平成 29 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 12 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 29 年度職員採用試験については、９月 16 日に大学卒業程度一般行政及び保育士の第２次
試験を実施しました。大学卒業程度一般行政に 10 人、保育士に２人が受験し、大学卒業程度一般
行政２人、保育士１人の合格者を 10 月６日付けで告示しております。また、10 月 28 日に、高校
卒業程度一般行政及び消防吏員の第２次試験を実施しました。高校卒業程度一般行政に７人、消
防吏員に３人が受験し、各１人の合格者を 11 月 10 日付けで告示しております。
９月 17 日から 18 日にかけて秋田県沿岸を通過した台風 18 号に伴う暴風により、18 日、倒木が
原因と見られる停電（七日市地区 299 戸、宮前町 2 戸、阿仁前田地区 78 戸）と市道の通行止め等
が発生しましたが、関係機関の速やかな対応により同日中に復旧しております。
10 月 17 日、北秋田市民ふれあいプラザコムコムにおいて、「秋田大学『地（知）の拠点整備事
業』ミニフォーラム 2017in 北秋田」を開催しました。この事業は、阿仁地域に伝わる鉱山文化を
地域活性化等に活用し、文化振興による地域づくりに繋げることを目的としているもので、市民
や関係者など約 80 人が来場し、阿仁鉱山文化を活用した地域づくりについて理解を深めました。
10 月 26 日、北秋田市空家等対策協議会を開催しました。空家等所有者と自治会・町内会を対象
とした空家に関するアンケート調査の結果について報告するとともに、今後の空家対策について
協議しました。
11 月６日、北秋田市内郵便局と「災害発生時の対応と平常時における高齢者等見守り活動の相
互協力及び道路損傷等発見時の対応に関する協定」を締結しました。この協定は、平成 17 年８月
に締結した「災害発生時における北秋田市内郵便局・北秋田市間の協力に関する覚書」による災
害発生時の相互協力に関する事項に加え、平常時における高齢者等の見守り活動や道路の損傷、
不法投棄等に関する情報について連携・協力することにより、市民の安心・安全な暮らしの実現
を目的とするものです。
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11 月 22 日、ケアタウンたかのすを会場に、「福祉避難所、災害ボランティアセンター設置運営
訓練」が行われました。この訓練は、大規模地震発生時に、福祉避難所として指定されている施
設職員等の役割と、有事の際に機能できる体制を確認することを目的としたもので、社会福祉協
議会やケアタウンたかのす、自治会、民生委員児童委員などの参加、協力のもと、それぞれの役
割と行動についての確認が行われました。

＜総合政策課関係＞
９月 16 日から 18 日、県主催の「ナナメ上いく教育オヤジキャンプ（北キャンプ）」が実施さ
れ、17 日には首都圏在住の親子連れ５家族 16 人が本市を訪れ、あきたリフレッシュ学園で木工体
験をしたほか、根子集落において地元住民とともに沢歩きや郷土料理を囲んだ交流会を開催し、
本市の教育と子育て環境をＰＲしました。
９月 18 日、「第 31 回森吉会総会」が都内で開催され、約 150 人が参加し多彩な催しで大いに
盛り上がりました。また、10 月８日には「第 30 回東京鷹巣会総会・懇親会」が過去最多の約 230
人参加のもと都内で開催されました。30 回の節目に合わせ会歌と応援歌の制作発表が行われたほ
か、これまでの歴史や思い出を振り返りながらさらなる飛躍を誓い合いました。
10 月７日から９日、「ドチャベン（移住起業者育成事業）・ブートキャンプ」が実施され、秋
田県内に移住し起業するアイディアの参考とするため、首都圏在住の 20 代、30 代の男女 14 人が
８日に本市を訪れ、あきたリフレッシュ学園を視察したほかマタギ資料館ではマタギ文化を学ぶ
など、本市の教育環境や伝統文化をＰＲしました。
10 月 20 日と 21 日、本年度２回目となる鹿角市・大館市・北秋田市・能代市の県北４市合同に
よる「移住フェア」が都内で開催され、２日間で 29 人が来場し本市ブースでは７名の個別相談に
あたりました。
10 月 23 日、「秋田のくらし×しごと Talk vol.１」が、首都圏在住の 20 代、30 代を中心に男
女 100 人を超す参加のもと、
移住後の秋田での仕事を紹介するイベントが都内で開催されました。
本市から１社、県内企業全８社が参加し、業務内容を紹介したほか市と企業合同のブースを設置
し 12 人の個別相談にあたりました。
11 月２日、県主催による「地域おこし協力隊募集・マッチングイベント」が 20 代、30 代の男
女 30 人参加のもと都内で開催され、６人の個別相談にあたりました。また、11 月 22 日、一般社
団法人移住交流推進機構主催による「地域おこし協力隊合同募集セミナー」が都内で開催され、
本市の募集をＰＲしました。
11 月３日、国立市市制施行 50 周年記念式典が開催され、「国立市と北秋田市の交流に関する共
同宣言」を両市長において行いました。今後はこれまでの交流を発展的なものとし、さらに友好
関係を深め、文化・教育・経済・観光などの様々な分野で交流を図ることとしています。
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11 月 11 日、ＮＰＯ秋田移住定住支援センター主催の「県北地区移住・定住者交流会」が県北地
区在住の移住者 13 名参加のもと、北秋田市民ふれあいプラザコムコムで開催され、移住後の定住
に向けた課題等について話し合われたほか、参加者相互に交流が図られました。
11 月 20 日、中国上海市で行われた旧秋田県立営農大学校の留学生で組織する「秋田県立営農大
学校同窓会総会」に、市長はじめ本市関係者が出席し合川の地で学び育った多くの留学生と交流
を深め、本市との絆を再確認し合いました。また、江蘇省リツ陽市人民政府への表敬訪問のほか、
上海市及びリツ陽市の旅行会社を訪問し本市の観光をＰＲしました。
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の対策として、12 月から来年
３月までの期間において、同空港を利用する市民への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った「秋田内陸線グラ
ウンド・ゴルフ交流大会」は 11 回目を迎え、９月 19 日に大野台ハイランドグラウンドゴルフコ
ースを会場に開催されました。当日は時折雨が降ったものの、100 人の参加者は元気に競技を行い
ながら交流し、競技後の懇親会で親睦を深めました。
10 月１日には「第 18 回あきた南北ジュニア強化サッカー交流大会（もみじカップ）」が鷹巣陸
上競技場で開催され、県南北の 12 チームが熱戦を繰り広げました。このサッカー交流大会は、春
は県南（さくらカップ）、秋は県北（もみじカップ）で開催され、内陸線利用に大きく貢献して
います。
10 月 15 日には、合川地区と内陸線の魅力発信、応援イベントとして「第７回合川駅秋まつり」
が秋田内陸線合川駅前で開催され、だまこ鍋やアユの塩焼きなど地域のおいしい食べ物や野菜な
どの直売、バンド演奏と踊り、餅まきなどを繰り広げ賑わいました。
10 月 28 日には、「秋田内陸線阿仁のごっつおまつり」が市役所阿仁庁舎前駐車場を会場に開催
されました。当日は天気に恵まれ、ごっつお屋台やステージイベントでの太鼓演舞、旧商家の宮
越邸や湊商店の内蔵の公開、地区に点在するお寺でのコンサートや座禅体験等が行われ、述べ
1,400 人ほどの来場者により大変賑わいました。

財 務 部

＜財政課関係＞
平成 29 年８月１日から平成 29 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）

平成 29 年８月１日～平成 29 年 10 月 31 日
契約額
（千円）

工事名または業務名等

契約年月日

旧北秋田市中央公民館耐震補強・改
修工事

H29. ８. ３

149,040 (株)芳賀工務店

米内沢財産区有林間伐事業

H29. ９. 21

9,720 (有)新林林業

阿仁合財産区有林間伐事業

H29. ８. 24

9,299 山一林業(株)

連続用紙プリンタ

H29. ９. 13

10,778 (株)アイシーエス秋田支店

本庁舎空調設備・照明器具改修工事

H29. ９. ７

98,496

コンビニ収納対応システム改修委託

H29. ８. 29

18,857 (株)アイシーエス秋田支店

内部系パソコン

H29. ９. 21

財務部 ７件

8,176

請負業者名

日通・小畑特定建設工事共同
企業体

東光コンピュータ・サービス
(株)北秋田営業所

304,366

ケアタウンたかのす居室洗面台取替
工事

H29. ８. 25

30,229 (有)和田設備工業

サポートハウスたかのす温水ボイラ
ー取替工事

H29. ９. 21

11,934 (有)和田設備工業

大野台エコーハイツトイレ改修工事

H29. 10. 19

7,776 (有)工藤設備工業所

北秋田市地域福祉センター屋根防水
改修工事

H29. ９. 22

8,834 (有)森川防水工業

地域包括支援センター支援システム
更新業務委託

H29. 10. 17

6,264 (株)アチカ

健康福祉部 ５件

65,037

北秋田市森吉山ぶな帯野営場ケビ
ン・管理棟解体工事

H29. ８. 24

阿仁伝承館空調設備工事

H29. ８. 24

10,244 (有)片岡電気工事

クウィンス森吉宿泊施設整備工事

H29. ８. 24

12,096 秋田土建(株)

林道橋梁点検診断業務委託(森吉地
区・阿仁地区)

H29. ８. 24

10,692
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5,940 (株)上杉組

東日設計コンサルタント
(株)秋田支店

慶祝森林自然公園広場維持保全工事

H29. 10. 19

市行林間伐事業（大内沢）

H29. 10. 19

6,026 （有）山田造材部

市行林間伐事業（雪田沢）

H29. 10. 19

9,720 山一林業（株）

産業部 ７件
舗装補修工事（１級市道
向線)

20,520 かつら造園建設（株）

75,238
坊沢～大

H29. ８. 24

5,627 (株)津谷組

橋梁補修詳細設計業務委託(秋田渡
橋)

H29. ９. ７

6,476

橋梁補修詳細設計業務委託(鎌沢橋)

H29. ９. 21

5,162 (株)フルテック秋田支店

(株)福山コンサルタント秋
田営業所

橋梁補修詳細設計業務委託(葛黒橋） H29. ９. ７

6,746

(株)福山コンサルタント秋
田営業所

橋梁補修詳細設計業務委託(西の又
沢橋)

H29. ９. ７

5,346

東日設計コンサルタント
(株)秋田支店

橋梁補修工事（高渕陸橋）

H29. ９. ７

24,732 秋田土建(株)

道路・橋梁詳細設計業務委託（その
他市道 綴子家の下線）

H29. ９. 21

18,360 (株)パスコ秋田支店

用地測量業務委託（その他市道
延沢線）

H29. ９. 21

8,640 (有)ダイワ技術

H29. 10. ５

7,722 (株)松岡組

H29. 10. ５

38,016 (有)丸栄建設

H29. 10. 10

10,584 (有)米広組

道路維持工事（２級市道 美栄線）

H29. 10. 20

8,802 (有)宗和

北秋田市公共下水道効率的事業計画
策定業務委託

H29. ８. ３

7,020

オリジナル設計(株)秋田事
務所

農業集落排水施設 合川地区（Ⅰ型）
H29. ８. ４
機能診断調査業務委託

9,310

秋田県土地改良事業団体連
合会

寄

交通安全施設工事（１級市道
川線）

荒瀬

歩行空間整備工事（１級市道
町線）

米代

排水維持工事（その他市道
線）

根小屋

米内沢浄化センター耐震診断調査業
務委託

H29. ９. ７

23,220

オリジナル設計(株)秋田事
務所

北部第一管渠詳細設計業務委託（鷹
巣処理区その２）

H29. ９. 21

6,048

(株)三木設計事務所北秋田
営業所
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建設部 16 件

191,811

防火水槽新設工事（坊沢地区）

H29. ９. 21

7,646 (株)芳賀工務店

防火水槽新設・無蓋貯水槽撤去工事
（笑内地内）

H29. ９. ７

9,504 (株)上杉組

消防本部 ２件

17,150

米内沢小学校体育館屋根塗装工事

H29. ９. ８

6,264 (株)松橋塗装工業

北秋田市校務支援システム賃貸借業
務

H29. ９. 29

52,488

鷹巣体育館外壁等改修工事

H29. ８. ３

21,060 朝日建設(株)

中央公園野球場フェンス改修工事

H29. ９. 21

54,864 朝日建設(株)

森吉農村広場テニスコート改修工事

H29. 10. 10

7,560 (有)米広組

北秋田市文化会館プラグコンセント
C 型化工事

H29. ９. ８

14,040 (有)ナリタ電気

北秋田市交流センター暖房用真空式
温水器取替工事

H29. ９. ７

14,904 (有)中嶋施設工業

教育委員会 ７件

171,180

合計 44 件

824,782

東日本電信電話(株)秋田支
店

市役所本庁舎を利用する方の受動喫煙による健康への影響を考慮し、10 月 30 日から建物内の喫
煙所を廃止し、本庁舎内を全面禁煙としました。なお、喫煙される来庁者等のために分煙室を本
庁舎東側の屋外に設置しております。

市民生活部

＜生活課関係＞
クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設建設工事については、10 月末の進捗率が
92.5％で順調に推移しております。
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し尿処理施設建設工事については、10 月 24 日から 11 月 22 日までの 30 日間、施設建設に係る
生活環境影響調査の公告縦覧を行っております。また、11 月 16 日と 17 日には施設周辺自治会へ
の説明会を開催し、「し尿処理施設が周辺の生活環境にどのような影響を及ぼすか」について説
明しております。
11 月５日、市としては初めての古着、古布の無料回収を北秋田市民ふれあいプラザコムコムで
実施し、134 人の持ち込みがありました。雨模様の天候にもかかわらず衣類等を持参した方からは、
「また実施してほしい」という声がありました。
交通安全については、９月 21 日から 30 日まで秋の全国交通安全運動が実施されました。運動
初日には、北欧の杜公園において総決起集会と車両による交通パレードを行ったほか、９月 29 日
には市内の大型ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンと徒歩による交通パレードを実
施し、交通事故防止を呼び掛けました。
市民提案型まちづくり事業については、今年度最後となる第３回審査委員会が 10 月 11 日に開
催され、１団体が採択されております。今年度採択された団体は合計で６団体となり、それぞれ
が地域を元気にする活動を展開しております。
「男女共同参画社会づくり基礎講座」が、11 月９日に合川公民館で開催されました。講師に藤
里町社会福祉協議会長の菊池まゆみ氏を招き、参加者 90 人が６班に分かれ、男女共同参画による
より良い地域づくりについて意見交換を行いました。

＜市民課関係＞
平成 29 年 10 月末現在の住民登録者数は 32,935 人（内外国人 153 人）で、その内訳は、男 15,421
人（同 10 人）、女 17,514 人（同 143 人）、世帯数は 14,170 世帯（内外国人を含む世帯 147 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）申請枚数が 2,911 枚
となっております。申請枚数の人口に占める割合は 8.8％となっております。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、10 月末現在の交付枚数は 2,346 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。
国民健康保険については、平成 29 年 10 月末現在の加入世帯数は 5,001 世帯で、被保険者数は
7,516 人（内、一般被保険者数 7,281 人、退職被保険者数 235 人）で、その内、前期高齢者は、4,116
人となっております。
後期高齢者医療制度の、平成 29 年 10 月末現在の被保険者数は 7,903 人で、その内若年障害者
認定数は 197 人となっております。
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健康福祉部

＜福祉課関係＞
「臨時福祉給付金」については、11 月１日現在、8，219 人に対し 123，285 千円を支給してお
ります。
平成 30 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－、各保育
所で受付を開始しております。
また、11 月 13 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 23 日から 10 月７日まで市内 10 か所で開催し、施設入所者を除く対象
者 7,831 人のうち 1,932 人（24.67％）の参加があり、地区婦人会や自治会、小学校、保育園の協
力のもと和やかに行われました。
福祉の雪事業については、10 月から申請の受付及び事業者の登録を行っており、住み慣れた地
域で安心して暮らせるように、冬期間の除排雪や雪下ろし等への支援に取り組んでまいります。
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 2,745 人おり、そのうちサ
ービス受給者が 2,422 人、認定者数に対する受給率は 88.23％で、昨年同期と比較すると認定者数
は 86 人減少し、サービス受給者は 58 人減少しております。
地域包括支援センターでは、認知症に対する正しい知識と理解を深める機会として、10 月末ま
でに市内の全中学校で認知症サポーター養成講座を開催いたしました。
家族介護者交流会については、認知症カフェと同時に旧町単位で開催し、在宅での介護につい
て情報交換を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、今年度 23 名の申込みがあり、全５回にわたり介護
予防に関する知識や技術を学び、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。

＜医療健康課関係＞
心の健康づくり事業については、９月 13 日の「心の絆号」に 43 人が参加して、内陸線の列車
内でミュージックケアや笑いヨガによる交流学習会を実施しております。11 月７日には、「心の
ふれあい相談員養成講座」をフォローアップ研修も兼ねて開催し、新規 14 人を含む 34 人が参加
しております。
健康増進事業では、９月 20 日に今年度２回目となる市民ウォークを「合川まちなかウオークラ
リー」として実施し、67 人が参加しております。
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食育推進事業については、10 月６日に
「食でつなげる都市と地方～トラ男が仕掛ける 10 のコト」
をテーマに株式会社 kedama（けだま）代表取締役の武田昌大氏による食育講演会を開催し、93 人
が参加しております。また、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併せて行
なっております。
成人検診事業では、「ホリデー検診」として 10 月 22 日、28 日に特定健診及びがん検診を実施
しました。電話、通知による受診勧奨（コールリコール）により、健(検)診推進キャンペーンを
実施、普及啓発に努めました。
第２回北秋田市民病院運営連絡協議会が 11 月１日に開催され、市民からの要望等への対応や指
定管理内容の改善に伴う検討事項の協議のほか、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。
地域医療連携センター事業については、９月に訪問看護部会、認知症部会を開催し、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回開催いたしました。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 2,085 人で前年
同期対比 147 人（8.0％）の減、外科 2,449 人で前年同期対比 237 人（8.8％）の減、歯科 822 人
で前年同期対比 167 人（16.9％）の減となっております。合川診療所では、2,303 人で前年同期対
比 103 人（4.3％）の減となっております。米内沢診療所では、内科 3,608 人で前年同期対比 147
人（3.9％）の減、小児科 451 人で前年同期対比 36 人（8.7％）の増、整形外科 789 人で前年同期
対比 116 人（12.8％）の減、脳血管外科 216 人で前年同期対比 22 人（9.2％）の減、心臓血管外
科 14 人（8 月と 10 月休診）で前年同期対比 17 人（54.8％）の減となっております。
今後も、地域住民の健康を守るため安定した診療所運営に努めてまいります。

産業部

＜農林課＞
今年の水稲については、６月の低温や８月の日照不足等により、収量の低下を予測しておりま
したが、９月の日照により回復がみられ「平年並み」の作柄となりました。
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青果物については、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、前年を下
回る出荷額となる見込みです。
８月 24 日から 25 日の大雨による被害状況は、農地の冠水が 23.9ha、農地の崩壊等が７か所、
道水路等の被害が 11 か所のほか、稚魚の流出が１件となっており、７月に発生した２回の大雨と
合わせ、災害査定・工事発注の手続きを進めております。
市営牧場については、10 月 31 日に高津森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。
林業成長産業化地域創出モデル事業については、10 月 11 日に大館北秋田地域林業成長産業化協
議会が設立され、今後は参画企業と連携を図りながら、林業を軸とした地域産業の成長に努めて
まいります。
７月 22 日から 23 日にかけて発生した林道施設災害復旧事業については、10 月 11 日に国庫補助
事業の査定により４路線４か所の決定を受け、工事の発注に向け準備を進めております。
林道維持工事については、今年度予定していた２路線３か所の工事が完了し、供用しておりま
す。
ふれあいの森整備事業（慶祝森林自然公園）の工事については、市単独工事である「広場維持
保全工事」と併せて、工期内完成に向けて工事を進めてまいります。
鳥獣被害対策については、11 月 17 日現在有害駆除 109 件の許可を受け、129 頭の熊を捕獲して
おります。

＜商工観光課関係＞
企業誘致関係については、９月１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。９月 28 日には「あきたリッチセミナー in ＴＯＫＹＯ」、10 月 23 日に「あきた
リッチセミナー in ＮＡＧＯＹＡ」が開催され、首都圏及び東海地区の企業に対し、市の企業誘
致制度紹介と観光のＰＲを行いました。11 月９日には、「北秋田市誘致企業懇談会」を開催し、
東北地方整備局能代河川国道事務所長による講演及び誘致企業をはじめとした市内企業との意見
交換を行いました。
産業振興については、10 月 21 日 22 日、「未来のために 引き継ぐ産業 生まれる感動」をテ
ーマに「第 11 回北秋田市産業祭」が鷹巣体育館を会場に開催され、初の試みとして北秋田地域振
興局との共催による「小・中学生向け企業博覧会」を開催し、参加企業 17 社、参加児童生徒 103
名により午前午後の２部制で実施したほか、66 のブースにおいて事業所及び商品の紹介、屋内外
での物販が行われ、２日間で延べ 10,500 人が来場し盛況のうちに終了しました。
また、11 月 28 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。
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中心市街地対策については、10 月 21 日 22 日に、市交流センターにおいて、全てのコンセプト
を「木」に関連づけたイベント「木度愛楽」が木材関連事業者を中心とした実行委員会主催で開
催され、展示・抽選会などで賑わいました。
特産品については、９月 30 日 10 月１日に、「秋田 25 市町村対抗駅伝会場ご当地自慢フェステ
ィバル」、10 月 28 日には「秋田大学地域交流朝市」、11 月 21 日 22 日には東京都板橋区ハッピ
ーロード大山商店街振興組合で「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。
観光振興については、「第 15 回北秋田市たかのす太鼓まつり」が９月 10 日に開催されました。
今年も県内外から招待した団体による演奏が披露され、訪れた多くの観客を魅了し大いに盛り上
がりました。
９月 24 日には、中国旅行エージェント商談会が盛岡市で開催され、中国からの誘客を図るべく
当市の観光資源についてセールスを行っております。
10 月 10 日には、ＤＭＯ「秋田犬ツーリズム」事業の一環として、株式会社ギンビス並びに連携
自治体の首長を交えての「枝豆加工品に係る意見交換会」が北秋田市民ふれあいプラザコムコム
で開催され、枝豆加工品等の地域産品の磨き上げを図るべく取組んでおります。
10 月 15 日には、「森吉四季美湖紅葉まつり」が森吉山ダム周辺にて開催されました。熊の影響
を考慮し紅葉ウォーキングは中止となりましたが、ステージイベントやダム見学、カヌートライ
アスロンなど、多くの来場者に楽しんでいただきました。
紅葉時期の森吉山阿仁ゴンドラの利用客数は 7,926 人で昨年比 1,721 人の減となっております。
また、太平湖遊覧船の利用者は 2,247 人で昨年比 1,578 人の減となっております。これは、週末
の台風到来や連休中の悪天候によるものと思われます。本年度の太平湖遊覧船は 10 月末を以って
営業を終了しております。
くまくま園の今年の来園者は 18,227 人で昨年比 1,718 人の増となっており、11 月５日を以って
今年度の営業を終了しております。

建 設 部

＜都市計画課関係＞
南鷹巣団地建替事業については、建築本体工事（４戸：木造平屋２戸建２棟）及び外溝工事が
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（４棟 24
戸）に係る工事請負契約を 11 月２日に締結し、着手しております。
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＜建設課関係＞
平成 29 年８月１日から平成 29 年 10 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
平成 29 年８月１日～平成 29 年 10 月 31 日
工事名または業務名等
排水維持工事（その他市道 綴子掛泥線）

排水維持工事（その他市道 平里巻渕線）

排水維持工事（２級市道 桂瀬駅前線）

排水維持工事（その他市道 根小屋線）
排水維持工事 ４件

交通安全施設工事（その他市道 小森摩当線）

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）
交通安全施設工事 ３件
道路維持工事（１級市道 大野岱桂瀬線）

道路維持工事（２級市道 美栄線）
道路維持工事 ２件

歩行空間整備工事（１級市道 米代町線）
道路改良工事 １件
橋梁撤去工事（八ヶ村堰橋）
橋梁維持工事 １件
トンネル補修詳細設計業務委託（雪田沢トン

橋梁補修工事（高渕陸橋）

ネル）

橋梁補修詳細設計業務委託（秋田渡橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（鎌沢橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（葛黒橋）

橋梁補修詳細設計業務委託（西の又沢橋）
防災・安全交付金事業 ６件

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 幸屋線）

道路災害復旧工事（その他市道 中新田横渕線）
公共土木施設災害復旧工事 ３件

工事等完成一覧表
平成 29 年８月１日～平成 29 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 大町七曲線）
排水維持工事 １件
舗装維持工事（１級市道 鷹巣～前山線）

舗装維持工事（その他市道 上羽立線）
舗装維持工事 ２件
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交通安全施設工事（２級市道 東川向線）

交通安全施設工事（２級市道 鳥坂笑内線）
交通安全施設工事 ２件

道路維持工事（その他市道 宮ノ下線）

道路維持工事（１級市道 大野台中央線）

道路維持工事（１級市道 桂瀬下前田線）
道路維持工事 ３件
秋田内陸縦貫鉄道小渕・阿仁合間鉄道交差橋

舗装補修工事（１級市道 坊沢～大向線）

補修工事
防災・安全交付金事業 ２件

河川維持工事（準用河川 東又川）
河川維持工事 １件
道路災害復旧工事（その他市道 大沢線）

道路災害復旧工事（１級市道 ブナ森線）
災害復旧工事 ２件

10 月 12 日、北秋田市民ふれあいプラザコムコムを会場に、東北ダム事業促進連絡協議会管理研
究部会主催による「第９回みちのくダム湖サミット in 森吉山」が開催されました。東北６県のダ
ム湖関係者や市民など約 300 人が参加し、基調講演とパネルディスカッションを通してダム湖の
利活用方法について考え、今後もダム湖を活用した地域づくりを行っていくことを宣言しました。
11 月 13 日、北秋田市文化会館を会場に、地域高規格道路大曲・鷹巣道路整備促進期成同盟会主
催による「大曲・鷹巣道路整備促進フォーラム」が開催されました。約 500 人が参加し、沿線の
各関係団体はじめ住民と市町村が一体となって整備促進に向け取組むことが確認されました。

＜上下水道課関係＞
上水道事業については、元町地区及び旭町地区老朽管更新工事が完成しております。
簡易水道事業については、綴子配水池内部洗浄業務委託を発注しております。また、三木田ポ
ンプ場解体撤去工事が完成しております。
公共下水道事業については、鷹巣処理区において舗装復旧工事２件が完成し、新たに面整備工
事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、新たに管渠詳細設計業務委託１件を発
注しております。また、現行の耐震設計基準に準拠した耐震詳細診断を実施し、建物が持つ耐震
性能を定量的に把握するため、米内沢浄化センター耐震診断調査業務委託を発注しております。
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消防本部

＜常備消防関係＞
平成 29 年８月 18 日から 10 月 31 日までの火災件数は、建物火災が３件（部分焼１件、ぼや２
件）、車両火災が２件発生しております。
救急出場件数は 275 件で、種別では急病 217 件、一般負傷 33 件、交通事故 25 件となっており
ます。ドクターヘリの出場要請は７件で、４人の傷病者を搬送しております。救助出場は 18 件出
場しております。また、管内における捜索救助出場はこれまで４件発生しており、生存発見３人、
死亡発見２人となっております。
職員研修については、秋田県消防学校で第 71 期初任教育課程（４月５日～９月 15 日）を３人
が、救急救命士については、救急救命東京研修所（八王子市）で第 52 期救急救命士研修課程（４
月６日～９月 30 日）を１人が修了しております。
９月３日から９日までの救急医療週間では、６日に１日救急隊長とし高橋真由美氏（秋田県民
生協会愛生園四ツ葉寮生活支援員）に委嘱し、市民に応急手当の必要性や、救命手当推進事業所
表彰などの広報活動を行っております。
10 月 24 日には、
森吉分署に最新の救急資機材を積載した救急車を更新し運用開始しております。
訓練については、８月 27 日に平成 29 年度大館北秋田支部総合防災訓練が北秋田市鷹巣一円及
び北秋田市民病院で開催され、関係団体及び市民がシェイクアウト訓練の他・災害対策本部図上
訓練・大規模火災防ぎょ訓練・災害医療救護訓練など多種多様な訓練を実施しました。
10 月 28 日には大館能代空港において航空機事故に備え、消防機関、医療機関、空港関連機関合
同で消火救難総合演習を実施しております。
火災予防対策として、農繁期における籾乾燥施設からの出火防止を図るため、管内 18 施設の防
火査察を行い安全措置の励行、灯油等危険物の貯蔵取扱い等の指導徹底を図りました。また、11
月２日には北秋田警察署と合同により危険物移送車両に対する立入調査を実施し、危険物の移送
に係る適正管理等の指導を行いました。
秋の火災予防運動期間中（11 月５日～11 日）において、一日消防署長を成田彩耶氏（北秋田市
民病院職員）に委嘱し消防業務を理解していただくとともに、火災予防のＰＲの協力を得ながら
防災意識の普及に努めております。

＜非常備消防関係＞
10 月 16 日に北秋田市阿仁幸屋渡の北秋田市消防団第 12 分団ポンプ車が更新され、地域防災力
の向上が図られております。
11 月５日から秋の火災予防運動が始まり、各地区で地域住民と防災連絡体制の強化などを図る
ための防災訓練を実施しました。また、同日には北秋田市合川公民館で消防団員 41 人が「現場活
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動での実務と器材取扱」の内容について研修会を実施し、現場活動での安全管理の徹底や技術向
上の促進を図っております。

教育委員会

＜総務課関係＞
平成 29 年度第２回総合教育会議を 11 月 29 日に開催し、今年度の事業の執行状況と来年度の重
点施策について、活発な意見交換が行われました。
小・中学校の整備については、綴子小学校暖房設備改修工事ほか２件の工事が完成しておりま
す。
あきたリフレッシュ学園については、利用者数は 13 人(11 月 15 日現在)となっております。そ
の内市内の児童生徒は７人が利用しております。

＜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東北森林管
理局長賞、学校環境緑化の部で鷹巣南中学校が県森と水の協会会長賞、鷹巣東小学校が県山林種
苗協同組合理事長賞を受賞しました。
「県中学校秋季大会」では、新人相撲大会団体戦で合川中学校が、ソフトテニス団体戦で森吉
中学校が見事優勝しました。
10 月 21 日には、「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。
11 月４日に行われた「秋田県発明展」で、合川小学校５年の木村尚太郞さんが秋田県教育委員
会教育長賞、鷹巣東小学校４年の津谷珀翔さんが河北新報社賞を受賞し、いずれも第 76 回全日本
学生児童発明くふう展に出品されます。

＜生涯学習課関係＞
超高齢化社会を乗り切るための社会参加、健康づくり、認知症予防を目的に、県教育庁生涯学
習課から委託を受けて東北で初めて開催した「認知症予防に効く！シニアの絵本読み聞かせ講座」
は、10 回の講座を終え、10 月 22 日に修了式を行いました。
北秋田市の芸術文化の祭典である「第 12 回北秋田市文化祭」を 10 月 28 日から 30 日まで、演
示を文化会館、展示を鷹巣体育館にて開催しました。演示に 48 団体が出演し、展示に 72 団体が
出展し日頃の成果を披露しました。また、初日に芸術文化の発展に貢献された方々を表彰する北
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秋田市芸術文化功労賞と奨励賞の授与式が行われ、功労賞を１団体・４個人が、奨励賞を３個人
が受賞されました。
「第 12 回浜辺の歌音楽祭」は 11 月３日に文化会館で開催し、市内の小・中学校、コーラスグ
ループなど 19 団体が出演し合唱を披露しました。全体合唱のほか記念演奏があり、国際コンクー
ルのピアノ部門において、第１位を獲得されたことがある盛岡市出身のピアニスト松岡淳氏によ
る記念演奏に観衆が魅了されました。
「阿仁文化交流のつどいが」11 月４日５日、「もりよし文化交流会」が 11 月 19 日にそれぞれ
開催され、多くの市民が集い日ごろの芸術文化活動の成果を披露し、観客から大きな拍手が送ら
れていました。
11 月 11 日 12 日に、「縄文シティサミット in はこだて」が函館市にて開催され、10 都市の首
長、職員、各遺跡のボランティアの方々が出席し、記念講演、トークセッション、首長討論が行
われました。また、次期開催地の北秋田市からは津谷市長が出席し、伊勢堂岱遺跡での外国人観
光客誘致などの取り組みを紹介しました。
11 月 18 日に、北秋田市・秋田県・三井住友海上文化財団の３者が共催する「池田直樹 50 曲リ
クエスト・コンサート」が文化会館で開催されました。コンサートは観客からリクエストを受け
る形で進行され、すばらしい歌声と楽しいトークに観客が魅了されました。

＜スポーツ振興課＞
北秋田市体育協会による「第 12 回北秋田市スポーツレクリエーション大会」が９月 10 日のソ
フトボール競技を皮切りとし、11 月 23 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 24 日には、
「2017 北緯 40°秋田内陸リゾートカップ第 27 回 100 キロチャレンジマラソン
大会」が開催され、全国から 1,469 名（100 キロの部 1,125 名、50 キロの部 344 名）のランナー
が参加しました。
10 月１日には、
「第４回秋田 25 市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！男鹿大会」が、男鹿総合
運動公園を発着点とする市内循環特設コースにおいて開催されました。県内 25 市町村から 34 チ
ームの参加があり、北秋田市チームは過去最高順位の４位入賞を果たしました。
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