平成 27 年度北秋田市議会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、５月 27 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 27 年度職員採用試験は、大学卒一般行政職、建築士及び土木技師について６月 10 日から
６月 30 日まで受験申込みを受付し、あわせて 30 人の応募がありました。７月 26 日に秋田県市町
村会館で第１次試験が実施されております。なお、建築士については、応募がありませんでした。
また、高校卒一般行政職及び消防吏員については、８月５日から８月 25 日まで受験申込みを受付
し、あわせて 26 人の応募がありました。第１次試験は９月 20 日にノースアジア大学で行われま
す。
６月７日、国土交通省能代河川国道事務所、北秋田市消防本部、北秋田市消防団と合同で米代
川右岸鷹巣橋下流河川敷を会場に、出水を想定した水防訓練を実施しております。木流し工、シ
ート張工、積み土嚢工の訓練を行い、水防技術の向上と水防体制の強化を図りました。
６月 17 日から７月３日にかけて、災害対策基本法の改正に伴う避難所の見直しに関する説明会
を 10 会場で開催し、新たに定義された指定避難所と指定緊急避難場所、避難勧告等の具体的な発
令基準などについて周知を図りました。
７月 24 日から 25 日に発生した大雨では、綴子川の水位が避難判断水位に到達したことから災
害警戒部を設置し警戒を強めました。その後天候の回復とともに水位の下降がみられ住家等への
被害の発生はありませんでしたが、農地・農業用施設６か所、公共土木施設災害２か所の被害が
確認されております。
８月 14 日から 15 日にかけて発生した局地的な大雨（土砂災害）により、農地・農業用施設１
か所の被害が確認されています。
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９月１日、秋田県自動車整備振興会大館北秋田支部と「災害時における応急対応への協力に関
する協定」を締結しております。この協定により大規模災害発生時において、道路交通確保のた
めの障害物除去などの支援が行われます。
＜総合政策課関係＞
阿仁地区出身者による「東京圏あに会」総会が、５月 31 日に東京都台東区内で開催され、約 200
人が集いました。
６月 16 日、北秋田地域振興局と市の意見交換会を開催し、県・市の重点推進事項の確認と連携
強化について意見交換を行いました。
平成 28 年度から平成 37 年度までの市の最上位計画となる第２次北秋田市総合計画を審議する
第２次北秋田市総合計画策定審議会の初会合を６月 10 日に開催しました。審議会は 10 月まで月
１回程度開催され、10 月下旬の答申を目指します。また、平成 27 年度から 31 年度まで向こう５
か年の北秋田市版総合戦略を策定するため、６月 24 日に北秋田市総合戦略会議の初会合を開催し
ました。戦略会議での議論を踏まえ、10 月末を目途に「雇用創出のための産業振興、移住・定住
対策、尐子化対策、新たな地域社会の形成」の４分野を基本目標とする具体的な施策の方向性を
盛り込んだ北秋田市総合戦略を策定する予定です。
生活バス路線明利又線については、バス事業者より本年９月末をもって廃止とする申し出を受
け、これまで沿線利用者へのアンケート調査や集落説明会を行って来ましたが、代替移動手段と
してデマンド型乗合タクシーを運行する方向で調整を進め、７月 17 日の北秋田市地域公共交通会
議において代替案が了承されました。また、併せて９月末まで実証運行を実施する市民病院单線
デマンド型乗合タクシーについても、利用者アンケートの結果を踏まえ、運行便数を増やした上
で、10 月から本格運行を開始することが決まりました。
市当局と市民の意見交換の場である移動行政懇話会を、７月 27 日から 31 日の日程で合川、阿
仁、森吉、鷹巣の各会場で開催しました。市からは第２次北秋田市総合計画（素案）の概要、北
秋田市総合戦略及び人口ビジョンの骨子案等について報告し、来場した方々と市の将来像などに
ついて意見を交わしました。
５年ごとに行われる国勢調査の９月からの開始に備え、指導員説明会を７月 30 日に開催し、指
導員の具体的な任務について説明を行いました。また、８月 24 日から 28 日にかけて調査員に対
する説明会を開催し、国勢調査が事故なく円滑に終了できるよう理解を深めました。
北秋田市・郡選出秋田県議会議員との意見交換会を８月 28 日に開催し、第２次北秋田市総合計
画や北秋田市総合戦略、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事業などの重
点推進事項の説明や国・県に対する要望事項等について意見交換を行いました。
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＜内陸線再生支援室関係＞
平成 27 年度秋田内陸地域公共交通連携協議会総会が、７月９日開催され、前年度事業報告のあ
と、「秋田内陸線利活用促進事業」及び「地域協働推進事業」についての本年度計画の提案があ
り承認されました。
５月 30 日 31 日に秋田市で開催された「東北六魂祭 2015 秋田」において、内陸線のＰＲ活動を
実施しました。また、７月４日５日、９月５日６日には、ＪＲ秋田駅の「ぽぽろーど」において、
「秋田内陸線市場」と銘打って、内陸線沿線から出店者を募り、物販とＰＲ活動を行っておりま
す。
今年で４年目を迎えた「田んぼアート」は、５月末から６月初めに、前田・阿仁合両小学校、
秋田北鷹高校、秋田大学北秋田分校の生徒や地元関係者などで田植えを行い、７月には見頃を迎
え現在も乗客の目を楽しませております。「田んぼアート」は内陸線沿線で４か所設置しており
ますが、北秋田市側は、平里地区・小渕地区の２か所でありますので、内陸線の車窓から、出来
栄えをご観賞いただきたいと思います。
また、地方創生事業で取り組んでいる「秋田内陸線乗車促進事業」は、貸切車両への半額助成
事業が好評となっておりますので、引き続き沿線観光のＰＲやイベントによる誘客、沿線住民へ
の乗車対策や「秋田内陸線乗車促進事業」の実施などによる増客に向け、取り組んでまいります。

財 務 部

＜財政課関係＞
平成 27 年５月１日から平成 27 年８月 11 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）
平成 27 年５月１日～平成 27 年８月 11 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

地籍調査測量業務委託（鷹巣第１）

H27．５．27

5,378 技苑コンサル㈱

本庁舎耐震補強工事等設計及び監理委託業務

H27．７．23

6,210

家屋評価システム賃貸借業務

H27．８．５

7,109 ㈱両備システムズ

番号制度総務省分システム改修委託

H27．８．６
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13,932

㈲菅原信雄一級建
築士事務所
㈱アイシーエス 秋
田支店

財務部 ４件

32,629

鷹巣斎場火葬等業務委託（６～３月分）
北秋田市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係る設計・施工監理業務

H27．５．14

5,810

東北ビル管財㈱北
秋田営業所

H27．５．27

27,216

㈱環境技術研究所
東京支店

外側線設置工事（市道摩当鎌沢線ほか６路線）

H27．５．28

5,400 ㈲秋田中央ライン

防犯街灯新設工事（市道 李岱川井線）

H27．５．29

6,475 斎藤電機工業㈱

北秋田市クリーンリサイクルセンターエネルギー回

H27．６．11

収推進施設建設工事
市民生活部 ５件

5,378,400

荏原環境プラント㈱
全国営業統括部

5,423,301

介護保険制度改正（８月施行）対応システム改修

H27．６．11

委託
内視鏡システム一式借上

H27．６．15

北秋田市生活保護システム整備業務委託

H27．７．13

ケアタウンたかのすナースコール設備更新工事

H27．７．28

健康福祉部 ４件

5,638

㈱アイシーエス 秋
田支店

オリンパスメディカ
6,415 ルサイエンス販売㈱
秋田営業所
北日本コンピュータ
5,918
ーサービス㈱
日興通信㈱秋田支
18,900
店
36,871

北秋田市スーパープレミアム商品券事業業務委

H27．５．１

90,000 北秋田市商工会

H27．５．１

10,000

北秋田市観光物産
協会

阿仁スキー場ゴンドラ支柱索受装置等更新工事

H27．５．14

36,504

JFE メカニカル㈱営
業本部

森吉山阿仁スキー場山麓駅舎改修工事

H27．６．11

43,416 朝日建設㈱

H27．６．26

25,564

JFE メカニカル㈱営
業本部

農産物等直売所建設工事設計・監理業務委託

H27．７．９

5,940

㈲奈良田建築設計
事務所

妖精の森各種施設雪害修繕

H27．８．６

7,873 ㈲若松工務店

県北地区死亡獣畜保冷施設設置工事

H27．８．７

託
北秋田市スーパープレミアム宿泊利用券事業業
務委託

阿仁スキー場第１ロマンスリフト・第２ロマンスリフト
ワイヤー更新工事

産業部 ８件

31,644 東光鉄工㈱
250,941

舗装新設工事（１級市道 七日市～松沢線）

H27．５．14

32,832 ㈲丸栄建設

舗装新設工事（その他市道 昭和～合地線）

H27．５．14

24,570 ㈲丸栄建設

宮前町団地外構工事

H27．５．27

38,016 朝日建設㈱
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舗装維持工事（市道 高校線）ほか１路線

H27．５．27

9,072 ㈲丸栄建設

橋梁塗装工事（西宮ノ目橋）

H27．５．27

22,896 ㈱佐藤庫組

取付道路新設工事（その他市道 川井神社線）

H27．５．29

宮前町団地外部倉庫棟建設工事

H27．６．１

南鷹巣団地建設基本設計業務委託

H27．６．11

森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業米内

9,720 ㈲宗和
23,738 ㈲堀内工務店
6,318 奔建築設計事務所

H27．６．11

568,080 秋田土建㈱

H27．６．11

512,687

H27．６．１1

534,600 ㈱佐藤庫組

除雪ドーザ 14t 級

H27．６．11

21,384 暁商工㈱

道路新設改良工事（市道 伊勢町６号線）

H27．６．11

18,036 ㈱芳賀工務店

道路維持工事（１級市道 ブナ森線）

H27．６．11

10,908 ㈱松岡組

宮前町団地隣接地駐車場改良工事

H27．６．12

15,228 ㈲丸栄建設

南部管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区）

H27．６．25

20,520

南部地質調査業務委託（鷹巣処理区）

H27．６．25

歩道橋撤去工事（県道 鷹巣川井堂川線）

H27．６．25

7,452 ㈱佐藤庫組

H27．６．26

6,318 ㈲丸栄建設

歩行空間整備工事（１級市道 米代町線）

H27．６．26

52,812 ㈱芳賀工務店

水道管路管理システムデータ入力業務委託

H27．６．30

舗装補修工事（１級市道 摩当鎌沢線）

H27．７．９

18,144 ㈱佐藤庫組

舗装補修工事（市道 桜木町線）

H27．７．10

5,011 ㈱津谷組

舗装補修工事（２級市道 堂ヶ岱～藤株線）

H27．７．10

19,440 ㈲丸栄建設

橋梁補修工事（今泉橋）

H27．７．13

19,008 秋田機械建設㈱

舗装新設工事（その他市道 川井神社線）

H27．７．23

19,764 ㈱佐藤庫組

舗装復旧工事（鷹巣処理区その１）

H27．７．24

15,930 ㈲丸栄建設

舗装復旧工事（鷹巣処理区その２）

H27．７．24

27,540 ㈲丸栄建設

面整備工事（鷹巣処理区その１）

H27．７．27

37,584 秋田機械建設㈱

舗装補修工事（１級市道 鷹巣～前山線）

H27．８．６

14,688 秋田土建㈱

舗装補修工事（２級市道 桂瀬駅前線）

H27．８．７

7,528 ㈱藤島組

沢浄水場土木建築工事
森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業米内
沢浄水場機械電気設備工事
森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業長野
沢基点配水場建設工事

舗装維持工事（１級市道 元町～柳中～みたこ
線）
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ＪＦＥエンジニアリン
グ㈱東北支店

オリジナル設計㈱
秋田事務所
創和技術㈱北秋田
5,616
事務所

6,480

㈱管総研 東京支
店

面整備工事（鷹巣処理区その２）

H27．８．７

排水維持工事（１級市道 摩当鎌沢線ほか１路
線）
ＰＣグラウト充填度調査業務委託（五味堀橋）

65,556 ㈲丸栄建設
㈲合川水道施設工
業所

H27．８．７

6,264

H27．８．７

5,193 ㈱エヌウェブ

建設部 34 件

2,208,933

小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自動車

H27．５．14

災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車

H27．６．11

消防本部 ２件

㈱能代消防センタ
ー
㈱能代消防センタ
58,320
ー
10,454

68,774

環状列石 C・D 保存処理業務委託
森吉中・米内沢小スクールバス運行業務委託（７
～３月分）
史跡伊勢堂岱遺跡ガイダンス施設付帯工事
合川小・中学校スクールバス運行業務委託（７～３

H27．６．３

7,128 ㈱トリアド工房

H27．６．11

9,251 秋北バス㈱

H27．６．11

57,132 朝日建設㈱

H27．６．26

月分）

6,782

あきた北観光バス
㈱

鷹巣小学校ランチルーム天井改修工事

H27．７．９

17,280 朝日建設㈱

合川中学校体育館天井改修工事

H27．７．９

30,132 ㈱佐藤庫組

合川中学校柔剣道場天井改修工事

H27．７．９

28,588 ㈲米広組

伊勢堂岱遺跡第２次外構工事

H27．７．９

50,220 朝日建設㈱

史跡伊勢堂岱遺跡映像ソフト制作業務委託

H27．７．９

伊勢堂岱遺跡園路等設置工事

H27．７．10

22,561 ㈲長岐建設

H27．７．10

29,754

日通プロパン鷹巣
販売㈲

H27．７．10

111,024

三菱マテリアルテク
ノ㈱秋田支店

（仮称）北秋田市生涯学習交流施設ペレットボイラ
ー設備工事
（仮称）北秋田市生涯学習交流施設地中熱利用
設備工事
合川中学校給食調理場改修工事

H27．７．13

（仮称）北秋田市生涯学習交流施設太陽光発電

H27．７．13

設備工事
（仮称）北秋田市生涯学習交流施設外構工事

H27．７．23

教育用コンピュータシステム賃貸借（鷹巣東小学

H27．７．30

校）
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7,873

㈱NHK エデュケー
ショナル

6,599 ㈲金森建築
59,400

㈱ユアテック 鷹巣
営業所

113,076 ㈱津谷組
東光コンピュータ・
17,366 サービス㈱北秋田
営業所

教育用コンピュータシステム賃貸借（阿仁合小学

東光コンピュータ・
15,688 サービス㈱北秋田
営業所

H27．７．30

校）
教育用コンピュータシステム賃貸借（大阿仁小学

東光コンピュータ・
14,230 サービス㈱北秋田
営業所
東光コンピュータ・
17,490 サービス㈱北秋田
営業所

H27．７．30

校）
教育用コンピュータシステム賃貸借（阿仁中学校）

H27．７．30

教育委員会 19 件
合計

621,574

76 件

8,643,023

＜税務課関係＞
平成 27 年度の純固定資産税、市民税及び国民健康保険税の当初調定額及び納税義務者数、被保
険者数については、下記のとおりとなっております。

１．純固定資産税の当初調定状況について
区

分

調 定 額
納税義務者数

27 年度現年課税分

26 年度現年課税分

前 年 比

1,497,635,300 円

1,520,226,500 円

98.51％

16,469 人

16,571 人

△ 102 人

２．市民税の当初調定状況について
区

分

納税義務者数

調
普 通 徴 収

27 年度

2,831 人

26 年度

3,345 人

前年比

△ 514 人

市 民 税 額

定

状

況

特 別 徴 収
給与

9,518 人

年金

2,042 人

給与

9,229 人

年金

2,197 人

給与

289 人

年金

普 通 徴 収

△

計
14,391 人

14,771 人

△ 380 人

155 人

特 別 徴 収

計

27 年度

147,020,200 円

769,291,600 円

916,311,800 円

26 年度

176,368,800 円

747,921,000 円

924,289,800 円

前年比

△ 29,348,600 円

21,370,600 円

△ 7,978,000 円
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３．国民健康保険税の当初調定状況について
▼世帯数 5,627 世帯（前年比△157 世帯）
内一般世帯数 5,368 世帯（前年比△89 世帯）、退職世帯数 259 世帯（前年比△68 世帯）
▼被保険者数 9,024 人（前年比△385 人）
内一般被保険者数 8,267 人（前年比△692 人）、退職被保険者数 757 人（前年比 307 人）
区

分

一般被保険者分

調
普 通 徴 収

定

状

況

特 別 徴 収

計

27 年度

396,725,145 円

78,143,056 円

474,868,201 円

26 年度

425,815,851 円

81,744,412 円

507,560,263 円

前年比

△ 29,090,706 円

△ 3,601,356 円

△ 32,692,062 円

退職被保険者分

普 通 徴 収

特 別 徴 収

計

27 年度

42,414,555 円

31,744 円

42,446,299 円

26 年度

58,177,849 円

38,088 円

58,215,937 円

前年比

△ 15,763,294 円

△ 6,344 円

△ 15,769,638 円

市民生活部

＜生活課関係＞
空間放射線測定については、毎月１回実施しておりますが、市内７地点の空間線量は秋田県の
通常レベル以内となっております。
クリーン・リサイクルセンターへの平成 27 年４月から７月における北秋田市分の搬入量は 3,911
トンで、前年度同期に比較して 35 トン、0.88％の減尐となっております。種類別では、可燃物が
3,226 トンで前年度同期比 0.34％の増加、不燃物が 194 トンで同 2.51％の減尐、容器包装リサイ
クル法等に基づくリサイクル品が 491 トンで同 7.70％の減尐となりました。今後とも廃棄物の減
量化、並びに再資源化の推進と、施設の適正な維持管理に努めてまいります。
また、ゴミの処理・分別について理解を深めようと、市内の小学校２校から 62 人がクリーン・
リサイクルセンターの視察に訪れました。
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係る住民説明会を、８月４日
から 10 日まで、施設周辺の４地区において実施しました。今後も市民の理解と協力を得ながら、
事業の推進に努めてまいります。
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６月６日、森吉山ダム広報館前において、北秋田警察署、米代東部森林管理署、市遭難捜索救
助隊員の協力を得て、山菜採りなどに向かう入山者にチラシを配布するなど、山岳遭難防止啓発
活動を実施しました。
８月１日から８月 10 日までの夏の交通安全運動にあわせ、８月３日、道の駅「たかのす」付近
の国道７号において、綴子大太鼓を打ち鳴らしながら安全運転を呼びかける「ルート７目覚まし
大作戦」が行われました。北秋田警察署、交通安全協会、交通安全母の会など約 70 名が参加して
通行車両の運転手に啓発品を手渡し、安全運転を呼びかけました。
市民提案型まちづくり事業については、５団体が採択され事業実施中であり、現在４回目の募
集を行っております。

健康福祉部

＜福祉課関係＞
第 65 回社会を明るくする運動については、７月 11 日の米代川花火大会会場において、のぼり
の設置やポケットテッシュ等の配布でＰＲ活動を行い、７月 30 日には北秋田市文化会館で約 300
名の各関係機関・団体が参加し、家庭、職場、地域社会へ、犯罪や非行の防止を訴える市民集会
を開催しました。集会では内閣総理大臣メッセージの朗読、記念品等の贈呈、中学生の作文発表
の後、「更生保護のルーツを探る・・・異色の先覚、川村養助先生の足跡を中心に」と題し、秋
田県保護司会連合会顧問、目黒勵（はげむ）氏に講演を行っていただきました。
平成 27 年度北秋田市戦没者追悼式を８月 28 日、北秋田市文化会館において開催しました。戦
後 70 年を経て恒久平和の誓いのもと、関係者並びに遺族 200 人が参列し、北秋田市関係戦没者
1,700 人余りの英霊の遺徳を偲び、黙とう・献花を行いました。
消費税増税に伴う負担軽減のための一時金である「子育て世帯臨時特例給付金」については、
６月 15 日より申請受付を開始し、９月 15 日を申請期限としております。
「臨時福祉給付金」については、阿仁地区が８月 18 日、鷹巣・森吉地区が９月１日より申請受
付けを開始しました。合川地区は９月 15 日からの申請受付けとなります。
いずれの給付金も、10 月上旬より順次支給を開始する予定です。
「児童扶養手当」の現況届については、８月３日から受付並びに面接を実施しました。対象者
は 308 人となっております。
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＜高齢福祉課関係＞
本年度の敬老対象者（75 歳以上）は、７月１日現在で 8,293 人（前年度 8,291 人）、うち白寿
該当者は 19 人、米寿該当者は 331 人、新敬老者は 518 人となっております。
敬老式の案内や運営等については地区婦人会にお願いし準備を進めており、９月８日の森吉会
場をスタートに９月 19 日の鷹巣会場まで、市内 10 会場にて開催し長寿をお祝いいたします。
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 2,859 人となっており、そのう
ちサービス受給者が 2,452 人で認定者数に対する受給率は 85.76％となっております。昨年同期と
比較すると認定者数は 13 人、サービス受給者は 41 人増加しております。
また、介護保険制度改正により８月から一定以上の所得者の利用者負担が２割に引き上げにな
りました。当市の引き上げの該当者は 82 人となっております。

＜医療健康課関係＞
成人健診事業については、森吉地区から順に合川、阿仁、鷹巣の４地区において実施し、個別
医療機関方式、ドック方式を除き７月 24 日で終了しました。
各種健診の受診数は、さわやか健康診査 54 人、特定健康診査 1,705 人、一般健康診査 9 人、後
期高齢者健康診査 1,040 人となっており、各種がん検診等は、胃がん検診 1,746 人、大腸がん検
診 3,204 人、肺がん等検診 3,025 人、前立腺がん検診 1,047 人、肝炎ウイルス検診 9 人、子宮頸
がん・婦人科超音波検診 349 人、乳がん検診 419 人、骨粗しょう症検診 342 人となっております。
また、特定健康診査の結果、特定保健指導対象者 202 人中 113 人が特定保健指導を受けておりま
す。
心の健康づくり事業については、県自殺予防対策キャラバン隊が８月６日当市を訪れ、今後の
自殺予防対策推進に向けて、市民団体といっしょに意見交換をしております。
母子保健事業については、乳幼児健診の場で「思春期ふれあい体験学習」を実施し、阿仁中学
校と鷹巣单中学校の３年生あわせて 27 人が参加して、子育てについての事前学習の他、乳幼児と
のふれあいを体験しました。
食育推進事業については、小学校 1 年生対象の「食育ジュニア」を７月 27 日から 31 日までの
日程で市内４会場にて実施し、
あわせて 67 人の参加がありました。
今後も関係機関と連携をとり、
幼尐期からのよりよい食習慣の定着を図ってまいります。
献血実施状況については、７月末現在で献血者数が 324 人となっております。
北秋田市地域医療連携センター運営協議会事業については、「在宅医療･介護研修会」を６月 28
日に北秋田市交流センターで開催しました。第１部で白十字訪問看護ステーション統括所長秋山
正子先生にご講演をいただき、第２部では、秋山先生と秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
教授中村順子先生とのフリートークを行い、市内外から参加した医療介護関係者及び市民ら約 130
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人が、地域においてがんにかかったり、介護が必要になっても在宅で暮らしていくために大切な
ことを学びました。

＜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、阿仁診療所では、内科 2,489 人で前
年同期対比 61 人（2.4％）の減、外科 3,148 人で前年同期対比 145 人（4.8％）の増、歯科 934 人
で前年同期対比 27 人（2.8％）の減となっております。次に、合川診療所では 2,800 人で、前年
同期対比 214 人（7.1％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、内科 4,049 人で前年
同期対比 165 人（3.9％）の減、小児科 289 人で前年同期対比 50 人（14.8％）の減、整形外科 1,113
人で前年同期対比 72 人（6.9％）の増、脳血管外科 271 人で前年同期対比 18 人（6.2％）の減、
心臓血管外科 52 人で前年同期対比 28 人（35.0％）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。

産業部

＜農林課＞
今年の水稲については、順調に生育し出穂期は平年より２日程度早くなりましたが、７月から
の尐雨及びカメムシ被害により品質低下が懸念されております。今後は適期刈り取り等の指導を
関係機関と一緒になって行い、安全・安心な北秋田産米の収穫に取り組んでまいります。
秋田県が行っている放射性物質検査については、今年も県单地区の一部の山菜に放射性物質が
検出されましたが、北秋田市地区では、５月にわらび、６月にねまがりたけ・みずの検査が行わ
れ全て不検出（測定限界値以下）となっております。米については、検査対象外となっておりま
すが、秋田県では風評被害防止や消費者の安全と信頼を図る観点から今年度も引き続き自主検査
とし、北秋田市では昨年までは４か所が検査対象でしたが、今年は１か所が検査対象となります。
検査開始初年度から全て不検出でありますが、検査結果が判明するまでは出荷・販売の自粛とな
りますので農家の皆様のご協力をよろしくお願いします。
７月 24 日から 25 日に発生した豪雨災害については、糠沢川の増水により 2.57ha 冠水し、大豆
に 347 千円の被害が発生しました。農地・農業施設災害は、農地１か所、農業用施設５か所、合
計６か所が国庫補助事業の査定を受け、順次、復旧事業を実施する予定となっております。
林業に理解を深め森林の大切さを感じてもらうことを目的に「第８回東北チェンソーアート競
技大会」が、７月 11 日 12 日に「北欧の杜公園」において開催され、７月 12 日には県民参加の森
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づくりを推進することを目的とした「2015 あきた水と緑の森林祭」も同時開催され、多くの方の
参加を得て成功裏に終了しております。
公有林整備事業については、市有林の下刈事業（26.29ha）が完成しております。
林道施設災害復旧事業については、繰越事業の阿仁線１号箇所ほか２件が完成しております。
鳥獣被害対策については、合川地区１頭、森吉地区３頭の合計４頭（８月 21 日現在）の熊を捕
獲し、農林作物の被害拡大及び人的被害の未然防止に努めております。

＜商工観光課関係＞
商工労働関係については、６月 23 日から 25 日にかけて、２年に一度行われる特定計量器の検
定が市内４か所で行われ、100 事業所、233 点の計量器の検査が行われました。７月４日から市内
４か所において北秋田市スーパープレミアム商品券を販売し、７月 16 日をもって 67,500 セット
が完売しております。７月 23 日に秋田県企業誘致推進協議会主催による「あきたリッチセミナー
ｉｎ ＴＯＫＹＯ」が開催され、首都圏の企業に対し、北秋田市をＰＲしております。
特産品については、７月 23 日に３回目となる『北あきたバター餅の日』記念イベントが開催さ
れ、バター餅体操や秋田北鷹高校家庭クラブ考案の「塩キャラメルチョコバター餅」の振る舞い
のほか、バター餅手作り体験などが行われ、たくさんの参加者で賑わいました。８月 22 日 23 日
には、市のアンテナショップである東京都板橋区ハッピーロード大山商店街振興組合主催の『第
５回大山ふるさと夏まつり』に参加し、市の特産品や新鮮野菜の品質の高さとおいしさ、観光を
ＰＲしております。
観光振興については、６月１日から北秋田市スーパープレミアム宿泊利用券を販売し、６月 19
日をもって、2,800 枚が完売しております。６月７日に第 30 回ふるさと踊りと餅っこまつりが好
天の中、銀座通り商店街で開催されました。各種団体からたくさんの踊り子が参加され、曲に合
わせて踊りを披露されました。最後に市民歌を皆で合唱し、観客を合わせた 8,000 人がおおいに
盛り上がりをみせました。
６月 28 日には森吉四季美湖まつりが森吉山ダム周辺を会場に開催され、
ステージイベントやカヌー体験・ダムの見学など多くの来場者で賑わいました。７月 11 日には、
県内でもっとも早く行われる第 24 回米代川花火大会が開催されました。観覧席には県内外から多
くの家族連れが訪れ、色とりどりの打ち上げ花火に 20,000 人の見物客が酔いしれました。７月 19
日には、阿仁熊牧場（くまくま園）のリニューアルオープ１周年記念イベントを開催しました。
イベントではヒグマの放牧場の見学のほか、エサ隠しゲームやジャズバンドの演奏などが行われ、
多くの家族連れのお客様で一周年をお祝いしました。８月７日には、第 29 回森吉山麓たなばた火
まつりが阿仁前田河川公園を会場に開催されました。会場には 5,000 人の見物客が詰め掛け、郷
土芸能や花火の打ち上げでイベントを楽しみました。８月 14 日には、第 44 回合川まとび、第 35
回合川ふるさとまつりが開催されました。当日は残念ながら雨天になり、婦人会や中学生による
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通り踊りを合川体育館で行ったほか、ステージ上においてはアマチュアバンドが出演し、賑わい
をみせていました。８月 16 日には、第 53 回阿仁の花火大会と灯篭流しが阿仁河川公園で開催さ
れました。たくさんのアトラクションが披露されたあと、23,000 人の見物客が山河に響く夜空の
花火を体感しました。昨年に引き続き、８月 19 日から 21 日にかけて、市長が台湾を訪問しトッ
プセールスを行いました。今回は、昨年当市へ訪問いただいたスキー協会関係者と交流を交わし
たほか、航空会社数社を訪問し、森吉山阿仁スキー場の新たな魅力のＰＲを行ってきました。

建 設 部

＜都市計画課関係＞
北秋田市日沿道・あきた北空港～二ツ井白神間建設促進期成同盟会の平成27年度総会が６月26
日に開催されました。引き続き国、県への要望活動や、産業祭等、市のイベント会場での啓発活
動及び工事の進捗状況の視察等を通じて、早期完成に向けた今年度の活動を進めてまいります。
住宅リフォーム緊急支援事業については、７月末で補助金交付決定数189件、交付決定額27,592
千円、対予算比61.3％となっております。
市営住宅宮前町団地建設事業については、本体工事、倉庫棟、外構工事が完成し、建設事業に
関連する工事をすべて完了しました。引き続き10月１日供用開始に向けた引越し等の作業を開始
しております。
また、既存市営住宅については、居住環境の維持向上を図るため東裏簡二団地の屋根塗装工事
を実施しております。

＜建設課関係＞
６月以降の道路工事関係については、舗装維持工事１件（横町～伊勢町線）を発注、４件（大
沢～李岱線「５月契約」、高校線「５月契約」、寺町線「５月契約」及び元町～柳生～みたこ線
「６月契約」）が完成、道路維持工事１件（ブナ森線）を発注、３件（大向～蟹沢線「５月契約」、
馬屋沢線「６月契約」及び幸屋線「７月契約」）が完成、排水維持工事６件（長坂線、小森線、
李岱鍛町線ほか１路線、根小屋高等学校線、阿仁合小学校線及び新屋布寺ノ下線）を発注、３件
（桂瀬駅前線「４月契約」、单鷹巣団地 20 号線「６月契約」及び中屋敷１号線「７月契約」）が
完成、交通安全施設工事１件（小森摩当線）を発注、１件（運動公園線ほか１路線「７月契約」）
が完成、歩道橋撤去工事１件（県道鷹巣川井堂川線）を発注、道路新設改良工事２件（米代町線
歩行空間整備工事、元町～東上綱線）を発注、３件（七日市～松沢線「５月契約」、昭和～合地

13

線「５月契約」及び川井神社線「５月契約」）が完成、舗装新設工事１件（川井神社線）を発注
しております。
橋梁工事関係については、橋梁維持工事１件（大町橋「６月契約」）が完成しております。
河川工事関係については、河川維持工事１件（西ノ又沢川）を発注、２件（田沢川「５月契約」、
大沢川「５月契約」）が完成しております。
社会資本整備交付金事業については、舗装補修工事４件（堂ヶ岱～藤株線、桂瀬駅前線、鷹巣
～前山線及び摩当鎌沢線）を発注、１件（桜木町線「７月契約」）が完成、橋梁補修工事１件（今
泉橋）を発注、１件（西宮ノ目橋「５月契約」）が完成、路面性状調査業務委託１件（坊沢～大
向線ほか６路線）、ＰＣグラウト充填度調査業務委託（五味堀橋）を発注しております。

＜上下水道課関係＞
簡易水道事業については、東地区簡易水道浄水場１号送水ポンプ更新工事が完成しております。
また、森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業については、平成 28 年度完成を目指し、米内
沢浄水場土木建築工事、米内沢浄水場機械電気設備工事、長野沢基点配水場建築工事３件を２か
年継続工事として発注しております。
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２件、舗装復旧工事２件を発注し
ております。
また、单部管渠詳細設計業務委託、单部地質調査業務委託及び北秋田市効率的汚水処理施設整
備構想策定に関する検討業務委託を発注しております。

消防本部

＜常備消防関係＞
平成 27 年５月 11 日から平成 27 年８月 20 日までの火災については、建物火災が２件、車両火
災が２件、その他火災が２件で本年の累計数が 17 件となっており、昨年同時期と比較し１件の増
となっております。
火災予防対策として、防火巡回の強化を図っているほか寺院を対象とした特別査察を行い、各
地域で開催された祭典や花火大会等において露店に対する防火指導を実施しております。
救急出場件数は 456 件で、種別では急病 300 件、一般負傷 54 件、交通事故 34 件、その他 68 件
となっております。今夏における熱中症傷病者はこれまで８人搬送しております。ドクターヘリ
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は８件の出動要請をして、８人の傷病者を搬送しております。救助出動は 18 件で、救出活動及び
救急支援をしております。
捜索活動では、８月 14 日阿仁打当内地内において山菜採りで入山し行方不明となり、３日間捜
索を行っております。また、８月 16 日には太平湖小又峡の三階滝上流で、沢登り中の２人が滝つ
ぼに転落し不明となり、４日間検索救助活動を行っております。
各種訓練では、消防救助技術秋田県大会引揚救助の部において東北大会への出場権を獲得し、
７月 30 日福島県消防学校で行なわれた東北大会引揚救助の部において上位入賞を果たしました。
また、７月８日から７月 29 日まで水難救助技術向上のため米代川で基本応用訓練を行い、八峰
町チゴキ崎において海洋訓練を行なっております。さらに、８月 25 日阿仁川阿仁河川公園一円で
防災ヘリなまはげとの連携訓練を実施しております。
研修では、消防に関する高度の知識及び技術を総合的に修得させ、上級幹部に相応しい人材を
養成するため、秋田県消防学校幹部教育課程を受講しております。

＜非常備消防関係＞
７月４日に大館市で開催された第 68 回秋田県消防大会において、
森吉第７分団皆川高広団員が、
大館北秋田支部消防団員を代表してこれからの消防団活動に対する意見発表を行っております。
北秋田市消防訓練大会が７月 12 日合川健康広場で開催され、規律訓練、自動車ポンプ操法、小
型ポンプ操法の各部で日頃の訓練成果を競い合いました。成績上位の分団は、７月 26 日に上小阿
仁村民グラウンドで行われた秋田県消防協会大館北秋田支部主催の消防訓練大会に出場し、これ
までの訓練の成果を遺憾なく発揮しております。
また、７月 24 日から 25 日の集中豪雨による河川の増水では、水防団員が出動して河川の警戒
にあたり被害の軽減に努めております。

教育委員会

＜総務課関係＞
今年４月にオープンした「もりよし学校給食センター」は、大きなトラブルもなく順調に稼働
しております。現場では新しい機器への不慣れと、提供食数が多いため調理に時間が掛かり、年
度当初は配達が多尐遅れたりした学校がありましたが、現在は概ね解消されております。７月に
は給食担当教員の会議を開き各学校からの要望を聞いておりますので、さらに改善を加え、安全
安心な給食を提供出来るよう努めてまいります。

15

県の委託事業である「あきたリフレッシュ学園」の１学期利用者は 13 人、利用日数は 76 日と
なっております。また、８月４日から７日まで３泊４日の日程でサマーキャンプを実施し、８名
が参加しております。このキャンプには秋田大学教育文化学部の学生７人がボランティアとして
子ども達の指導に当たっていただきました。

＜学校教育課関係＞
８月５日に行われた第 50 回全国交通安全子供自転車全国大会で、鷹巣单小学校自転車部が団体
の部で同校最高成績となる４位になりました。
８月６日には、３回目の「きたあきた子ども議会：小・中学生」が開催されました。各小中学
校の代表 23 人が、議会の仕組みや役割、市の行政の仕組みなどを学び、まちづくりのための質問
や提案を真剣に行いました。
８月 25 日には、２回目の「いじめゼロサミット」が開催され、いじめ根絶に向けて各小中学校
の代表児童生徒が真剣に話し合いました。今回は、いじめに結び付くことのあるネットについて、
正しい使い方やルールを中心に話し合いました。

＜生涯学習課関係＞
子どもふるさと交流推進事業について、７月 18 日から 20 日に合川中学校２・３年生 16 人と、
まと火保存会など関係者 13 人が東京都国立市を訪問し、子どもたちは合川まと火の実演などで国
立市の中学生と貴重な体験を通して交流を深めました。
新成人事業については、平成 27 年度の北秋田市成人式が、８月 15 日に文化会館を会場に開催
されました。本年度の対象者は 377 人で、そのうち 296 人が出席し級友との再会を喜び、近況を
報告しあう姿も多く見られました。市議会、恩師をはじめ多くのご来賓からの激励を受け、新成
人としての誓いを新たにしていました。
文化財の保護と活用について、現在一般公開を休止している伊勢堂岱遺跡の特別公開を８月 14
日から 16 日の３日間実施し 245 人の見学者が訪れました。ガイドは、今年度発足した小学生、中
学生、高校生のボランティアガイドの 27 人が行い、見学者から喜ばれておりました。世界遺産登
録に向けた機運を高めるとともに、遺跡の理解を深め北秋田市のＰＲにもつながりました。
民俗芸能の保存伝承事業として、北秋田市民俗芸能大会が８月 23 日に文化会館を会場に開催さ
れ、上杉獅子踊り保存会、阿仁からめ節保存会、根子番楽保存会、北秋雅楽会の４団体の出演で
多彩な伝統芸能が披露され、継承活動や郷土愛の醸成が図られました。
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＜スポーツ振興課関係＞
７月１日２日に、鷹巣体育館で第 11 回北秋田市チーム対抗卓球大会が開催され、延べ 130 人が
参加しました。
７月 14 日に、第 16 回高齢者スポーツレクリエーション大会が行われました。大会では鷹巣支
部会員 330 人が各地区に分かれ、自分の体力に合わせながら、爽やかな汗を流し交流を深めまし
た。
８月１日には、鷹巣陸上競技場で第 30 回北秋田市民陸上選手権が開催され、小中学生 90 人が
参加し、改修された競技場でのびのびとタイムを競いました。
同日北秋田市民プールでは、平成 27 年度スイム＆スマイルフェスティバル（水泳教室）が開催
され、北秋田市・上小阿仁村の小学生 24 人が参加し、市民プールは、子どもたちの歓声で賑わい
ました。
８月１日２日に、合川体育館と合川中学校体育館で平成 27 年度北秋田市・北秋田郡中学校新人
バスケットボール大会兼第 21 回合川招待女子小・中学校バスケットボール大会が開催され、女子
ミニバス５チーム、中学校男子２チーム、中学校女子 10 チームが参加し、残り１秒まで諦めずボ
ールを追い熱戦を繰り広げました。
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