平 成 2 5 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 18 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>
東日本大震災の被災地である岩手県山田町を引き続き支援するため、９月１日より 12 月末ま
での４ヶ月の期間で、職員の長期派遣を行っております。
平成 25 年度職員採用試験は、大学卒一般行政職について６月 12 日から６月 28 日まで受験申
込みを受け付けし、44 人の応募がありました。７月 28 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、消防吏員については、８月７日から８月 23 日ま
で受験申込みを受付し、第１次試験は９月 22 日にノースアジア大学で行われます。
８月８日、北秋田市として初めての「きたあきた子ども議会」を開催しました。子ども議会で
は、市内 13 小学校から、26 名の子ども議員が選出され、４つのグループから９項目についての
一般質問が行われたほか、「きたあきた子ども議会宣言」が採択されました。
北秋田市民歌を制定するため、７月１日から９月 30 日まで、歌詞、作曲者及び讃歌の募集を
行っております。８月 20 日現在の応募状況は、歌詞８件、作曲者 11 件、讃歌０件となっており
ます。
７月 12 日発生の大雨による被害は、住家床下浸水１棟、田・畑冠水 350.9ha、道路・河川の公
共土木施設８ヵ所、農地・農業用施設 15 ヵ所、林道５ヵ所のほか冠水等により市道 13 ヵ所を通
行止めにする措置をとっております。
８月９日発生の大雨による被害は、住家床上浸水１棟、非住家床下浸水１棟、田・畑冠水
141.4ha、河川９ヵ所、農地農業用施設 26 ヵ所、米代川河川緑地１ヵ所のほか冠水等により市道
４か所を通行止めにする措置をとっております。
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<総合政策課関係>
（仮称）北秋田市生涯学習交流施設設計業務プロポーザル実施に係る選定委員会が７月 10 日
と７月 24 日に開催され、(株)青島裕之建築設計室一級建築士事務所が最優秀者に選定されまし
た。
北秋田市・郡選出秋田県議会議員との意見交換会を７月 31 日に開催し、地方交付税の確保や
空き家対策、観光振興事業など市の重点推進事項や、これらに伴う国・県に対する要望事項につ
いて意見の交換を行いました。
７月 11 日、文化庁の実行委員会で第 29 回国民文化祭あきた 2014 北秋田市主催事業の内陸線
アート、現代詩フェスティバル、チェンソーアートフェスティバルの３事業が承認されました。
プレ事業として、６月９日に現代詩フェスティバルプレイベント「北の風土・詩作の旅～詩の
小径」、６月 29 日、30 日に第６回チェンソーアート競技大会と共催で「木のアート展～北の大
地に舞う赤とんぼ大作戦」を行いました。

<内陸線再生支援室>
秋田内陸線に関する地域懇談会が６月 26 日の鷹巣地区を皮切りに、７月 10 日の西明寺地区ま
での計７地区で開催され、延べ 141 名の参加者で内陸線の現状と課題等について活発に話し合わ
れ、増客への理解が深められたところです。
７月２日には平成 25 年度の秋田内陸地域公共交通連絡協議会が開催され、県・両市の今後の
内陸線への支援を再確認したところです。
７月 28 日には内陸線を支援・応援する各種団体等の第１回秋田内陸線支援団体情報交換会が
初めて比立内農村環境改善センターで開催されました。
交換会には９団体 34 名の出席で各団体からの活動報告に続いて、濱田秋田大学北秋田分校長
をコーディネーターに活発な情報交換会となり、各支援団体による協働活動を申し合わせたほか、
次回を西木地区で開催することで終了しました。

財 務 部

<財政課関係>
平成 25 年５月 29 日から平成 25 年８月 13 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。
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工事等発注一覧表
※ ５００ 万円以上（消費税含む）
平成２５年５月２９日～平成２５年８月１３日
工事名（業務名）
行政評価システム構築・導入支援事業

総務部

契約年月日
H25．6．4

１件

契約額
（千円）

請負業者名

5,722 行政経営㈱

5,722

平成２５年度 標準宅地鑑定評価及び時点修正率算定
業務委託

H25．6．20

5,229 シンコウ補償㈱

内部情報系用パソコン

H25．6．20

6,216

財務部

２件

東光コンピュータ・サービス㈱
北秋田営業所

11,445
エスエヌ環境テクノロジー㈱
東京支店

クリーンリサイクルセンター１号炉補修工事

H25．7．3

17,850

（仮称）北秋田市クリーンリサイクルセンター焼却施設
建設事業に係る生活環境影響調査業務委託

H25．8．1

8,494

（仮称）北秋田市クリーンリサイクルセンター焼却施設
基本設計業務委託

H25．8．1

7,329 ㈱日水コン秋田事務所

市民生活部

３件

旧公立米内沢病院解体工事設計監理業務委託

健康福祉部

㈱オリエンタルコンサルタンツ
秋田事務所

33,673

H25．7．18

１件

12,285 ㈲奈良田建築設計事務所

12,285

阿仁熊牧場施設整備工事

H25．6．28

打当温泉マタギの湯エアコンほか設置工事

H25．7．18

8,849 ㈲ヤマグチ

管理省力化施設整備工事（綴子１号）

H25．7．18

12,579 東光鉄工㈱

管理省力化施設整備工事（綴子３号）

H25．7．18

8,064 三光テクノ㈱大館営業所

北秋田市クウィンス森吉給湯配管取替工事

H25．8．1

7,329 ㈲工藤設備工業所

小型バス

H25．8．1

6,247 暁商工㈱
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318,150 秋田土建㈱

産業部

６件

361,218

橋梁補修工事（新田目橋）

H25．6．6

50,914 ㈱佐藤庫組

舗装維持工事（市道 七日市～妹尾館線）

H25．6．6

9,082 ㈲丸栄建設

除雪ドーザ１１ｔ級

H25．6．6

14,679 暁商工㈱

除雪ドーザ８ｔ級 その１

H25．6．6

10,257 ユニキャリア㈱大館支店

除雪ドーザ８ｔ級 その２

H25．6．6

12,390 幸和機械㈱鷹巣営業所

除雪ドーザ５ｔ級

H25．6．6

6,594 幸和機械㈱鷹巣営業所

舗装補修工事（１級市道 横町～伊勢町線外１路線）

H25．6．20

7,938 佐藤建設㈱北秋田営業所

舗装補修工事（１級市道 阿仁前田停車場線）

H25．6．20

5,932 ㈱藤島組

交通安全施設工事（市道 李岱川井線）

H25．6．21

9,657 ㈲宗和

用地測量業務委託（その他市道 昭和～合地線）

H25．7．18

9,397 ㈲測土開発

橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

H25．7．18

7,140

林岱団地（５６住宅）外壁改修工事

H25．7．18

6,615 金田工務店

森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業
水利権使用許可及び経営認可申請書作成業務委託

H25．7．18

8,400

㈱三木設計事務所
北秋田営業所

森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業
水源井戸調査業務委託

H25．7．18

9,765

秋田ボーリング㈱
北秋田営業所

面整備工事（鷹巣処理区その１）

H25．7．18

25,578 ㈲丸栄建設

面整備工事（鷹巣処理区その９）

H25．7．19

8,400 ㈱大川建設

舗装維持工事（１級市道 元町～柳生～みたこ線）

H25．7．19

歩道改良工事（その他市道 古堰線）

H25．7．19

北部管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区）

H25．8．1

18,375

柴田工事調査㈱
北秋田営業所

南部管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区）

H25．8．1

18,375

㈱創研コンサルタント
北秋田営業所
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柴田工事調査㈱
北秋田営業所

12,705 佐藤建設㈱北秋田営業所
8,925 かつら造園建設㈱

奥山ボーリング㈱
北秋田営業所

北部地質調査業務委託（鷹巣処理区）

H25．8．1

6,300

南部地質調査業務委託（鷹巣処理区）

H25．8．1

6,300 ㈱ウヌマ地域総研北秋田支社

建設部

２２件

災害対応特殊屈折はしご付消防自動車
消防本部

273,718
H25．6．28

１件

109,200 ㈱能代消防センター
109,200

史跡伊勢堂岱遺跡ガイダンス施設及び
その他工事実施設計業務委託

H25．6．14

16,957 ㈱歴史環境計画研究所

環状列石保存処理業務委託

H25．6．25

16,590 ㈱トリアド工房

小学校冷房設備設置工事④

H25．6．27

6,668 斎藤電機工業㈱

中学校冷房設備設置工事①

H25．6．27

6,772 岩川電気

中学校冷房設備設置工事②

H25．6．28

9,271 土佐電気工事店

小学校冷房設備設置工事②

H25．7．1

7,257 ㈲北秋電気工事商会

小学校冷房設備設置工事①

H25．7．2

7,297 ㈲小塚電気商会

（仮称）北秋田市生涯学習交流施設設計業務

H25．7．25

史跡伊勢堂岱遺跡見学環境整備工事

H25．8．5

102,900 朝日建設㈱

合川中学校屋外教育環境施設整備工事

H25．8．12

178,080 ㈱佐藤庫組

教育委員会
合計

１０件

39,900 ㈱青島裕之建築設計室

391,692

４６件

1,198,953
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<税務課関係>
平成 25 年度の市民税と国民健康保険税の当初賦課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．市民税の当初賦課状況について
区

分

納税義務者数

賦
普 通 徴 収

課

状

況

特 別 徴 収

計

25 年度

4,600 人

10,475 人

15,075 人

24 年度

6,155 人

9,051 人

15,206 人

前年比

△ 1,555 人

1,424 人

△ 131 人

市 民 税 額

普 通 徴 収

特 別 徴 収

計

25 年度

235,008,100 円

718,895,400 円

953,903,500 円

24 年度

280,037,500 円

688,526,700 円

968,564,200 円

前年比

△ 45,029,400 円

30,368,700 円

△ 14,660,700 円

２．国民健康保険税の当初賦課状況について
世帯数 5,929 世帯（前年比△269 世帯） 、内一般世帯数 5,545 世帯（前年比△256 世帯）、退
職世帯数 384 世帯（前年比△13 世帯）
被保険者数 9,645 人（前年比△444 人） 、内一般被保険者数 9,092 人（前年比△403 人）、退
職被保険者数 553 人（前年比△41 人）
区

分

一般被保険者分

賦
普 通 徴 収

課

状

況

特 別 徴 収

計

25 年度

466,627,090 円

81,267,937 円

547,895,027 円

24 年度

482,715,149 円

75,976,103 円

558,691,252 円

前年比

△ 16,088,059 円

5,291,834 円

△ 10,796,225 円

退職被保険者分

普 通 徴 収

特 別 徴 収

計

25 年度

71,424,410 円

95,463 円

71,519,873 円

24 年度

71,040,751 円

59,797 円

71,100,548 円

前年比

383,659 円

35,666 円

419,325 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、４月以降は月１回実施し、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。
平成 25 年４月から７月のクリーンリサイクルセンターへの北秋田市分のゴミ搬入量は 4,165
トンで、前年同期に比較して 41 トン、率にして 0.99％の増となっております。種類別では、可
燃物が 3,378 トンで前年同期比 1.8％の増、不燃物が 203 トンで 4.54%の減、容器包装リサイクル
法に基づく主要７品目は 584 トンで 1.56％の減となっております。
ゴミの処理と分別について理解を深めようと、市内の小学校生徒等 56 名（３校）がクリーン
リサイクルセンターへ視察に訪れました。
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、一次募集に応募があった１団体が採択され事業実施中
であり、現在二次募集を行っております。

<市民課関係>
７月８日から外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始され、
住民票に「住民票コード」が記載されました。これにより、「住民基本台帳カード」の交付が受
けられるようになりました。
平成 25 年７月末現在の住民登録者数は、35,614 人（内外国人 168 人）で、その内訳は男
16,634 人（同 24 人）、女 18,980 人（同 144 人）、世帯数は 14,420 世帯（内外国人を含む世帯
161 世帯）となっております。
一般旅券（パスポート）の交付件数は、平成 25 年５月から平成 25 年７月末まで 51 件となっ
ております。
国民健康保険については、７月中旬に医療費通知を送付し、ご本人の医療費の全体像を把握し
ていただくとともに、医療費についての理解を深め、医療費の適正化につなげるよう努めました。
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健康福祉部

<福祉課関係>
「第 63 回社会を明るくする運動」については、７月 14 日の米代川花火大会会場において、の
ぼりの設置やパンフレット・うちわの配布などで犯罪や非行防止のＰＲ活動を行いました。また、
７月 16 日には北秋田市文化会館で関係機関・団体等約 230 人の参加の下、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、
保護司会やライオンズクラブからの記念品の贈呈、中学生の作文発表を行い、最後は鷹巣中学校
吹奏楽部によるミニコンサートで、参加者の意識の高揚が図られました。
平成 25 年度北秋田市戦没者追悼式については、８月 30 日に北秋田市文化会館において開催し
ました。戦後 68 年を経て恒久平和の誓いのもと、関係者並びに遺族会員約 250 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・献花を行い平和の誓いを新たにし
ました。
「北秋田市障害者生活支援センター」については、指定管理期間が平成 26 年３月末で終了す
ることから、６月に指定管理者選定委員会を設置し、７月には市広報・市ホームページを通じて
募集内容を掲載、募集予定団体に対して現場説明会を行っており、10 月には指定管理者選定委員
会を開催する予定であります。
北秋田市要保護児童対策地域協議会の代表者会議を７月 12 日に開催し、医療、教育、警察、
福祉関係機関の代表者 15 人の委員を委嘱しました。会議では、関係機関が情報の共有と連携を
密にし、虐待等の早期発見と適切な保護等を図るとともに要保護児童家庭への支援体制を充実さ
せることとしました。
児童扶養手当等の現況届については、８月１日から８月 30 日まで、対象者 308 人の現況面接
審査を実施し、申請、更新の手続きを行いました。

<高齢福祉課関係>
安心して暮らせる地域づくりを推進するため、市ではひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世
帯、障害を含め健康に不安を抱える方に「救急医療情報キット」を配布しておりますが、情報シ
ートは新しい情報に更新しなければ救急隊員が駆けつけても迅速に対応ができなくなることから、
昨年配布した世帯等を対象に、北秋田市社会福祉協議会の協力を得ながら更新及び新規申請の手
続きを行っております。
地域支援事業における二次予防事業対象者把握事業については、65 歳以上の調査対象者約
10,480 人に対してアンケート方式のチェックリストを配布し、７月 31 日現在、回収数は 6,699、
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回収率 64％となっております。その中で要介護状態となるおそれのあると認められた方達につい
ては、「健康づくりシニア」として通所型・訪問型介護予防事業への参加を勧めております。ま
た、地域からの要望に応えて行っている出前介護予防教室については、７月末までの開催回数が
23 回で、412 人の方が参加されております。
包括的・継続的支援事業については、認知症の方が年々増加している現状をふまえ、市では、
６月 25 日に初めての試みとして、認知症サポーターキャラバン・メイト養成講習会を開催しま
した。これは、地域で認知症を正しく理解し支援する認知症サポーターを養成するため、市民に
認知症の基礎知識を伝える講師役（キャラバン・メイト）が必要であり、そのための養成研修で、
介護関係者や行政関係者 35 人が受講しました。
地域高齢者を支援するためのネットワークづくりについては、七日市地区を対象に地域ネット
ワーク懇談会を７月 31 日に開催しました。自治会や民生児童委員、関係機関の方達が参加され、
地域の高齢者や支援を必要とする方々に対する見守り、支援をどのように進めていくのか活発な
意見交換がなされました。
ひまわりの家利活用検討委員会については、５月 17 日に第１回目の検討委員会を開催し、各
委員からは新たな提案等もありましたが、なかなか有効的な利活用案が見いだせず、７月 24 日
に開催した第３回検討委員会をもって、会議を閉じることとしました。今後の施設の利活用につ
いては、９月末を目処に市の最終的な考えを県に伝えることになります。

<医療推進課関係>
北秋田市地域医療連携センター運営協議会については、７月 26 日に第１回目を開催しました。
協議の内容は、昨年度の活動実績の報告と本年度の事業計画について説明しております。

<診療所関係>
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 2,874 人で前年同期対比 409 人（12.5％）の減、外科 3,495 人で前年同期比２人（0.1％）の
増、歯科 1,199 人で前年同期比 60 人（4.8％）の減となっております。次に、合川診療所では、
4,248 人で、前年同期対比 696 人（14.1％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、
内科 5，813 人で前年同期比 428 人（6.9％）の減、小児科 545 人で前年同期比 21 人（4.0％）の
増、整形外科 1，318 人で前年同期比 259 人（16.4％）の減、脳血管外科 358 人で前年同期比 13
人（3.5％）の減、心臓血管外科 82 人で前年同期比８人（8.9％）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。

- 9 -

<健康推進課関係>
成人検診事業については、森吉、阿仁、合川、鷹巣の４地区において個別医療機関方式、国保
ドック方式を除き７月 29 日で終了しました。
各種健診の受診数は、特定健康診査 2,000 人、一般健康診査 53 人、後期高齢者健康診査 1,119
人となっており、各種がん検診等は、胃がん検診 1,998 人、大腸がん検診 3,648 人、肺がん等検
診 3,431 人、前立腺がん検診 1,207 人、肝炎ウイルス検診 14 人、子宮頸がん・卵巣腫瘍検診 526
人、乳がん検診 563 人、骨そしょう症検診 376 人となっております。
また、特定健康診査の結果、動機づけ支援対象者は 181 人、積極的支援対象者は 68 人となっ
ており特定保健指導に入っております。
歩いて健康づくりを図る市民ウォークの２回目である「マタギウォーク」は、６月 19 日に比
立内駅周辺を歩く 2.5 キロ・５キロコースに、66 人が参加し心地よい汗を流しておりました。
介護予防事業では、４地区で定例開催している「のびのび運動教室」に延べ 544 人の参加があ
りました。
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、合川中学校３年生と森吉中学校の１・２年生合わせて 14 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実施し、73 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月末現在で全血献者数は、335 人となっております。

産 業 部

<農林課関係>
今年の水稲は、３年連続の豪雪と更には春の低温により田植え期が遅れ、生育が心配されまし
たが、その後の高温傾向により例年同時期に出穂しております。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参ります。なお、昨
年はカメムシ被害により一等米比率が、色彩選別機を持たない鷹巣町農協では約 90％、導入済み
のあきた北央農協では約 98％と大きな開きがありました。今年度もカメムシ被害が懸念されます
が、鷹巣町農協では市の補助金を活用し、色彩選別機を導入することにより、一等米比率があき
た北央農協と同程度まで向上すると思われます。
福島第一原発事故に伴う放射性物質検査については、改正により野生の山菜等を除き、秋田県
産農林水産物が検査対象外となりましたが、県では風評被害防止や消費者の安全・安心、信頼の
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確保を図る観点から、検査対象品目から除外された品目についても、今年度は自主検査としてこ
れまで同様の検査を実施しております。北秋田市地区においては、５月にわらび、６月にねまが
りだけ・みず、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、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。昨年も不検出であり今年の北秋田市地区の検査品目すべて不検出であることから、
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。
２つの市営牧場の管理でありますが、春の入牧以来、大きな事故もなく順調に経過しておりま
す。なお、鷹巣牧場については、老朽荒廃化した草地を緊急かつ計画的に整備するため、草地畜
産基盤整備事業を活用し今年度、草地整備を進めております。
７月 12 日から 13 日発生の豪雨災害については、主に小阿仁川及び綴子・米代川の増水により
管内の 351ha あまりが冠水しましたが、冠水時間が短く被害が最小限に留まっております。
農地・農業施設災害は、農地４箇所、農業用施設 10 箇所、合計 14 箇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であります。
８月９日発生の豪雨災害については、米代川及び糠沢川の増水により約 141ha が冠水し、多く
の農地に土砂が流入したため、水稲などの被害額が 3,517 万円となりました。
森林の持つ意義や森林づくりの重要性、必要性、また、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６回東北チェンソーアート競技大会」が６月 29 日・30 日に「北欧の
杜公園」において開催され、県内外から 20 名の選手参加があり、成功裏に終了しております。
公有林整備事業については、市有林の育成整備を図るため、下刈事業(37.81ha)、除伐事業
(8.28ha)を発注しております。
林道施設災害復旧事業については、繰越事業の阿仁線１号箇所が完成しております。また、７
月 12 日から 13 日の豪雨により、補助該当として、前山滝ノ沢線１号箇所ほか１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。
有害駆除については、鷹巣地区５頭、森吉地区１頭、阿仁地区１頭の合計７頭(８月 13 日現
在)の熊を捕獲駆除し、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・安心を図ってまいり
ます。

<商工観光課関係>
企業誘致関係については、７月 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しました。
緊急雇用事業関係については、国の起業支援型地域雇用創造事業を活用し、市の地域資源で新
商品を開発する事業など２事業を委託し、３名の新規雇用で失業者対策に取り組んでいます。
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特産品については、６月 29 日、30 日には、「地元の魅力を再発見！」と題し、イオンタウン
鷹巣において開店５周年記念イベント「北秋田市物産展」を開催し、市の特産品・観光・伊勢堂
岱遺跡の出土品をＰＲしました。
７月 10 日～16 日には、大阪市北区にある阪急百貨店うめだ本店で開催された物産展「元気
東北 味と技展」で北秋田市の観光と物産のＰＲを実施しました。関西初進出となる「北あきた
バター餅」は連日の完売で好評を得ました。
８月６日には、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、馬肉を用
いた饅頭など３事業所が採択になり、新たな特産品開発に取り組んでおります。
８月 24 日、25 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「とれたて村」主催の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
とおいしさをＰＲしました。
観光振興については、７月 13 日に開催予定でありました第 22 回米代花火大会が、前日までの
大雨により 14 日に順延され、見物客の出足が心配されましたが、観覧席には多くの家族連れな
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。
毎年、翠雲公園で開催されておりました合川あじさいまつりは、あじさいの開花時期にあわせ
た、鑑賞のできるまつりに切り替え、期間を７月 20 日から８月４日までとし開催しております。
期間中は、延べ 2,000 人を超える鑑賞客が訪れております。
７月 21 日には、森吉山ダム四季美湖夏まつりがダム広報館前をメイン会場に開催され、地域
住民が森吉山麓の自然環境を利活用した活性化に取り組みました。
第 27 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。
会場には大勢の見物客が詰め掛け、郷土芸能やダンス、絵灯篭、花火などたくさんのイベントを
楽しみました。
第 42 回合川まとび、第 33 回合川ふるさとまつりが健康広場を中心に開催され、アマチュアバ
ンドや呼太鼓、婦人会・中学生による通り踊りを披露したほか、郷土芸能合川太鼓とスペシャル
ステージで大いに賑わいました。
８月 16 日は伝統の第 51 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。アト
ラクションとして、阿仁からめ節や秋田大学生による「よさとせ歌舞輝」などが披露されたあと、
大勢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 23 日にかけて秋田県知事の呼びかけにより、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、森吉山の「樹氷」、世界一の「綴子大太鼓」及びバ
ター餅など「北秋田市の観光と食」にしぼって積極的なＰＲを展開し、台湾からの誘客に対し重
点的に取組みました。
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建 設 部

<都市計画課関係>
住宅リフォーム緊急支援事業については、８月 20 日現在で交付決定件数 235 件、交付決定額
33,762 千円、対予算比 56％となっております。
市営住宅の維持管理については、林岱団地の劣化した外壁の改修工事及び松ヶ丘団地の附帯物
置改修工事を実施し、長寿命化や居住環境の維持向上に努めております。
８月９日の米代川の増水により被災した、米代川河川緑地の復旧についてはごみの撤去など応
急の処置を施し、10 月に予定されている災害査定に向けて準備を進めております。

<建設課関係>
社会資本整備総合交付金事業については、新田目橋の橋梁補修工事、横町～伊勢町線ほか２件
のカラー舗装工事、根子トンネルの本体点検業務委託、荒瀬川線のロックシェッド点検業務委託、
牛滝橋ほか５件の橋梁補修詳細設計業務委託・橋梁長寿命化計画策定業務委託を発注しておりま
す。
道路工事関係については、阿仁前田停車場線排水維持工事、道城線交通安全施設工事、綴子家
の下線道路新設改良工事が完成し、排水維持工事（大野台東線、病院横通線、南鷹巣団地 17 号
線、元７号今泉線、幸屋渡線）５件、舗装維持工事（七日市～妹尾館線、元町～柳生～みたこ線、
蟹沢３号線、神成大岱線、向本城米内沢停車場線、羽根山鍛冶町線）６件、歩道維持改良工事
（李岱川井線、古堰線）２件、法面崩落防止工事（七日市～松沢線）１件、道路維持工事（大印
ノロ川線、大野岱～桂瀬線）２件、用地測量業務委託（昭和合地線）１件を発注しております。
公共土木施設災害復旧事業については、Ｈ24 年災の道路災害復旧工事が７件完成しております。
また、７月 10 日から 13 日の梅雨前線豪雨小阿仁線ほか１件の河川・道路災害と８月９日から 10
日の豪雨による河川災害２件については、今後の災害査定に向けた準備を進めております。
除雪事業については、防災・安全交付金事業により、ロータリ除雪車２台、小型ロータリ除雪
車２台、除雪ドーザ７台の計 11 台の除雪機械を新規購入し、冬期間の市民の安全で円滑な道路
交通を確保するために備えております。

<上下水道課関係>
上水道事業については、平崎川戸沼地区配水管布設工事１件を発注しております。
簡易水道事業については、中央配水池・大野岱配水池漏水修繕工事、東地区配水管布設工事ほ
か５件が完成しております。
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また、高津森小規模水道配水場フェンス設置工事ほか５件と森吉合川地区統合簡易水道施設整
備事業に係る水利使用許可及び経営認可申請書作成業務委託、水源井戸調査業務委託を発注して
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脇神字米ノ岱及び平崎川戸沼地内で面整備工
事２件を発注しております。
また、管渠詳細設計業務委託２件及び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>
５月から７月末までの火災発生・救急救助出動状況については、火災は 10 件で林野火災５件、
その他火災５件となっておりその他火災では、内陸線の枕木が焼損する火災が２件発生しており
ます。また前年同期比６件の増であります。
救急出場は、354 件で搬送人員は 328 人となっており、前年同期比 18 件の増で２人の増となっ
ております。種別では急病 242 人、一般負傷 35 人、交通事故 16 人、その他 35 人となっており
ます。また、救助出場は 12 件で２人を救出しており、前年同期比４件の減となっております。
捜索活動については、７月 17 日には阿仁かざはり苑の行方不明者を捜索し、死亡で発見して
おります。
７月 10 日に行われた第 42 回東北地区支部救助技術指導会において、基本泳法競技で吉田富昭
副士長が１位となり、８月 22 日広島県で行われた第 42 回消防救助技術全国大会に東北代表とし
て出場しております。
水の事故に備えた水難救助訓練については、７月 22 日から８月 20 日まで市民プールや米代川
鷹巣橋下流、八峰町チゴキ崎付近において、基礎訓練や人命検索、船舶操縦などの総合訓練を実
施しております。

<非常備消防関係>
７月 28 日秋田県消防協会大館北秋田支部主催の消防訓練大会が大館市田代地区で行われ、規
律訓練の部で阿仁第１分団が２位、小型ポンプ操法の部で阿仁第３分団が１位となり、総合では
北秋田市第１隊が２位となりました。小型ポンプ操法の部で１位の阿仁第３分団は、９月６日に
秋田県消防学校で行われる第 50 回秋田県消防操法大会に向け、日々訓練を重ねております。
７月５日・12 日及び８月９日の大雨洪水警報発令時には、水防団員延べ 150 人が出動し、河川
等の警戒に当たり被害の軽減に努めております。
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教育委員会

<総務課関係>
市内小中学校の校長室・職員室・保健室・事務室等への冷房設備設置工事及び各教室への扇風
機設置は８月９日までに全ての学校で完了しております。おかげさまで、夏休みの業務は快適な
環境のもとで行う事が出来ました。
合川小学校建設に伴う合川中学校野球場の建設工事が始まりました。工期は平成 26 年３月 20
日まででありますが、年内の工事完了を目指して参ります。
鷹巣幼稚園の運営に関して、７月 17 日に幼稚園評議員の方々と意見交換会を持たせて頂きま
した。貴重なご意見を賜りましたので、参考にさせて頂きながら幼稚園運営について検討して参
りたいと思っております。

<学校教育課関係>
長い夏休みも終了し、日焼けした子どもたちが８月 26 日から元気に登校しております。実り
の秋を迎え、児童生徒の安全・安心に留意しながら、学習や学校行事、部活動に充実した活動が
できるよう配慮して参ります。
今年度も部活動における各種大会では、市内の児童生徒が大活躍しております。
６月、秋田市で開催された全県交通安全子ども自転車大会では、昨年に続いて鷹巣南小学校が
優勝を飾り、個人の部でも吉田紗綾さん(６年)が優勝し、６位までを鷹巣南小学校で独占しまし
た。８月には東京都で全国大会に出場し、団体 15 位と十分に練習の成果を発揮しました。また、
全県少年少女陸上競技大会では、男子ソフトボール投げで髙坂虎南さん(鷹巣西小６年)が１位に
輝きました。
７月、第 62 回全県中学校総合体育大会では、ソフトテニス男子団体で森吉中学校が準優勝し
ました。陸上競技では男子共通 3000ｍの畠山卓士さん(鷹巣中３年)、１年女子 100ｍの成田萌さ
ん（鷹巣中）、１年女子 1500ｍの萩野真紀さん(鷹巣中)がそれぞれ優勝し、女子共通 4×100ｍ
リレーでも鷹巣中学校が優勝を飾りました。また、第 59 回全日本中学校通信陸上競技大会秋田
県大会では、女子１年 100ｍで成田萌さん(鷹巣中)、女子共通 200ｍで工藤美幸さん(鷹巣中)が
それぞれ優勝し、女子低学年 4×100ｍリレーでは、鷹巣中学校が秋田県中学校新記録で優勝を飾
りました。
全日本吹奏楽コンクール県北地区大会では、全県大会出場(金賞)を目指して練習の成果を披露
し、森吉中学校、合川中学校が金賞を受賞しました。
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８月には、外国語指導助手(ALT)の辞令交付式が行われ、継続して任用される５名に辞令が交
付されました。引き続き配属される小・中学校の児童生徒と一緒に英語の学習や活動に取り組み
ます。

<生涯学習課関係>
平成 25 年度北秋田市成人式が、８月 15 日、北秋田市文化会館を会場に開催されました。本年
度の対象者は 385 人で、そのうち 303 人が出席し、恩師をはじめ関係者からの激励を受け、成人
としての自覚と誓いを新たにしました。
文化会館の自主事業について、アマチュアバンドの祭典「音祭」が８月４日に開催され、市内
外の社会人・高校生バンドグループ 10 組の演奏、本城奈々さんによるライブやバター餅体操の
他、ダンスグループの踊りに、訪れた延 450 人の観客がお祭りムードを楽しみました。
世界遺産登録を目指し現在見学環境整備工事を実施している中、今年度最初の伊勢堂岱遺跡臨
時公開が８月４日に行われました。当日は、市外県外から 160 人が訪れ遺跡の説明を熱心に聞き
入っていました。

<スポーツ振興課関係>
平成 25 年度小学生ミニバスケットボール教室が７月 11 日、合川体育館を会場として開催され
ました。秋田わか杉国体成年女子優勝キャプテンの松橋美津代さん（旧合川町出身）を講師とし
て、小学生男女 74 名が参加し、基本練習から両手で２個のボールを操るドリブル練習と高度な
技術を学びました。
７月 25 日・８月８日には、平成 25 年度合川プール水泳教室が合川プールで開催され、小学校
１年生から４年生まで２日間で 25 名が参加し、合川プールは、子どもたちの歓声で賑わいまし
た。
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