,280 ほくよう建設(株) 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その１） Ｒ４.６.９ 7,700 朝日建設(株) 

南鷹巣団地「52棟」1棟 4戸解体工

事 
Ｒ４.７.22 12,507 朝日建設(株) 

建設部 28件  770,511  

北秋田市消防署統合分署新築工事 

工事監理業務委託 
Ｒ４.５.24 12,540 村岡建築事務所 

北秋田市消防署統合分署新築工事 

設計監理業務 
Ｒ４.５.24 9,900 (有)奈良田建築設計事務所 

北秋田市消防署統合分署新築工事

（建築工事） 
Ｒ４.５.24 400,400 (株)佐藤庫組 

北秋田市消防署統合分署新築工事

（機械設備工事） 
Ｒ４.５.24 51,480 (有)工藤設備工業所 
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北秋田市消防署統合分署新築工事

（電気設備工事） 
Ｒ４.５.24 84,650 斎藤電機工業(株) 

小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自

動車（第 5分団松沢） 
Ｒ４.５.26 6,820 (株)能代消防センター 

防火水槽新設工事（太田） Ｒ４.６.27 7,002 (有)千葉建設 

防火水槽新設工事（舟場） Ｒ４.６.27 6,930 (有)中嶋施設工業 

消防本部 ８件  579,722  

米内沢小学校体育館外壁張替工事 Ｒ４.６.27 7,907 織山建築 

森吉中学校体育館屋根塗装工事 Ｒ４.６.27 18,150 秋田土建(株) 

教育用コンピュータシステム賃貸借

（大阿仁小学校） 
Ｒ４.７.22 6,389 

東光コンピュータ・サービ

ス(株) 北秋田営業所 

教育用コンピュータシステム賃貸借

（阿仁中学校） 
Ｒ４.７.22 6,389 

東光コンピュータ・サービ

ス(株) 北秋田営業所 

阿仁地区スクールバス（４ＷＤ29 人

乗） 
Ｒ４.６.９ 9,471 (資)平塚自動車商会 

合川地区スクールバス（４ＷＤ29 人

乗） 
Ｒ４.６.９ 9,471 (資)平塚自動車商会 

綴子公民館ホールエアコン設置工事 Ｒ４.５.12 6,380 (株)芳賀工務店 

北秋田市文化会館 舞台諸幕交換工

事 
Ｒ４.５.９ 7,257 

(株)サンケン・エンジニア

リング 仙台営業所 

教育委員会 ８件  71,414  

合計 58件  1,639,258  
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＜税務課関係＞ 

 令和４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。 

また、収納対策として夜間・休日の納税相談窓口を６月に３回開設しております。 

 

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  

４年度 2,096 人 
給与 9,556 人 

13,758 人  
年金 2,106 人  

３年度 2,406 人 
給与 9,666 人 

14,179 人 
年金 2,107 人 

前年比 △310人 
給与 △110人 

△421 人 
年金 △1人 

区  分 普通徴収 特別徴収 計 

税 

額  

４年度 141,265,300 円 839,371,000 円 980,636,300 円 

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

前年比 △13,060,700 円  6,786,000 円 △6,274,700 円 

 

２．国民健康保険税の当初賦課状況  

○世帯数   4,556世帯（前年比△154世帯） 

○被保険者数 6,483人 （前年比△349人）  

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

一

般

分  

４年度 376,851,500 円 85,478,600 円 462,330,100 円 

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

前年比 △62,463,300 円 △11,950,200 円 △74,413,500 円 

 

 

市民生活部 

 

 

＜生活課関係＞ 

 古着・古布の無料回収事業については、６月 12日、19日の両日に本庁舎と森吉総合窓口センタ

ー２か所で実施し、295名の皆さまからご協力をいただきました。 

一般廃棄物処理基本計画については、今年度が計画の最終年度であることから、見直しを含め

た策定を行うため、７月 13 日に廃棄物減量等推進審議会を開催しました。また、会議に先立ち、

審議会委員９名に対し委嘱状の交付を行いました。 

 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
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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。 

 山岳遭難防止啓発キャンペーンについては、７月 23日に森吉山阿仁スキー場において、北秋田

警察署と合同での実施予定でしたが、コロナウイルス感染の拡大傾向により中止となりました。 

 

 

＜市民課関係＞ 

 令和４年７月末現在の住民登録者数は 29,683人（内外国人 166人）で、その内訳は、男 13,959

人（同 26 人）、女 15,724 人（同 140 人）、世帯数は 13,765 世帯（内外国人を含む世帯 156 世帯）

となっております。前年同期に比べ、住民登録者数が 725 人の減少、世帯数が 130 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 11,624枚となっております。交付枚

数の人口に占める割合は、39.2％となっております。 

 国民健康保険については、令和４年７月末現在の被保険者数は 6,309 人、加入世帯数は 4,448

世帯で、前年同期に比べ、被保険者数が 363 人の減少、加入世帯数が 164 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４年７月末現在の被保険者数は 7,646人で、前年同期に比べ、

30人の増加となっております。 

 

 

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が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子

育て世帯に対し、児童１人当たり５万円を支援する「子育て世帯生活支援特別給付金」の交付を

８月１日現在で、低所得のひとり親世帯 197世帯、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯 72世

帯に給付しました。 

 ８月８日、子育てサポートハウスの上棟式と餅まきが行われ、市内の園児や地域住民が日本建

築における伝統行事を体験し、完成までの安全を祈願しました。 

 ８月 22 日、学校法人聖園学園 聖園学園短期大学と子育て支援に関する連携協定を締結しまし

た。今後は市内子育て施設への学生の派遣、短大による講演会の開催及び保育従事者を対象とし

たスキルアップ研修などを行うこととしております。 

８月 23日、北秋田市戦没者追悼式を北秋田市文化会館において開催し、関係者並びに遺族代表

約 110人の参列のもと、戦後 77年を経て改め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、黙とうと献花を捧げました。 
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＜高齢福祉課関係＞ 

７月 26 日、生活支援サポーター養成講座を北秋田市民ふれあいプラザにおいて開催し、15 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・要介護認定者数は 2,812 人（前年同月比 22 人減）

で、そのうち総合事業をあわせたサービス受給者が 2,527人（同 60人減）、認定者数に対する受

給率は 89.9％（同 1.4％減）となっております。 

７月 22日、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７年目となる高校生を

対象とした介護職員初任者研修を開講し、受講生３名は 130 時間の研修と修了試験を経て、全員

が資格を取得しました。 

 

＜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

策をとり実施しました。各種集団健診の受診者数は７月末現在で、特定健康診査 1,216 人、後期

高齢者健康診査 892 人、さわやか健康診査 39 人、一般健康診査 25 人となっており、各種がん検

診等は、胃がん検診 1,045 人、大腸がん検診 2,231 人、肺がん等検診 2,251 人、前立腺がん検診

771人、肝炎ウイルス検診 13人、子宮頸がん・婦人科超音波検診 316人、乳がん検診 308人、骨

粗しょう症検診 188人となっております。 

介護予防事業については、６月１日から 16日まで市内４会場において、75歳等の方を対象に 1

回目フレイル健診を実施し、118人の方が受診しました。 

健康増進事業については、６月 30 日に今年度第１回目となる市民ウオークを実施しました。

「縄文小ケ田ウオーク」として縄文館周辺をウオーキングし、51人が参加しております。 

食育推進事業については、小学１年生を対象に 7 月下旬から「食育ジュニア」を予定しており

ましたが、10 歳未満の新型コロナウイルス感染症の拡大により中止しました。参加予定者 63 人

には資料等を配布し、幼少期からのよりよい食習慣の定着を図っております。 

新型コロナワクチン予防接種事業については、４回目ワクチン接種は 60 歳以上と 60 歳未満の

基礎疾患を有する方、医療・施設従事者を対象に開始しました。８月 23日現在の接種状況は、60

歳未満は 1,074 人、60 歳以上は 4,876 人で、60 歳以上の接種率は 33.4％となっております。ま

た、小児５～11歳の２回目接種まで終了した方は 826人で接種率は 71.5％となっております。 

 

 

産 業 部 

 

 

＜農林課関係＞ 

令和４年産米等の作付け計画等調査の結果、前年実績と比較して主食用米が 127ha減少の

2,382ha、転作作物は飼料用米、大豆、麦が増加し、加工用米が減少しております。 

水稲については、平年と比較して草丈は長く、茎数は少なく、葉数は平年並、葉色はやや濃く

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

除の徹底を呼び掛けました。 
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青果物等については、昨年と比較して全体的に出荷量はやや少ないものの、全般的に昨年より

高値で取引されております。 

有害鳥獣対策については、７月 27日に市役所第２庁舎において、秋田県自然保護課、北秋田

地域振興局森づくり推進課、北秋田警察署、北秋田市猟友会と共同で、ツキノワグマ市街地出没

対応訓練を実施し、関係機関の連携や対応について確認しました。 

ツキノワグマの状況については、８月 16日現在で、目撃情報が 82件、捕獲申請件数が 26

件、捕獲頭数が 19頭で全てにおいて昨年より多くなっていることから、捕獲活動を継続し、人

身被害及び農作物被害の防止に努めております。 

６月 29日及び７月６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むことを目的に、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、森林の散策では慶祝森林自然公園において「森の案内人」を講師に森の働きなどにつ

いて学習しました。 

８月３日と８月９日からの大雨による被害状況については、８月 24日現在、農地の冠水面積

が 644ha、水稲を主とした農作物被害額が 184,147千円となっております。また、農地、農業用

施設被害が 308件、被害額 2,142,690千円、林道被害が 38路線、46か所、被害額 65,130千円

となっており、関係機関と連携を図り迅速な復旧を目指してまいります。 

 

＜商工観光課関係＞ 

特産品開発については、７月 13日に市の提案公募型特産品活性化推進事業のプレゼン審査会が

開催され、２件が採択となり、新たな商品販売に向け取り組んでおります。 

企業誘致については、７月 20日に「北秋田市首都圏企業懇談会」をルポール麹町で開催し、市

内誘致企業の本社及び親会社並びに当市と関係のある企業の方々に出席いただき、世界文化遺産

の伊勢堂岱遺跡や企業版ふるさと納税についてのＰＲと情報交換を行いました。また、７月 21日

にはホテル椿山荘東京において、秋田県企業誘致推進協議会が主催する「あきたリッチセミナー 

in TOKYO 2022」が開催され、秋田県の魅力と立地環境を知っていただく目的で、首都圏企業の

方々と協議会会員が一堂に会し、誘致活動と観光ＰＲを行っております。 

湯の岱温泉については、民間事業者の創意工夫を最大限発揮し、施設再編と地域活性化を図る

ため、７月 15 日から８月 26 日までの期間で譲渡事業者を公募しておりましたが、応募がなかっ

たことから引き続き市直営で管理運営を行うこととしております。 

観光振興については、新型コロナウイルス感染症による行動制限により中止されてきた各イベ

ントが、基本的な感染対策を徹底し開催されました。６月 25 日には、第 38 回ふるさと踊りと餅

っこまつりが規模を縮小し大太鼓の館で開催されております。また、７月９日には第 30回米代川

花火大会が開催されており、県内でも早い時期に行われる花火大会として親しまれ、夜空にきら

めく光の宴に多数の観覧者が酔いしれました。８月 14日には、第 50回合川まとび、第 41回合川

ふるさとまつりが開催され、50回目の節目を記念した花火が打ち上げられるなど、多くの市民と

帰省客が訪れ賑わいをみせました。８月 11日から大館能代空港３便化応援事業として市内の観光

文化施設を無料開放し、夏休み期間中の帰省客など県内外の観光客と市民に当市の自然や文化・

歴史を親しんでいただいております。８月 28日には、世界文化遺産に登録された伊勢堂岱遺跡を
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より多くの市民に親しんでもらうため、伊勢堂岱遺跡ガイドと巡る「スペシャル縄文デー」を開

催し、遺跡ガイドによる定時案内とキッチンカーによる食事の提供を行っております。 

 

＜新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室関係＞ 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として３つの事業を実施しております。 

「北秋田市中小企業等事業継続支援事業」については、７月末現在で 302件の申請がありま

す。 

「北秋田市観光交通事業者等事業継続支援事業」並びに「北秋田市トラック運送燃料高騰緊急

支援金交付事業」ついては、対象事業者に対し事業案内と申請書を発送しております。 

 

 

建 設 部 

 

 

＜都市計画課関係＞ 

 住宅リフォーム支援事業「北秋田市新住まいる応援事業」については、７月 31日現在で 175

件の申し込みをいただいており、昨年度実績の 143件を上回る状況です。 

委託については、（仮称）畑町団地建設工事実施設計業務委託を発注しております。 

工事については、南鷹巣団地「52棟」１棟４戸解体工事、南鷹巣団地「53棟」25～28号棟屋

根・外壁改修工事、上新町団地（平成元年度築２棟）屋根・外壁改修工事を発注しております。 

８月３日と９日からの大雨による被害については、米代川河川緑地の冠水により、野球場、ソ

フトボール場に被害が生じました。また、住宅の法面の崩落等も確認されており、応急的な対応

を進めております。 

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１件、舗装復旧工事１件と、米内

沢処理区で舗装復旧工事１件を発注しております。 

 また、米内沢浄化センター耐震化・改築事業の建設工事委託について、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、合川地区不明水調査業務委託１件が完了しております。 

 

 

＜建設課関係＞ 

８月３日と８月９日からの大雨により、河川の護岸決壊や道路の崩落、一時的な冠水等による

通行止めが発生しました。８月 24 日現在で被災件数は、河川は９河川 17 か所（うち補助災：３

河川４か所）被害額は 83,600千円、また道路は 71路線 119か所（うち補助災：10路線 15か所）

被害額は 650,260千円となっております。道路冠水は 27路線で 38回あり、道路通行規制は 30路

線で実施し、現在は、８路線が通行止めで４路線が片側交互通行を継続している状況です。また、

７月の降雨により通行止めとしているブナ森線、大印ノロ川線の一部については、通行止めを継

続しております。 
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なお、国の災害復旧制度を活用する箇所については、災害査定の準備を進めるとともに、関係

機関との連携を図り公共土木施設の迅速な復旧を目指します。この他、倒木や道路、側溝への土

砂流入については直営班により迅速な処理を行なっております。 

また、令和４年５月１日から令和４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 

令和４年５月１日～令和４年７月 31日 

工事名または業務名等 

４ｔダンプトラック  

                   道路維持事業  １件 

ロータリ除雪車 2.2ｍ幅（鷹巣） ロータリ除雪車 1.5ｍ幅（森吉） 

除雪ドーザ 11ｔ級  

                    除雪事業    ３件 

排水維持工事（その他市道 新田目下街線） 
排水維持工事 

（その他市道 大町～伊勢町線） 

道路等維持事業 ２件      

道路改良工事（その他市道 寄延沢線） 道路改良工事（２級市道 堺田線） 

道路改良工事（その他市道 平里巻渕線）           用地測量業務委託（２級市道 幸屋線） 

境界復元測量業務委託 

（その他市道 石坂上野線） 
 

道路新設改良事業 ５件      

舗装補修工事（２級市道 糠沢停車場線） ロータリ除雪車 2.2ｍ幅（阿仁） 

除雪ドーザ 14ｔ級  

防災・安全交付金事業 ３件      

橋梁補修工事（三石橋） 橋梁補修工事（外ノ倉橋） 

積算資料作成業務委託（外ノ倉橋） 北秋田市道路橋定期点検業務委託 

北秋田市道路覆工構造物定期点検業務委託 橋梁補修詳細設計業務委託（糠沢橋） 

積算資料作成業務委託（日景橋） 積算資料作成業務委託（小様橋） 

北秋田市道路橋（JR跨線橋） 

定期点検業務委託 
橋梁補修詳細設計業務委託（湯ノ沢橋） 

仮設構造物詳細設計業務委託（平田橋） 
地質調査業務委託 

（1級市道 元町～柳生～みたこ線ほか） 

道路メンテナンス事業 12件 
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工事等完成一覧表 

令和４年５月１日～令和４年７月 31日 

工事名または業務名等 

排水維持工事（その他市道 石の巻線） 排水維持工事（その他市道 上新町線） 

排水維持工事（１級市道 七日市～松沢線） 排水維持工事（１級市道 西根田線ほか） 

舗装維持工事（その他市道 田ノ沢幹線） 
舗装維持工事 

（その他市道 南鷹巣団地１号線） 

舗装維持工事（その他市道 前田駅前８号線） 舗装維持工事（１級市道 銀山水無線） 

交通安全施設工事（その他市道 小阿仁線）  

道路等維持事業 ９件        

 

境界復元測量業務委託 

（その他市道 石坂上野線） 
 

                       道路新設改良事業 １件     

奥羽本線前山・鷹ノ巣間前山こ線橋 

補修設計業務委託 
積算資料作成業務委託（三石橋） 

積算資料作成業務委託（外ノ倉橋）  

     道路メンテナンス事業 ３件      

 

 

 

水 道 局 

 

 

＜水道課関係＞ 

建設改良事業については、摩当地区給・配水管布設工事、打当簡易水道施設減圧弁更新工事、

神成配水池内配管類更新工事、阿仁地区水道施設監視システム整備工事実施設計業務委託、阿仁

地区水道施設監視システム整備工事を発注しています。 

８月３日の大雨による米代川の増水で緑ヶ丘水源地の井戸が冠水し、緑ヶ丘 53世帯、蟹沢 29

世帯が断水となり、防災ラジオで緊急放送のうえ直ちに両地区に給水所を設置するとともに施設

の復旧に努め、翌朝には通水を完了しました。 

８月９日から続いた大雨では、12日に市道岩脇～大野岱線の崩落により水道管が破損し、吉

野学園ほか７世帯が断水、また、米代川や市内河川の増水による水道施設の冠水により緑ヶ丘

53世帯、蟹沢 29世帯、坊沢 271世帯が断水となったため、それぞれの地区に給水所を設置する

とともに、高齢で給水所に来ることが難しいとの連絡があったご自宅へは水をお届けしました。

断水は吉野地区と坊沢地区は発生の翌朝に、緑ヶ丘・蟹沢地区は２日後の早朝に復旧しました。 
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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２件、林野火災

が１件、その他火災が１件発生し、焼損棟数は住家１棟が全焼、非住家１棟がぼやとなっており

ます。林野火災は隣接する能代市二ツ井町からの延焼によるものです。救急出場は 409 件で、急

病が最も多く 296件、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

は血管確保が 21件、薬剤投与が７件、気管挿管が５件となっております。ドクターヘリ要請は９

件で、うち６件に出場があり、熊による人身事故では覚知要請し、三次医療機関へ搬送しており

ます。救助出場は７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、防火対象物に対する定期査察の実施や、６月５日から 11日までの危険物

安全週間中に給油取扱所の立入検査を行い、防火安全対策の指導に努めております。 

無線連動型住宅用火災警報器の設置補助事業については、７月末までに 12件の申請があり、設

置基準に適合した申請者に対し順次補助金の交付を行っております。 

第 50 回消防救助技術秋田県大会については、水上の部は６月 30 日に県立プール、陸上の部は

７月６日に県消防学校で開催され、基本泳法と溺者搬送及び引揚救助の種目で東北地区支部指導

会（水上の部は７月 20日に宮城県利府町、陸上の部は７月 27日に新潟市）へ進出しました。 

 女子高校生を対象とした職場説明会と職場体験会を開催したところ、参加者が数名あり、女性

消防吏員の応募に繋がることを期待しております。 

 

 

＜非常備消防関係＞ 

北秋田市水防訓練については、６月５日に米代川右岸鷹巣橋下流河川敷において行われ、消防

団員等が水防技術の向上と有事に備えた対応を確認しました。 

北秋田市消防訓練大会については、６月 19日に市民健康広場において開催され、消防団員が

日ごろの訓練の成果を披露しました。 

    消防団活動への協力を通じて地域への社会貢献を果たしているとして、６月 28 日に株式会社

藤島組（阿仁前田）、８月１日に株式会社佐藤庫組（木戸石）に対し、消防団協力事業所表示証

を交付しております。 

秋田県消防協会大館北秋田支部消防訓練大会については、７月 24日に市民健康広場で開催さ

れ、北秋田市、大館市、上小阿仁村の各地区から消防団員 109人が参加し、日ごろの訓練の成果

を競い合いました。 
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教育委員会 

 

 

＜総務課関係＞ 

 教育現場の現況を把握するため、７月６日から 14日にかけて、教育委員による市内６校の学校

訪問を行い、学校経営説明や授業視察を通じて各学校の特色ある取組などについて理解を深めま

した。 

教育留学事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、一昨年来、受入れを休止

しておりましたが、県教育委員会と協議の上、あきたリフレッシュ学園生と共に活動する生活改

善型教育留学の募集を再開し、９月からの受入れに向け準備を進めています。 

 

 

＜学校教育課関係＞ 

７月 27 日、前田公民館を会場に、米内沢小学校と前田小学校の統合について説明会を開催し、

保護者や地域の方々の意見を伺うことができました。今後は、米内沢小学校区の皆様との協議を

進めてまいります。 

８月１日から５日にかけて、３年ぶりに、市教育委員会主催の北秋田市中学生職場体験学習を

実施することができました。市内 67事業所と各家庭の御協力をいただきながら、約 200名の中学

生が参加することができました。 

８月 20 日、市内全小・中学校から代表児童生徒 17 名が参加し「きたあきたこどもサミット」

を開催しました。「地域のためにできること」のテーマの下、各校の実践例や実践を元にした意見

や新たなアイデア、学級会や学年集会等で話し合った内容を紹介し合い、新たな実践につなげて

いくことを確認し合いました。 

 

 

＜生涯学習課関係＞ 

７月 24日、秋田県と共催の世界遺産魅力発見イベントを伊勢堂岱遺跡で実施しました。このイ

ベントは熱気球に搭乗し環状列石を上空から観察していだだくもので、事前応募者の中から 37名

が体験しました。 

７月 27 日～29 日、伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガイドの年次総会及び研修会を開催し

ました。今年度は小学４年生から高校３年生までの児童生徒 51名が登録し、新規登録者を中心に

伊勢堂岱遺跡のガイドについて勉強しました。 

７月 30日、世界遺産「白神山地と縄文遺跡群」共同フェアを、県と共同で秋田市拠点センター

アルヴェにて開催し、伊勢堂岱遺跡及び市の観光情報を発信しました。 

８月 15日、北秋田市二十歳の集いを文化会館で開催し、154名が参加しました。令和４年４月

から成年年齢が引き下げられたことに伴い「成人式」を「二十歳の集い」と名称を改めています。 

８月 21 日、第 16 回北秋田市民俗芸能大会を文化会館で開催し、市内の３団体と上若郷土芸能

保存会（藤里町）が、地域に伝わる伝統芸能を演じました。 

 ８月 28日、３年ぶりに第 11回ファルコン民謡祭を文化会館で開催しました。 
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＜スポーツ振興課＞ 

 ７月１日から８月 31日の期間、合川プールをオープンしました。期間中は合川小、合川中、合

川保育園の水泳授業を始め、市民の方々にも開放しています。 

 ８月５日、森吉総合スポーツセンターを会場とし、スポーツ推進委員会主催による小学生を対

象とした、第６回北秋田市なわとび大会を開催しました。夏休み期間ではありましたが、１年生

から６年生まで 28名の参加があり、跳躍時間の長さを競い合いました。 

 ９月 25日に３年ぶりの開催となる 2022北緯 40°秋田内陸リゾートカップ（第 30回記念大会）

100 キロチャレンジマラソン参加者数が確定し、100 キロの部に 758 人、50 キロの部に 270 人、

合計 1,028人が国内屈指のレースに挑みます。 

 


