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平成 26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 17 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 26 年度職員採用試験は、大学卒一般行政職及び保健師について６月 11 日から６月 30 日

まで受験申込みを受付し、あわせて 32 人の応募がありました。７月 27 日にノースアジア大学で

第１次試験が実施されております。また、高校卒一般行政職、消防吏員及び建築士については、

８月６日から８月 25 日まで受験申込みを受付し、あわせて 41 人の応募がありました。なお、建

築士については応募がありませんでした。第１次試験は９月 21 日にノースアジア大学で行われ

ます。 

７月 10 日に発生した台風８号と梅雨前線に伴う大雨による被害については、道路の公共土木

施設１箇所、農地・農業用施設９箇所ありました。なお、道路流出等により市道１箇所を通行止

めにする措置をとっております。 

７月 19 日に発生した阿仁合地区集中豪雨による被害については、住家の床下浸水が２棟あり

ました。 

８月１日に発生した大雨による被害については、田冠水 12ha、農地・農業用施設 12 箇所のほ

か冠水等により市道２箇所を通行止めにする措置をとりました。 

８月６日から 11 日に発生した大雨による被害については、住家の床下浸水１棟、道路の公共

土木施設４箇所、田冠水 12ha、農地・農業用施設 12 箇所、林道 16 箇所ありました。なお、土砂

崩れにより県道１箇所、市道１箇所（継続中）を通行止めにする措置をとりました。 
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<総合政策課関係> 

北秋田市・郡選出秋田県議会議員との意見交換会を８月１日に開催し、定住促進事業や阿仁熊

牧場のリニューアル事業、歩行空間整備事業などの重点推進事項と、医師確保や高規格道路の早

期整備など、国・県に対する要望事項等について意見の交換を行いました。 

市からの諸報告と市民と語り合う場とする移動行政懇話会を、８月４日から８日の日程で合川、

森吉、阿仁、鷹巣の各地区で開催しました。市からは定住促進基本方針や国民文化祭等について

報告し、周知と協力をお願いしております。 

国民文化祭内陸線アート事業で美術展を予定している旧浦田小学校をはじめとする会場で、地

元自治会など多くの市民の参加による清掃ワークショップを行いました。 

 

 

<内陸線再生支援室> 

平成 26年度秋田内陸地域公共交通連絡協議会が、７月４日開催され、秋田県・北秋田仙北両

市の秋田内陸線に対する今年度の支援内容等が再確認されました。 

７月 12日には、秋田内陸線を支援・応援する北秋田、仙北両市の各種団体による平成 26年度

第１回秋田内陸線支援団体情報交換会がセントラル合川を会場に開催されました。この情報交換

会は、昨年度から継続的に開催されており、今回は８団体、18名が参加し、各種団体等からの活

動報告の後、秋田大学濱田北秋田分校長をコーディネーターに、乗車促進につながる提案などの

活発な意見、要望が出され、有意義な情報交換会となりました。 

７月 19 日から 21 日までの３日間は、阿仁熊牧場「くまくま園」のリニューアルオープンに合

わせて、秋田内陸縦貫鉄道株式会社が阿仁マタギ駅前で臨時の出店を行ったことから、それに合

わせ着ぐるみによる賑やかしを実施いたしました。 

今後とも、沿線観光のＰＲやイベントによる増客、小、中、高校生への通学定期券補助等によ

る沿線乗客利用増への対策や国民文化祭の実施などによる県内外の誘客に向け、取り組んでまい

ります。 
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財 務 部 

 

 

<財政課関係> 

平成 26年５月 21日から平成 26年８月 18日までの工事等発注状況（500万円以上）は、次の

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２６年５月２１日から平成２６年８月１８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 

ＰＣＢ廃棄物処分業務 H26.6.9 39,070 
日本環境安全事業㈱ 北海

道事業所 

平成 26年度固定資産路線価鑑定評価業務及び時点

修正率算定業務委託 
H26.7.10 11,340 シンコウ補償㈱ 

旧竜森小学校体育館解体工事 H26.7.25 18,219 ㈲長岐建設 

財務部    ３件  68,629  

森吉庁舎屋上防水工事 H26.6.12 5,238 東北化工㈱ 

クリーンリサイクルセンター設備総合点検業務 H26.6.25 18,327 

エスエヌ環境テクノロジー

㈱ 

東京支店 

外側線設置工事 H26.7.24 5,205 ㈲北秋ライン工業 

市民生活部  ３件  28,770  

超音波診断装置 H26.5.27 8,116 ㈱大塚商店 

健康福祉部  １件  8,116  

阿仁熊牧場駐車場及び周辺整備工事 H26.5.28 19,440 秋田土建㈱ 

クウィンス森吉ろ過器取替工事 H26.6.12 5,508 ㈲工藤設備工業所 

市有林下刈事業 H26.7.10 5,259 ㈲新林林業 

北秋田市地域における地域資源の効果的プレゼン

テーションならびに地域活性化に関する事業 
H26.7.14 6,515 国立大学法人東京芸術大学 
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阿仁スキー場ゴンドラ握索機等更新工事 H26.7.23 81,000 
ＪＦＥメカニカル㈱営業本

部 

阿仁スキー場第１ロマンスリフト主要機器更新工

事 
H26.7.23 12,636 

ＪＦＥメカニカル㈱営業本

部 

広葉樹林再生事業・新植事業 H26.7.24 6,696 古河林業緑化㈱ 

阿仁スキー場第２ロマンスリフト主要機器更新工

事 
H26.7.29 12,957 日本ケーブル㈱東北支店 

農業災害査定設計書作成業務委託 H26.8.18 5,616 
㈱矢留測量設計 鷹巣営業

所 

産業部    ９件  155,627  

橋梁補修工事（伏影橋） H26.5.29 40,068 秋田土建㈱ 

北部・中部管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区） H26.5.29 16,416 
日本水工設計㈱北秋田事務

所 

森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業浄水場

他実施設計業務委託 
H26.5.29 116,640 

㈱三木設計事務所 北秋田

営業所 

鷹巣浄化センター空調機取替工事 H26.5.30 6,080 ㈲中嶋施設工業 

面整備工事（鷹巣処理区その７） H26.6.2 28,620 秋田機械建設㈱ 

北部・中部地質調査業務委託（鷹巣処理区） H26.6.12 6,480 
㈱自然科学調査事務所 北

秋田営業所 

地方道路交付金事業に伴う送水管移設工事（緑ヶ

丘地区） 
H26.6.16 8,046 ㈲和田設備工業 

舗装補修工事（1級市道 摩当鎌沢線） H26.6.26 14,796 ㈱佐藤庫組 

舗装補修工事（1級市道 町栄線） H26.6.26 33,480 秋田土建㈱ 

下水道管渠 TVカメラ調査業務委託 H26.6.26 5,054 豊興産㈱ 

ロータリ除雪車 2.2m幅 H26.6.27 34,560 暁商工㈱ 

除雪ドーザ 13～14t級 H26.6.27 18,014 暁商工㈱ 

道路改良工事（その他市道 昭和～合地線） H26.6.30 52,380 秋田機械建設㈱ 

水道管路管理システムデータ入力業務委託 H26.6.30 5,227 ㈱管総研 東京支店 

舗装補修工事（１級市道 鷹巣～前山線） H26.7.10 13,564 秋田土建㈱ 
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トンネル補修詳細設計業務委託（根子トンネル） H26.7.10 5,367 
大日本コンサルタント㈱秋

田営業所 

橋梁補修工事（三向橋） H26.7.10 23,220 秋田土建㈱ 

面整備工事（鷹巣処理区その２） H26.7.10 61,020 ㈲丸栄建設 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その２） H26.7.10 16,470 ㈲丸栄建設 

南鷹巣団地 53住宅バリアフリー改修工事 H26.7.10 5,616 米沢建築 

歩行空間整備工事（１級市道 米代町線） H26.7.11 52,920 ㈱芳賀工務店 

舗装維持工事（１級市道 元町～柳生～みたこ

線） 
H26.7.14 10,692 佐藤建設㈱北秋田営業所 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その１） H26.7.14 50,706 佐藤建設㈱北秋田営業所 

面整備工事（鷹巣処理区その３） H26.7.14 91,908 ㈱津谷組 

道路改良工事（その他市道 川井神社線）２工区 H26.7.24 45,252 ㈱佐藤庫組 

浄化センター設備機器修繕 H26.7.24 8,208 山岡工業㈱ 

北秋田市総合都市交通体系調査業務 H26.7.24 6,804 
㈱協和コンサルタンツ秋田

営業所 

南部管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区） H26.8.7 18,036 
㈱ウヌマ地域総研 北秋田

支社 

建設部   ２８件  795,644  

消防本部外壁改修工事 H26.7.28 9,590 ㈲碇谷建築 

消防本部   １件  9,590  

伊勢堂岱遺跡ガイダンス施設新築工事等監理業務

委託 
H26.5.28 9,903 ㈱歴史環境計画研究所 

北秋田市立森吉中学校・米内沢小学校スクールバ

ス運行業務委託（6～3月分） 
H26.5.29 6,065 秋北バス㈱ 

伊勢堂岱遺跡駐車場等外構工事 H26.5.30 105,300 朝日建設㈱ 

鷹巣陸上競技場管理棟改修工事 H26.6.2 45,900 ㈱芳賀工務店 

鷹巣陸上競技場管理棟給排水衛生設備工事 H26.6.3 9,309 ㈲和田設備工業 
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根子番楽伝承館トイレ建築工事 H26.6.12 6,642 ㈲鈴木ホーム 

鷹巣体育館非常用照明灯改修工事 H26.6.16 5,173 ㈾小畑電気商会 

合川小学校屋外教育環境施設整備工事 H26.6.26 115,236 ㈱佐藤庫組 

伊勢堂岱遺跡ガイダンス施設新築工事 H26.6.27 198,288 ㈱佐藤庫組 

鷹巣陸上競技場トラック改修工事 H26.6.27 170,640 
長谷川体育施設㈱ 

秋田営業所 

森吉コミュニティセンター照明器具取替（ＬＥＤ

化）工事 
H26.6.30 7,322 ㈲安藤電機 

合川小学校太陽光発電設備設置工事 H26.7.15 41,472 ㈲北秋電気工事商会 

森吉中学校格技場屋根改修工事 H26.7.24 8,100 ㈱ファインルーフ 

阿仁合小学校管理棟屋根改修工事 H26.7.24 12,204 ㈲長崎板金工業 

合川小学校グラウンド用具庫建設工事 H26.7.24 14,040 桜井工務店 

鷹巣小学校ランチルーム屋根防水改修工事 H26.7.28 7,203 ㈲森川防水工業 

前田小学校体育館屋根改修工事 H26.8.7 12,744 戸沢板金工業㈲ 

合川小学校放課後児童クラブ建設工事 H26.8.7 73,872 ㈱佐藤庫組 

教育委員会  １８件  849,413  

合計      ６３ 件  1,915,789  
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<税務課関係> 

 平成 26年度の市民税と国民健康保険税の当初賦課額、納税義務者数及び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． 市民税の当初賦課状況について 

 

２．国民健康保険税の当初賦課状況について 

▼世帯数 5,784世帯（前年比△145世帯）、内一般世帯数 5,457世帯（前年比△88世帯）、退職世

帯数 327世帯（前年比△57世帯） 

▼被保険者数 9,409人（前年比△236人）、内一般被保険者数 8,959人（前年比△133人）、退職

被保険者数 450人（前年比△103人） 

 

 

 

区   分 賦  課  状  況 

納税義務者数 普 通 徴 収 特 別 徴 収 計 

 

26年度 3,345人 
給与 9,229人 

14,771人 
年金 2,197人 

25年度 4,600人 
給与 8,242人 

15,075人 
年金 2,233人 

前年比 △ 1,255人 
給与 987人 

△ 304人 
年金 △  36人 

市 民 税 額 普 通 徴 収 特 別 徴 収 計 

 

26年度 176,368,800円 747,921,000円 924,289,800円 

25年度 235,008,100円 718,895,400円 953,903,500円 

前年比 △ 58,639,300円 29,025,600円 △ 29,613,700円 

区  分 賦  課  状  況 

一般被保険者分 普 通 徴 収 特 別 徴 収 計 

 

26年度 435,327,300円 90,000,700円 525,328,000円 

25年度 466,627,090円 81,267,937円 547,895,027円 

前年比 △ 31,299,790円 8,732,763円 △ 22,567,027円 

退職被保険者分 普 通 徴 収 特 別 徴 収 計 

 

26年度 40,442,100円 6,100円 40,448,200円 

25年度 71,424,410円 95,463円 71,519,873円 

前年比 △ 30,982,310円 △ 89,363円 △ 31,071,673円 
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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。測定結果は広報やホームページで公

表しておりますが、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。 

４月から７月までのクリーンリサイクルセンターへの北秋田市分のごみ搬入量は、3,946トン

で、前年度同期に比較して 219トン、率にして 5.25％の減少となっております。種類別では、可

燃物が 3,215トンで前年度同期比 4.79％の減、不燃物が 199トンで 1.97％の減、容器包装リサイ

クル法に基づく主要７品目は 532トンで 8.90％の減となっております。 

ごみの処理と分別について理解を深めようと、市内の小学校児童 12名（１校）と各種団体の

９名（２団体）がクリーンリサイクルセンターへ視察に訪れました。 

７月 31日に市役所本庁舎において、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

進施設建設工事の第１回事業者選定審査委員会が開催されました。平成２年４月稼動の現焼却施

設はすでに 24年を経過し、修繕費も増大していることから、新たな焼却施設の建設事業者を総

合評価一般競争入札で選定するために設置したものです。委員には学識経験者２名と市職員５名

が選任され、互選により委員長に全国都市清掃会議技術部長・荒井喜久雄氏（学識経験者）、副

委員長には秋田大学国際資源学部教授・柴山敦氏（学識経験者）を選出しました。第１回選定審

査委員会では、今後のスケジュール（案）、入札説明書（案）、発注仕様書（案）、落札者決定

基準（案）等の事務局案について審議しております。８月 18日には第２回選定審査委員会が開

催され、第１回の審議で訂正された内容の確認と、さらに修正を要する箇所について審議してお

ります。今後、入札を行い、今年度中には建設事業者を選定する予定です。 

８月１日から８月 10日までの 10日間「子どもと高齢者の事故防止」を運動の重点として、夏

の交通安全運動が実施されました。運動初日の１日には、北秋田警察署、交通安全協会、交通安

全母の会など約 100名が参加し、道の駅「たかのす」付近の国道７号において、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、２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。 
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健康福祉部 

 

 

<福祉課関係> 

第 64回社会を明るくする運動については、７月 13日の米代川花火大会会場において、のぼり

の設置やうちわ等の配布でＰＲ活動を行い、７月 22日には北秋田市文化会館で約 250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。集会では法務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、当市の

シンガーソングライター本城奈々さんと秋田北鷹高校吹奏楽部の皆さんによるミニコンサートで

幕を閉じております。 

 平成 26年度北秋田市戦没者追悼式を、８月 26日北秋田市文化会館において開催しました。戦

後 69年を経て恒久平和の誓いのもと、関係者並びに遺族 190名が参列し、北秋田市関係戦没者

1,700名余りの英霊の遺徳を偲び、黙とう・献花を行いました。 

 消費増税に伴う負担軽減のための一時金である「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例

給付金」については、７月 14日より申請受付を開始しました。申請期限は 10月 14日としてい

ます。８月 28日現在の申請状況は、臨時福祉給付金が 54％、子育て世帯臨時特例給付金が 78％

となっています。なお、８月までの申請者に対しては、９月末の支給を予定しています。 

 ８月４日から、児童扶養手当現況届の受付並びにひとり親世帯の面接を実施しました。対象者

は 302人となっています。 

 「北秋田市子ども・子育て会議」を８月 25日に開催しました。この会議は、平成 27年度に施

行される子ども・子育て支援法に基づき各自治体が策定する「子ども・子育て支援事業計画」に

ついて審議するものです。第１回の会議では、委員への委嘱状交付を行い、「子ども・子育て支

援新制度」「ニーズ調査の結果」「北秋田市子ども・子育て支援事業計画（草案）」について説

明を行いました。今年度内に「北秋田市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 

また、「北秋田市第４期障がい福祉計画」策定のため、９月４日に策定委員の方々に委嘱状を

交付し、第１回目の委員会を開催しました。年度内に計画を策定する予定となっています。 

 

 

<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 8,291人、(前年度 8,281人)、うち白寿該

当者は 20人、米寿該当者は 318人、新規敬老者は 475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 10日の森吉

会場をスタートに９月 21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。 
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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 2,846人となっており、その内

サ－ビス受給者が 2,411人、認定者数に対する受給率は 84.72％、昨年同期と比較すると認定者

数は 63人、サ－ビス受給者は 25人の増加となっております。 

また、今年度は、第６期の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定年度であり、７月には市

民アンケートを行い、その意見・要望等を踏まえた計画を策定すべく去る８月７日には、第１回

目の北秋田市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会を開催いたしました。委員会は今後４回の開

催が予定されており、地域の実情にあった計画書の策定に向けて作業を進めてまいります。 

 

 

<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てきた

健診が、個別医療機関方式、ドック方式を除き８月６日で終了しました。 

 各種健診の受診数は、特定健康診査 1,918 人、一般健康診査 54 人、後期高齢者健康診査 1,104

人となっており、各種がん検診等は、胃がん検診 1,944 人、大腸がん検診 3,516 人、肺がん等検

診 3,366 人、前立腺がん検診 1,187 人、肝炎ウイルス検診 15 人、子宮頸がん・卵巣腫瘍検診 548

人、乳がん検診 579人、骨粗しょう症検診 314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 256 人中 158 名が特定保健指導を受けており

ます。 

 母子保健事業については、乳児と中学生のふれあいを目的として「思春期ふれあい体験事業」

を実施し、阿仁中学校と鷹巣南中学校の３年生合わせて 34 人が参加し、乳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 25 日から 31 日までの

日程で市内４会場にて実施し、合わせて 82 人の参加がありました。今後も関係機関と連携をと

り、幼少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月末現在で全血献血者数が 310人となっております。 

 北秋田市保健センター運営委員会については、７月４日に今年度第１回目を開催し、委員への

委嘱状交付等を行っております。 

 「北秋田市新型インフルエンザ等対策行動計画」については、政府及び秋田県の「新型インフ

ルエンザ等対策行動計画」を踏まえて策定しております。 

 予防接種事業については、予防接種法施行令の一部改正により、10 月１日から定期の予防接種

の対象疾病として、「水痘」と「高齢者の肺炎球菌感染症」がそれぞれ追加されることに伴い、

市では任意予防接種から定期予防接種として継続して助成実施してまいります。 

 ４月から７月までの市立３診療所の外来患者数については、次のとおりです。阿仁診療所では、

内科 3,341人で前年同期対比 133人（3.8％）の減、外科 3,957人で前年同期対比 34人（0.8％）

の減、歯科 1,279 人で前年同期対比 80 人（6.7％）の増となっております。次に、合川診療所で
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は、4,088 人で前年同期対比 160 人（3.8％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、

内科 5,602人で前年同期対比 211人（3.6％）の減、小児科 532人で前年同期対比 13人（2.4％）

の減、整形外科 1,420人で前年同期対比 102人（7.7％）の増、脳血管外科 368人で前年同期対比

10 人（2.8％）の増、心臓血管外科 107 人で前年同期対比 25 人（30.5％）の増となっております。 

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 

 

 

<農林課関係> 

今年の水稲ついては、春にはエルニーニョ現象の発生により冷夏が予想されましたが、発生も

なく順調に生育し、例年よりも若干早く出穂しておりましたが、８月の断続的な降雨により薬剤

散布が進まず、カメムシ被害やいもち病の発生により品質低下が懸念されております。また、出

穂後の日照時間が少なく経過していることから、刈り取り適期は遅くなると予測されていますの

で、今後は適期刈り取り等の指導を関係機関と協力し行ってまいります。 

秋田県が行っている放射性物質検査については、県南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・みず、６月にねまがりたけ・阿仁川のアユの検

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、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、今月中旬より旧市町村単位（69箇所）で行われ、北秋田市では４箇所が検査対象と

なります。検査開始初年度から全て不検出であり、今年の米についても不検出を確信しておりま

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。 

農地・農業用施設災害については、残念ながら連続発生となりました。７月 10日発生の梅雨

前線豪雨災害については、農地３箇所、農業用施設６箇所、合計９箇所が、８月１日発生の豪雨

災害については、農地２箇所、農業用施設 10箇所、合計 12箇所、水稲 12haが冠水被害を受け

ております。８月６日から 11日発生の豪雨災害については、農地７箇所、農業用施設５箇所、

合計 12箇所、更には、水稲 12haが冠水被害を受けております。今後は、国庫補助事業の査定を

受け、順次、復旧事業を実施し、来年の営農に影響が無いよう努めてまいります。 

公有林整備事業については、下刈事業(32.74ha)、広葉樹林再生事業・新植事業(2.99ha)を発

注しております。 

 

林道施設災害復旧事業については、繰越事業の立又線１号箇所ほか２件が完成しております。 
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また、８月６日から 11日の豪雨により、補助該当として奥見内線１号箇所ほか２件の被害が

あり、災害復旧事業査定に向け準備を進めております。 

鳥獣被害対策については、鷹巣地区６頭、合川地区１頭、森吉地区４頭、阿仁地区１頭の合計

12頭(８月 26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。引き続き、北秋田地域振興局、警察、猟友会等と連携を密にし、市民生活の安全を図って

まいります。 

 

 

<商工観光課関係> 

企業誘致関係については、７月 24 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しました。また、

８月 21 日の「あきたリッチセミナー ｉｎ ＯＳＡＫＡ」では関西圏の企業に対し、市の企業誘

致制度の紹介と観光のＰＲをしてきました。 

緊急雇用創出事業については、国の地域人づくり事業を活用して、新たに１事業、２名を雇用

しております。 

特産品振興については、７月 23 日に２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、秋田北鷹高等学校吹奏楽部の生演奏によるバター餅体操や同校家庭クラブの『ＢＭ－

１』グランプリ受賞作品が振る舞われ、たくさんの参加者で賑わいました。 

８月８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、『比内地鶏と

ししとうのカレー』のブラッシュアップ事業など３事業所が採択になり、改良や新たな特産品開

発に取り組んでおります。 

８月 23 日、24 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４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おいしさと

品質が高く評価されたほか、市内観光をＰＲしてきました。 

観光振興については、６月 22 日に森吉山ダム周辺を会場に「森吉四季美湖まつり」が開催さ

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 13 日

には昨年に引き続き一日順延となりましたが、第 23 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などが訪れ、華やかなスターマインの光と音のショーに酔いし

れました。７月 19 日から 21 日の３日間、阿仁熊牧場（くまくま園）のリニューアルオープ記念

式典とイベントを開催しました。記念式典には、佐竹敬久秋田県知事をはじめ多くの来賓の方々

に出席していただいたほか、イベントにおいては熊本県のＰＲマスコットキャラクター「くまモ

ン」に登場してもらい、会場を大いに盛り上げていただきました。なお、イベント期間中は約

7,800 人の来場者で大いに賑わいました。今後は生命の尊さ、大切さを感じていただき、自然と

ヒトと動物（クマ）をつなぐ場として阿仁熊牧場（くまくま園）の誘客活動に努めていきます。 
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 「第 28 回森吉山麓たなばた火まつり」が８月７日、阿仁前田河川公園を会場に開催されまし

た。当日は悪天候に見舞われましたが、会場にはたくさん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 43 回合川まとび、第 34 回合川ふるさとまつり」が健康広場を中心に開

催されました。合川太鼓による呼太鼓、婦人会・中学生による通り踊りが披露されたほか、ステ

ージ上においては、アマチュアバンドやお笑い芸人等で大いに賑わいました。 

 ８月 16 日は伝統の「第 52 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。

午後から秋田大学生や地元児童、生徒のアトラクションが披露されたあと、山河に響く真夏の夜

空の花火の光と音を体感しました。 

 昨年に引き続き、８月 17 日から 22 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、キャビン付き雪上車や「くまくま園」など、新たな観光施設や森吉山阿仁スキー場

や樹氷の魅力をＰＲして滞留型観光の推進を重点的に行いました。 

 

 

建 設 部 

 

 

<都市計画課関係> 

北秋田市総合都市交通体系調査については、都市計画道路の再評価及び見直しを検討するため、

７月に委託契約を締結し業務に着手しております。 

住宅リフォーム緊急支援事業については、８月末で補助金交付決定数228件、交付決定額

31,121千円、対予算比50％となっております。 

市営住宅宮前町団地建設事業本体工事については、当初の工程どおり順調に進捗し、杭工事及

び基礎工事を終えて躯体工事に着手しております。 

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南鷹巣団地のバリアフリー工

事を実施し８月に完了しております。 

都市公園災害復旧工事（米代川河川緑地）については、６月下旬に完成し供用を再開しており

ます。 

 

 

<建設課関係> 

道路工事関係については、舗装維持工事２件（元町～柳生～みたこ線、大沢～李岱線）を発注、

３件（上杉塚の岱線、向本城米内沢停車場線、脇神舟場線）が完成、道路維持工事１件（葛黒～

吉ヶ沢線）を発注、２件（小阿仁線、葛黒～吉ヶ沢線）が完成、排水維持工事３件（前田駅前３

号線、坊沢堰線、高校線）、交通安全施設工事２件（小阿仁線、李岱川井線）、測量設計委託１
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件（大向～蟹沢線）を発注しております。道路新設改良工事３件（昭和～合地線、川井神社線２

工区、米代町線歩行空間整備工事）を発注、１件（川井神社線１工区）が完成しております。 

橋梁工事関係については、橋梁維持工事１件（柳生橋）を発注しております。 

社会資本整備交付金事業については、舗装補修工事４件（摩当鎌沢線、町栄線、七日市～松沢

線、鷹巣～前山線）、橋梁補修工事１件（三向橋）、トンネル補修詳細設計業務委託１件（根子

トンネル）を発注しております。 

公共土木災害復旧事業については、道路災害復旧工事３件（大印ノロ川線１号、大印ノロ川線

２号、東の又線）が完成しております。 

６月いっぱいを目途に通行止めとしていた大印ノロ川線は、応急工事が完了したことから、６

月 20日に通行止めを解除（大型車は通行止め）しました。 

また、８月５日～８日の豪雨により路肩が崩落したブナ森線は８月８日から応急工事が終了す

るまでの概ね９月末まで通行止めとしております。 

 

 

<上下水道課関係> 

簡易水道事業については、森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業に係る水源地揚水試験業

務委託、阿仁合簡易水道浄水場ろ過排水弁設置工事２件が完成しております。また、地方道路交

付金事業に伴う送水管移設工事ほか施設改修工事３件を発注しております。 

公共下水道事業については、鷹巣処理区において坊沢字深関街道下及び脇神字赤川岱地内で面

整備工事２件、綴子字佐戸岱及び脇神字平崎川戸沼地内で舗装復旧工事２件を発注しております。

また、南部管渠詳細設計業務委託及び南部地質調査業務委託を発注しております。 

 

 

消 防 本 部 

 

 

<常備消防関係> 

６月から８月までの火災については、７件発生し建物火災が３件、林野火災が１件、その他火

災が３件発生しており、前年比１件の減となっております。救急出動件数は 297件で、種別では

急病 205件、一般負傷 36件、交通事故 23件、転院搬送 17件となっております。ドクターヘリ

は６件の出動要請しており５人の患者を搬送しております。救助出動は 12件でそのうち５人を

救出しており、８月１日には増水した阿仁川の中州に取り残された釣り人を、防災ヘリ「なまは

げ」で救出しております。 



- 15 - 

職員研修については消防大学校の危険物課程、秋田県消防学校幹部教育課程に入校するととも

に救急救命士養成研修所に新たに入所して研修中であり、災害現場での活動で必要とされる各種

の資格取得に努めております。 

各種訓練については、救助訓練で水上の部、陸上の部それぞれにおいて秋田県大会が行われ、

水上の部では入賞を果たした吉田富昭士長、堀内幸大士長チームが７月９日宮城県利府町で行わ

れた東北大会に出場しております。また、水難事故に備えて７月７日から米代川鷹巣橋下流及び

八峰町沿岸で訓練を実施し、船舶操縦訓練や中洲に取り残された人を救出する訓練等を実施して

おります。 

 ９月７日には、阿仁合地区で大規模地震による災害が発生したとの想定で防災訓練を行い、市

民と防災関係機関が一体となった訓練が実施されました。訓練は多数の市民の参加を得て行われ、

災害が発生したときの対応を確認するとともに防災思想の普及啓発が図られました。 

 屋外イベント会場等の火災対策については、各地域での祭典行事や花火大会等において、露店

に対する火災予防の事前指導や災害発生時の対応等を主催者に指導するとともに、災害に備えて

会場の警戒を実施しました。 

 

 

<非常備消防関係> 

６月 24日に消防団員の確保を通じ、地域の防災体制の充実や地域の安心安全の確保に寄与し

た功績により、総務大臣から北秋田市消防団に感謝状が授与されました。 

北秋田市消防訓練大会が６月 29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 27日に合

川健康広場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、規律訓練の

部で阿仁第４分団が優勝し、これまでの訓練の成果を遺憾なく発揮しました。 

また、台風８号による大雨や８月に入ってからの大雨による河川の増水では、水防団員が出動

し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> 

来年春の開校を目指し、建設中の合川小学校校舎建設工事は、７月末で 67.9%の進捗率となっ

ており、年内完成に向け順調に進んでおります。また、旧米内沢総合病院跡地に建設の統合給食

センターの建設工事が本格的に始まりました。新センターへの厨房機器等備品の取得について、

本議会に契約案件を提案しておりますのでよろしくお願いいたします。 
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 今年度から市内小中学校の教育用パソコンの更新は従来のデスクトップパソコンからタブレッ

トパソコンに変更し、随時導入することとしました。８月には米内沢小学校、前田小学校、森吉

中学校、鷹巣中学校の４校にタブレットパソコンが導入され、市教育センター主催による、教職

員を対象としたタブレットパソコン操作講習会を開催しております。今後も情報教育の充実を図

るためＩＣＴ機器の環境整備に努めてまいります。 

 

 

<学校教育課関係> 

７月に行われた中学校全県総合体育大会では、鷹巣中学校女子陸上部が総合優勝を果たすなど

各種目で活躍しました。 

８月７日には、２回目の「きたあきた子ども議会：中学生」が開催されました。各校の代表 15

名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 22日には、「いじめゼロサミット」が開催され、いじめ根絶に向けた児童生徒の各校の

取り組みについて情報交換や意見交換を行いました。いじめ根絶に向けての各校の真剣な取り組

みに感心させられました。 

 

 

<生涯学習課関係> 

防災学習について、7月 26日、27日の両日に米内沢小学校で児童と保護者、地域住民ら 130

人が参加し、地域ぐるみの「防災キャンプ」が開催されました。災害が発生し学校が避難所にな

った場合を想定し、東日本大震災被災者の講話や被災地救助活動に当たった自衛隊の報告など、

災害の恐ろしさと防災の備えや対応について体験学習を深めました。また８月 29日、30日には

綴子小学校でも同内容で開催され、文部科学省の視察を受けております。 

「子どもふるさと交流推進事業」について、「合川まと火プロジェクト 2014」が、７月 30日

から８月１日まで東京都国立市で開催され、合川中学校の生徒や合川婦人会、合川まと火保存会

などから総勢 36人が参加し、多摩川河川敷公園で地元中学生と協同でまと火を灯し、国立市の

人たちに感動を与え、交流を深めました。 

また、８月２日から４日まで高校生レストラン「まごの店」で知られる三重県相可（おうか）

高校と秋田北鷹高校による交流事業をおこない、８月３日には「第１回北秋田市高校生料理コン

クール」が開かれ、両高校の生徒が比内地鶏等を使い料理の腕前を競いました。この交流事業は、

若い力による地域の活性化を目指し、新たな北秋田市の名産品開発につなげることや、地元の食

材と文化を見つめ直し、他の地域の食文化について深く理解する力を養うために推進しておりま

す。 
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新成人をお祝いし激励する、平成 26年度北秋田市成人式が、８月 15日文化会館を会場に開催

されました。本年度の対象者は 342人で、そのうち 271人が出席し、恩師をはじめ関係者からお

祝いと激励を受け、成人としての自覚と誓いを新たにしておりました。 

芸術文化の振興については、「浜辺の歌音楽館第 88回定期演奏会」が６月 28日に、テノール

歌手の天野英彦氏とピアニストの田中奈織美氏をお招きして音楽館を会場に開催されました。 

また、「第 29回国民文化祭・あきた 2014」開催事業の一環として、100日前カウントダウン

イベントが６月 29日に北秋田市交流センターで開催され、大館・北秋田地区の国民文化祭本番

に出演を予定している団体が、多彩なステージを披露しました。 

文化財の保護については、伊勢堂岱遺跡見学環境整備事業として、ガイダンス施設新築工事及

び外構工事の地鎮祭が７月 17日に、小ヶ田地内で関係者出席のもとに執り行われました。 

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 24日に文化会館を会場に開催

され、約 270人の観客の前で各地区の多彩な伝統芸能が披露され、継承活動や郷土愛の醸成に努

めました。 

 

 

<スポーツ振興課関係> 

 ７月 27日に、森吉総合スポーツセンターと森吉野球場で、第５回森吉クマゲラスポーツクラ

ブ住民交流会が行われました。交流会では、ユニカール、ラージボール卓球、ミニテニス、グラ

ウンドゴルフのニュースポーツに、小学生から高齢者まで世代を超えた参加者 90名が、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２日、３日の２日間、合川体育館と合川中学校体育館で、平成 26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 20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８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。   

８月３日には、北秋田市民プールで、平成 26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、小学校１年生から６年生まで 28名が参加し、市民プールは、子どもたちの歓

声で賑わいました。 

８月 10日に、第 21回夏井昇吉旗争奪全県選抜柔道大会が合川体育館で開催され、スポーツ少

年団４チーム、中学校男子 30チーム、中学校女子６チームが参加し、家族の応援をうけ熱戦を

繰り広げました。 

 


