平成 31 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、12 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（追加募集）を、１月６日に大学卒業程度一般行政及び土木技師の採
用試験を実施しました。一般行政に 24 名、土木技師に７名が受験し、一般行政５名、土木技師２
名の合格者を１月 15 日付けで告示しております。
12 月３日から災害時における防災情報等を迅速、確実に伝達することを目的に貸与申し込みの
あった市民、事業所等へ防災ラジオの配布を開始しております。
１月 18 日、国土交通省能代河川国道事務所と北秋田市が合同で行う、米代川大規模氾濫時の住
民避難を想定したタイムライン（行動計画）に関するワークショップの事前説明会を開催しまし
た。また、災害体制における庶務班、救助班、文教班が参加し、２月８日にはタイムラインの深
度化を図る目的でワークショップを実施しました。
１月 29 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３件認定しまし
た。

＜総合政策課関係＞
12 月 26 日、平成 30 年度「市長と語ろう！タウンミーティング（第２回）」を開催しました。
若者の意見を今後のまちづくりに反映させるため、「高校生と語る北秋田市」をテーマとして、
トラ男プロデューサーの武田昌大さんをナビゲーターに、市内で生まれ育った高校２年生 10 名と
車座になり、市に対して考えていることや感じていることを本音で語り合い、一般傍聴者からも
意見を述べてもらうなど、来場者参加型の活発なディスカッションが行われました。
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12 月 30 日、秋田拠点センターアルヴェにおいて、秋田県等主催で開催された「Ａターンフェア
in 秋田」に企業 51 社、県内６市町村等とともに出展し、秋田県への就職と移住を検討している帰
省客や学生など約 400 名来場のもと、本市の制度や北秋田暮らしの情報を提供しました。
１月６日、市民ふれあいプラザコムコムにおいて、「第４回北秋田移住定住ネットワークスム
スム全体会議」を開催しました。同会代表で地域おこし協力隊の米倉移住コーディネーターが、
阿仁合地区の空き家状況について報告し、出席した移住サポーターの方々から活発な意見が出さ
れたほか、今後の活動や交流事業について話し合われました。
１月９日、「エフエム秋田

水曜ミックス

キャッチ・ザ・タウン」に、地域おこし協力隊の

米倉移住コーディネーターがラジオ出演し、自身の活動を紹介したほか、森吉山阿仁スキー場や
樹氷鑑賞に関する情報と国際樹氷サミットについて紹介しました。
１月 11 日、平成 30 年度職員提案で最終選考にノミネートされた提案について審査を行い、市
長賞１提案、優秀賞３提案が選出され、１月 25 日に表彰式を行いました。選ばれた提案は実施に
向けて今後推進していくこととしております。
１月 14 日、15 日の両日、市のふるさと大使“豪風旭関”の大相撲初場所応援ツアーが行われま
した。市長を団長に一行 16 名参加のもと、両国国技館では２日目の取り組みを応援したほか、夕
食会に豪風関を招き、ツアーに参加した市民等と懇談し交流が図られました。
１月 25 日、たかのす銀座通り商店街の Fire - fly において、今年度５回目となる出会い創出
イベント「FIRE - FLYDAY」を開催しました。市内及び近隣市町村から男女それぞれ９名が参加し、
カクテル作り講座を通じて交流を深め合いました。
２月３日、東京国際フォーラムにおいて、総務省主催「地域の魅力発信＆移住交流フェア」が
開催されました。全国から 77 の自治体が参加し、本市ブースには８組 11 名が訪れ、移住に関す
る相談に対応したほか、本市の概況について情報提供を行いました。

＜内陸線再生支援室関係＞
秋田内陸線の乗車促進については、12 月８日から９日と１月 19 日から 20 日にＪＲ東日本秋田
駅東西連絡通路（ぽぽろーど）を会場に秋田内陸線沿線の地場産品販売及び沿線の魅力紹介とＰ
Ｒ等を行う「秋田内陸線市場」が開催されました。秋田内陸縦貫鉄道株式会社の乗車促進として
は、展望車両をクリスマス仕様に装飾した「クリスマス列車」や日本酒と特製おつまみを味わい
ながら車窓の雪景色が楽しめる「雪見利き酒列車」、沿線農家のお母さんたちの手作りの旬の料
理が味わえる「ごっつお玉手箱列車」等の企画列車の運行や保護者が同行して小中学生が乗車す
る場合に児童生徒が無料となる「冬のおでかけスマイルパス」を発行し、冬期の増客に努めてお
ります。
秋田内陸線の利用と地域活性化については、今年で７回目となる「北秋田のおひなまつり」が
２月 17 日から３月３日までの期間で阿仁ふるさと文化センターを会場に開催されております。沿
線の皆様からご出展いただいた雛人形や高さ 2.5ｍの巨大なつるし雛をはじめ御殿まり、押し絵な
2

ど 400 点以上が展示され、初日には「あきた舞妓」が特別出演し、舞踊を披露した後、会場の皆
様との写真撮影会が行われました。開催期間中は、内陸線の列車内を子どもたちが描いた絵やつ
るし雛で装飾した「おひな様列車」が運行されており、多くの家族連れで賑わっております。

財 務 部

＜財政課関係＞
平成 30 年 11 月１日から平成 31 年１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）
工事名または業務名等

平成 30 年 11 月１日～平成 31 年１月 31 日
契約年月日

契約額
（千円）

請負業者名

阿仁合財産区有林間伐事業

Ｈ30.11.１

6,685 大館北秋田森林組合

宮前町庁舎耐震補強及び改修工事設
計業務委託

Ｈ30.11.１

6,577 (有)奈良田建築設計事務所

財務部 ２件
北秋田市し尿処理施設長期包括的運
転管理業務委託に係る発注支援業務

13,262
Ｈ31.１.10

市民生活部 １件

7,236

(株)建設技術研究所
事務所

秋田

7,236

ケアタウンたかのす 床材張替工事

Ｈ30.11.２

北秋田市地域包括支援センター運営
業務委託（北部）

Ｈ30.12.10

79,365

社会福祉法人
会福祉協議会

北秋田市社

北秋田市地域包括支援センター運営
業務委託（南部）

Ｈ30.12.10

50,205

社会福祉法人
会福祉協議会

北秋田市社

北秋田市地域包括支援センター運営
業務委託（中部）

Ｈ30.12.10

65,385

社会福祉法人
協会

秋田県民生

北秋田市立阿仁診療所改築工事

Ｈ30.12.21

北秋田市立阿仁診療所改築工事監理
業務委託

Ｈ30.12.21
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8,507 (有)碇谷建築

298,932 秋田土建(株)
5,238

永井トシノリ一級建築設計
事務所

健康福祉部 ６件

507,632

北秋田市林業研修センター解体工事

Ｈ30.11.１

24,408 秋田土建(株)

農業災害復旧工事（２工区）

Ｈ30.11.１

17,226 (株)上杉組

農地災害復旧工事（中小又沢地区）

Ｈ30.11.１

16,740 (有)松尾土木

農業用施設災害復旧工事（柏木岱家
ノ前地区）

Ｈ30.11.１

5,724 (有)庄栄組

市有林間伐事業（根仮戸）

Ｈ30.11.15

21,578 山一林業(株)

農業災害復旧工事（４工区）

Ｈ31.１.10

6,534 秋林工業(株)

農地災害復旧工事（下野下ノ岱地区） Ｈ31.１.10

5,940 秋林工業(株)

産業部 ７件

98,150

トンネル補修工事（根子トンネル）

Ｈ30.11.１

合川浄化センター 自動スクリーン
（脱水機構造部）修繕

Ｈ30.11.１

南鷹巣団地Ｎ棟（３棟 12 戸）解体工
事

Ｈ30.11.15

26,676 朝日建設(株)

七日市地区配水管移設工事（第１工
区）

Ｈ30.11.15

11,880 朝日建設(株)

測量設計業務委託（その他市道 柏
木岱線ほか）

Ｈ30.11.15

7,776 技苑コンサル(株)

河川維持工事（準用河川 田沢川）

Ｈ30.11.15

6,448 (有)千葉建設

道路災害復旧工事（１級市道 向田
喜鵲線）

Ｈ30.11.29

33,048 秋田土建(株)

道路台帳補正業務委託

Ｈ30.11.29

6,912 (株)パスコ 秋田支店

面整備工事（鷹巣処理区その５）

Ｈ30.12.13

9,007 朝日建設(株)

河川維持工事（準用河川 増沢川）

Ｈ31.１.24

5,972 (有)合川水道施設工業所

河川災害復旧工事（準用河川 湯車
川）

Ｈ31.１.24

5,551 (有)千葉建設
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103,680 秋田土建(株)
6,718

大館桂工業(株)
業所

北秋田営

建設部 11 件

223,668

防火水槽新設・撤去工事（本城地区） Ｈ30.11.１

8,856 (有)米広組

防火水槽新設工事（南田中地区）

8,964 秋田機械建設(株)

Ｈ30.11.５

消防本部 ２件

17,820

市民プールパネルヒーター交換工事

Ｈ30.11.１

19,980 (有)中嶋施設工業

栄公民館建設工事（外構工事）

Ｈ30.11.１

11,502 (有)松尾土木

市民プール大断面集成材塗装塗替工
事

Ｈ30.11.１

8,532 (株)佐藤庫組

鷹巣東小学校特別支援教室他改修工
事

Ｈ31.１.10

5,832 (株)米沢建築

教育委員会 ４件

45,846

合計 33 件

913,614

市民生活部

＜生活課関係＞
し尿処理施設建設工事については、多少雪の影響があるものの、１月末現在で進捗率が約 17％
となっております。
クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設については、適正な運転管理が恒常的に
行われており、供用開始２年目に向けて順調に推移しております。
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６
日、合川公民館で開催されました。安全祈願式では、それぞれの連合会が平成 31 年中の活動の安
全を祈願し、また、査閲式では服装及び規律の確認が行われたほか、それぞれの隊長が交通事故
防止及び犯罪防止活動を宣言し隊の意志統一を図りました。
消費生活については、12 月 27 日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
使用する生活商品や暖房器具などの検査対象商品が、全て適正に販売されていることを確認しま
した。
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＜市民課関係＞
平成 31 年１月末現在の住民登録者数は 32,148 人（内外国人 166 人）で、その内訳は、男 15,058
人（同 10 人）、女 17,090 人（同 156 人）、世帯数は 14,088 世帯（内外国人を含む世帯 161 世帯）
となっております。
個人番号カ－ドについては、１月末現在で交付（作成）申請件数が 3,245 件で、申請件数の人
口に占める割合は 10.1％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 2,646 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、１月末現在で 95 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、１月末現在で出生記念
証が 112 件、結婚記念証が 46 件の計 158 件を交付しております。
国民健康保険については、１月末現在の加入世帯数は 4,836 世帯、被保険者数は 7,178 人（内、
一般被保険者数 7,122 人、退職被保険者数 56 人）で、その内、前期高齢者は、4,087 人となって
おります。
後期高齢者医療制度の、１月末現在の被保険者数は 7,870 人で、その内若年障害者認定数は 199
人となっております。

健康福祉部

＜福祉課関係＞
平成 31 年度の保育所等の入所申し込み状況は、1 月末現在で 759 人（公立保育所 263 人、私立
保育所 368 人、認定こども園 128 人）で、平成 30 年度当初の入所児童数と比較し、４人の増とな
っております。

＜高齢福祉課関係＞
福祉の雪事業については、平成 31 年１月末現在の登録世帯は 830 世帯で、昨年度末より 27 世
帯減少しております。内訳は、一人暮らしの高齢者世帯が 656 世帯、高齢者のみの世帯が 142 世
帯、その他の世帯が 32 世帯となっております。
新年度から３圏域となる地域包括支援センターについては、体制が円滑に移行するよう準備を
進めております。
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＜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 21 日と１月 16 日に「すこやか健康講
座」を２回実施しており、延べ 159 人の参加がありました。また、１月末現在の特定保健指導終
了者は動機づけ支援対象者 150 人中 79 人、積極的支援対象者 29 人中 13 人となっております。
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 120 人、乳
幼児育成指導「スキップクラブ」には延べ 66 人が参加しております。
心の健康づくり事業については、75 歳以上の方 418 人を対象に、12 月から 16 自治会を「ホッ
とあい訪問」として家庭訪問を実施しております。また、北秋田市いのち支える自殺対策計画策
定の一環事業として市内小学５年生と中学２年生を対象に「いのちとこころの健康標語」を募集
し 285 作品の応募がありました。今後数点を「2019 年度保存版健康ガイド」に掲載し自殺予防に
ついて啓発してまいります。
食育推進事業については、11 月から 13 会場で地区巡回健康相談・心サロン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 6,791 人、
子どもと妊婦が 3,109 人で、高齢者の肺炎球菌予防接種は 496 人が接種を受けております。
献血推進事業については、12 月末現在で 718 人の方々から協力をいただいております。
北秋田市地域医療連携センター事業については、12 月 13 日に文化会館を会場に、認知症への意
識の向上と理解を深めることを目的として市民公開講座を開催し、市内外から約 500 人の参加が
ありました。１月 19 日には第２回認知症部会ワークショップを開催し、医療介護事業所から 41
人が参加し、困難事例対応への研修等を行っております。

＜診療所関係＞
11 月から１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 1,973 人で
前年同期対比 35 人（1.7％）の減、外科 2,164 人で前年同期対比 69 人（3.1％）の減、歯科 935
人で前年同期対比 143 人（18.1％）の増となっております。次に、合川診療所では 1,906 人で、
前年同期対比 254 人（11.8％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、内科 3,684 人
で前年同期対比 60 人（1.6％）の減、小児科 881 人で前年同期対比 123 人（16.2％）の増、整形
外科 699 人で前年同期対比 106 人
（13.2％）の減、脳血管外科 129 人で前年同期対比 63 人
（32.8％）
の減、心臓血管外科 16 人で前年同期対比 14 人（46.7％）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。
阿仁診療所改築工事については、12 月 25 日から着工し、本年 11 月末の完成に向けて工事を進
めております。
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産業部

＜農林課＞
平成 31 年産米の生産の目安については、昨年 12 月に秋田県が 407,000 トン、面積換算値では
71,030ha と示されました。これを踏まえ、1 月 16 日に北秋田市農業再生協議会臨時総会を開催し
て、北秋田市の生産の目安を 16,116 トン、面積換算値では 2,990ha とし、ＪＡに 15,948 トン、
出荷事業者に 168 トンの生産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ことになります。
市内の鷹巣町農協とあきた北央農協が２月１日付けで合併され、「秋田たかのす農協」が誕生
し、同日に開所式が執り行われました。
林道改良事業については、大森線の路側施設改築工事が完了し、森林整備に関わる車両が通行
しており、今後も通行の安全確保に努めてまいります。
市有林間伐事業（根仮戸）については、約 30ha の間伐が順調に推移し業務が完了しております。
森林病害虫等防除事業の樹幹注入は、中央公園のアカマツを対象に実施しており、今後も事業
の継続により松林の保全に努めてまいります。
局所防災事業の岩脇地区山腹工事及び林業研修センター解体工事は、共に順調に推移しており、
今後も周辺環境に配慮しながら工事を進めてまいります。

＜商工観光課関係＞
まちの賑わいづくり推進事業については、鷹巣地区中心商店街の冬の賑わいの創出として、12
月９日から２月３日までハローキティとコラボレーションした「第 11 回北秋田きらきらフェステ
ィバル」が開催されました。米代児童公園のＳＬ車両や樹木等をイルミネーションで装飾し、商
店街と連携したイベントを行いました。
企業誘致対策については、秋田県企業誘致推進協議会主催による「秋田県・県内市町村と関西
圏企業との懇談会」が１月 23 日に大阪で、翌 24 日には「秋田県・県内市町村と首都圏企業との
懇談会」が東京で開催され、本市の誘致企業をはじめ秋田県内関連企業と情報交換を行いました。
森吉山阿仁スキー場については、12 月８日に冬期間の営業を開始し、１月５日からは樹氷鑑賞
期間が始まりました。今シーズンは降雪が遅く、オープン当初は一部で滑走できないコースもあ
りましたが、年末年始には全面滑走が可能となりました。１月末までの来場者数は、インバウン
ドを含め 15,378 人となっております。また、樹氷観賞期間中は「ぷらっと」において樹氷案内人
による「樹氷教室」を開催しているほか、２月１日からはキャビン付き圧雪車で行くナイトツア
ー「夜の樹氷鑑賞会」が開催されております。
日本三大樹氷ブランド化誘客推進については、山形市蔵王、青森市八甲田との三市連携により
１月 22 日から 27 日にかけて海外旅行業者やマスコミを招いたＦＡＭツアーを実施したほか、１
8

月 26 日には「国際樹氷サミット北秋田」を開催し、「個性・連携・樹氷の未来について」をテー
マにパネルディスカッションを行い、樹氷の素晴らしさを広く伝えるとともに、魅力ある観光地
づくりに向けた意見交換を行いました。
新春恒例の「綴子大太鼓たたき初め」が、１月２日に大太鼓の館で開催されました。綴子上町・
下町それぞれの大太鼓保存会が大音響を轟かせ、今年１年の安全と地域の発展を願いました。
くまくま園の冬眠見学会については、１月 19 日から３月 10 日まで、土日限定で開催しており
ます。参加者はスタッフの解説を聞きながら、ツキノワグマの冬眠の様子を見学できることから
貴重な機会となっております。
第 25 回もちっこ市については、２月９日、10 日に道の駅たかのす駐車場において開催されまし
た。特設テント内に設置された飲食及び物販ブースでは、北あきたバター餅を始め、手作り餅や
お焼き餅、その他の地元特産品が販売され、多数の来場客で賑わいました。

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戸に係る解体工事を、３月の完了に向けて、順調に進
捗しております。

＜建設課関係＞
平成 30 年 11 月１日から平成 31 年１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 11 月１日～平成 31 年１月 31 日
工事名または業務名等
交通安全施設工事（２級市道 神成大岱線）

交通安全施設工事（１級市道 李岱川井線）

道路維持工事（１級市道 脇神～舟場線）
道路等維持事業 ３件
道路改良工事（その他市道 糠沢田町線）
道路改良工事 １件
橋梁撤去工事（道上沢橋）
橋梁維持工事 １件
トンネル補修工事（根子トンネル）
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防災・安全交付金事業 １件
河川維持工事（準用河川 田沢川）

河川維持工事（準用河川 増沢川）
河川維持工事 ２件

道路災害復旧工事（１級市道 向田喜鵲線）
公共土木災害復旧工事 １件
道路災害復旧工事（その他市道 三枚向林線）

河川災害復旧工事（準用河川 湯車川）

道路災害復旧工事（その他市道 雪田下川原線）
災害復旧工事 ３件

工事等完成一覧表
平成 30 年 11 月１日～平成 31 年１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（１級市道 坊沢～大向線）

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）
道路等維持事業 ６件

道路改良工事（その他市道 高村岱４号線）

道路改良工事（その他市道 大沢～李岱線）

道路改良工事（その他市道 糠沢田町線）
道路改良工事 ３件
橋梁維持工事（風青橋ほか）

橋梁撤去工事（志渕内橋）

橋梁撤去工事（道上沢橋）
橋梁維持工事 ３件
道路橋定期点検業務委託
防災・安全交付金事業 １件
河川維持工事（準用河川 大清水川）

河川維持工事（準用河川 大堤川）
河川維持工事 ２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）①
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（２級市道 大印ノロ川線）
②
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

除雪事業については、12 月９日に最初の出動を行っております。また、１月末現在の一斉出動
日数は、鷹巣地区 16 日、合川地区 20 日、森吉地区 19 日、阿仁地区 28 日となっております。
引き続き、冬期間の市民の安全で円滑な道路交通の確保に努めてまいります。
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＜上下水道課関係＞
上水道事業については、森吉地区水道施設解体工事及び増沢地区給水取出し工事（第１工区）
が完成しています。また、小又地区消火栓取替工事を発注しています。
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件が完成し、新たに１件を発注
しております。
業務委託については、地質調査業務委託１件が完成しております。
浄化槽設置整備事業については、鷹巣地区 10 基、合川地区１基、阿仁地区１基が完成しており
ます。
鷹巣地区

合川地区

阿仁地区

合計

５人槽

４基

１基

１基

６基

７人槽

６基

計

10 基

６基
１基

１基

12 基

消防本部

＜常備消防関係＞
平成 30 年 12 月から平成 31 年１月までの火災件数は、住宅火災の全焼２件を含む３件となって
おります。救急出場件数は 270 件で急病が 186 件で最も多く、約７割を占めています。救急救命
士の行った医療処置は血管確保が 10 件、アドレナリン投与、気管挿管が各３件、除細動１件とな
っております。ドクターヘリ要請は、三次医療機関への転院が５件、救急現場からの要請が１件
となっております。救助出場件数は、交通事故が９件でその他が１件となっております。除雪作
業中に救急搬送された３名の原因別では転倒が２名、梯子からの転落が１名となっており、市内
巡回中においても引き続き指導、広報に努めてまいります。
予防活動については、年末に大型店舗など 24 件を対象に特別査察を実施しております。また年
末年始の期間中は、特別警戒巡回を行い火災予防広報に努めております。
平成 30 年 11 月 21 日、国土交通省主催の水質事故対応講習会・オイルフェンス設置訓練が小坂
町で行われ、当本部から６名が参加し、関係機関との連絡体制の確認と実践訓練が行われました。
平成 30 年 11 月 29 日、能代河川国道事務所が主催する冬季雪害対応訓練が警察、道の駅関係者、
市職員など約 40 名が参加して道の駅たかのすで実施されました。冬季の急激な積雪によりスタッ
クが発生し渋滞が長時間になったことを想定し、避難者の安全確保を図ることを目的に実施され
ました。
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平成 30 年 12 月 25 日、第 42 回秋田県消防職員意見発表予選会を開催し、６名の消防士が火災
予防や防災・救急教育などについて日頃の業務で感じたことを発表しました。選考された職員は
２月 15 日に開催された秋田県大会に出場しております。
平成 31 年１月 19 日から 26 日に行われた第 65 回文化財防火デーに伴い、市内４地区において、
文化財への防災意識の高揚と地域との連携を目的に火災想定訓練を実施しました。
署員の長期研修については、１月８日から消防大学校（調布市）上級幹部科へ１名が入校し、
１月９日から予防科へ１名が入校いたしました。また新規救急隊員の資格取得のため秋田県消防
学校へ３名が入校しております。

＜非常備消防関係＞
平成 31 年１月４日、「平成 31 年北秋田市消防出初式」に消防団員約 500 人が参加して分列行
進や式典が行われ、無火災、無災害そして無事故を誓いました。
平成 31 年１月 19 日から 26 日に行われた第 65 回文化財防火デーに伴い、市内４地区において
行われた火災想定訓練では、火災発生時の伝達訓練や放水による防御訓練を行い、地域住民との
初動対応における連携を確認するための訓練を行っております。

教育委員会

＜総務課関係＞
教育留学事業については、「短期チャレンジ留学Ⅱ」を 12 月 25 日から 29 日までの日程で行い
ました。県外から 28 名の小・中学生の参加があり、その内の 17 名の児童生徒は夏季の「短期チ
ャレンジ留学Ⅰ」が楽しかったからとの理由で続けて参加しております。スキーやきりたんぽ作
りなどの体験活動のほかに、市民ふれあいプラザコムコムで国語、社会、算数、外国語などの授
業も体験しております。参加者へのアンケート調査では、全員が秋田県(北秋田市)を「好きにな
った」と回答しており、短期チャレンジ留学にまた参加したいという感想も多く寄せられました。
小・中学校の施設設備については、阿仁合小学校及び鷹巣中学校の防火設備改修工事、鷹巣東
小学校特別支援教室他改修工事などを発注し、整備に努めております。

＜学校教育課関係＞
12 月 16 日、
滋賀県野州市で行われた全国中学生駅伝競走大会に鷹巣中学校女子チームが出場し、
７位入賞と健闘しました。また、１月 11 日から開催された全県中学校スキー大会で合川中学校女
子リレーチームが優勝し、３連覇を果たしました。さらに、東北中学校スキー大会でも２年連続
で準優勝を果たしました。
12

１月 11 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、文
部科学省中央教育審議会委員の生重幸恵氏による講演を行い、所員の授業改善・指導力向上と地
域学校協働の必要性の理解を深める研修となりました。
来年度の市内の入学予定者数は、１月末現在で小学校 154 名、中学校 185 名となっています。

＜生涯学習課関係＞
12 月９日、「第６回大阿仁公民館未来フォーラム」を大阿仁小学校で開催し、マタギ研究者の
田口洋美東北芸術工科大学教授の講演とシンポジウムを行い、マタギ文化継承について意見をか
わしました。その後、2019 年度の日本遺産登録を目指している狩猟文化「阿仁マタギ」について、
「北秋田市日本遺産推進協議会」を設立し、「阿仁マタギ－山の恵は山神様からの授かりもの－」
のタイトルで申請しました。
12 月 13 日、「まなぼう・あそぼう・つたえよう」をテーマに「生涯学習フェスタ」を市民ふれ
あいプラザで開催し、自主サークルや各種団体がステージで日ごろの成果を披露したほか、展示
や体験コーナーを設けて活動を紹介しました。
12 月 15 日、１月 12 日、両日で 107 人の参加のもと「伊勢堂岱縄文館講座Ⅱ・Ⅲ」を開催し、
「増えすぎた人口が環状列石を生んだ」、「遺跡を保存する」をテーマに講演を行い、縄文時代
の豊かさや遺跡の保存の大切さと難しさについて理解を深めました。
浜辺の歌音楽館では、12 月 15 日、成田為三生誕 125 周年・浜辺の歌音楽館開館 30 周年記念「音
楽館ツリーイルミネーション点灯セレモニー」を行い、米内沢地区の各団体から寄贈されたイル
ミネーションを点灯したほか、浜辺の歌音楽館少年少女合唱団の合唱で幻想的なイルミネーショ
ンに花を添えました。12 月 22 日、「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な
い、はまべのうたキッズや一般の団体が出演し、賛美歌やクリスマスソングを披露しました。２
月３日、第 96 回定期演奏会はベルリン交響楽団などで活躍している北秋田市出身の米倉森さんの
クラリネット演奏を行い、県内外 220 人の音楽ファンを魅了しました。
１月９日、学校で学ぶことの少ない分野に触れ、体験できる「冬の笑楽校 2019×大人と子ども
のサポート DAY」を北秋地区生涯学習奨励員協議会との共催で市民ふれあいプラザで開催し、市と
上小阿仁村の小学生 38 人が楽しみながら学びを深めました。
文部科学省中央教育審議会委員の生重幸恵さんを講師に招き、１月 10 日、地域ぐるみの教育や
子育てに関する情報交換と課題解決に向けたワークショップを七日市公民館で、１月 12 日、「次
代を担う子どもたちの育成を他人（ひと）ごとにしない世の中へ」をテーマに交流センターと阿
仁公民館で地域と学校の連携・協働推進研修会を開催しました。
１月 26 日、「文化財防火デー」の一環として、鷹巣神社において地元宮前町自治会等 52 人の
参加により、バケツリレーによる初期消火訓練等火災想定訓練を実施しました。
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＜スポーツ振興課＞
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 30 名が出席し、更新した圧
雪車と今シーズンの安全を祈願しました。
１月 27 日、市営薬師山スキー場で第 12 回北秋田市民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５歳から 81 歳までの 77 名の市民が参加し、熱戦が繰り広げ
られました。
市民プールの改修工事については、１月４日から１月末までの工期で改修し、２月１日にリニ
ューアルオープンいたしました。
２月３日、
第 64 回北秋田学童スキー大会を開催し、
クロスカントリーは大館能代空港緑地広場、
アルペン競技は森吉山阿仁スキー場を会場に、北秋田市から 44 人の小学生が参加し、各競技で優
勝を目指しました。
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