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令和元年北秋田市議会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 13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＞ 

令和元年度職員採用試験は、大学卒業程度一般行政職、建築士及び土木技師について５月 22日

から６月 26 日まで受験申込みを受付し、大学卒業程度一般行政職 20 人、建築士２人、土木技師

１人の応募がありました。７月 28日に市役所本庁舎で第１次試験を実施し、第１次試験合格者を

８月７日に告示しております。第２次試験は、９月１日に市役所本庁舎で行われました。 

また、高校卒業程度一般行政職、障がい者採用一般行政職及び消防吏員については、８月７日

から９月 17日まで受験申込みを受付しております。第１次試験は 10月 20日に北秋田市交流セン

ターで行われます。 

 ６月２日、米代川右岸鷹巣橋下流河川敷を会場に、市、消防本部、北秋田市水防団、国土交通

省能代河川国道事務所による出水を想定した水防訓練を実施しました。 

シート張り工、釜段工、積み土のう工及び軽可搬ポンプによる排水作業などを実施し、水防技

術の向上と水防体制の強化を図りました。また、国土交通省能代河川国道事務所による排水ポン

プ車及び照明車の展示・実演が行われました。 

６月 11日、国土交通省能代河川国道事務所、北秋田市水防団による出水期を前に米代川の重要

水防箇所の合同巡視を行いました。管内の重要水防箇所７か所の現地を確認するとともにそれぞ

れの箇所に有効な対策工法などについて情報を共有しました。 

８月９日、河川環境・河岸及び護岸の状況を確認し、危険箇所の点検を行うとともに川と親し

むことを目的として、国土交通省能代河川国道事務所、市、地元建設業者と合同で米代川北秋田

市合同船上巡視が行われました。船上から河川の状況を確認し、危険箇所等の情報を共有しまし

た。 

 ８月 25日、米内沢地区一円を会場に秋田県消防協会大館北秋田支部総合防災訓練が行われまし

た。訓練には、自治会や小中学校、日赤奉仕団など 26 団体、約 400 人の参加・協力をいただき、
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大規模地震による被害の発生を想定したシェイクアウト訓練や災害医療救護訓練のほか、自主防

災組織災害対応訓練、土砂災害避難行動訓練、避難所開設運営訓練などが行われ、防災関係機関

の災害対応力の強化と市民の防災意識の高揚が図られました。 

 

＜総合政策課関係＞ 

７月 12日、東京都において関係人口の創出を図ることを目的として、「北あきたファミリーミ

ーティング in ＡＮＤＯＮ」を開催しました。北秋田のチカラになりたい・移住はできないけれ

ど北秋田を応援したい・北秋田と積極的に関わりたいといった北秋田市出身者や秋田に関係する

７名が参加し、地域課題等についてディスカッションを行い、都会から北秋田へとつながるアイ

ディアを話し合いました。 

 ７月 14日、少子化対策として、結婚を望む独身男女が気軽に参加できる出会い創出イベントの

第１弾となる「夏を感じる森吉山トレッキング」を開催しました。男性５名、女性４名が森吉山

の夏の風を感じながら、雄大な自然に包まれながら色鮮やかな高山植物を鑑賞する等、豊かな自

然を通して参加者同志の交流を深め合いました。 

７月 26日、令和元年度第１回北秋田市地域公共交通活性化協議会を開催し、前年度事業報告及

び決算報告のほか、令和元年度事業計画及び予算案、生活交通確保維持改善計画などの全案件が

承認されました。 

 ７月 28日、東京都において「東北Ｕ・Ｉターン大相談会」が開催され、全体で 168組 222名が

来場し、秋田関連ブースには 97組 116名が訪れ、うち本市への移住に興味や関心をお持ちの９組

11名の移住相談にあたりました。 

 ７月 19日、８月９日の両日、北秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる重要業績評価

指標（成果指標）及び地方創生交付金を活用した事業について、前年度の取り組みの効果検証を

行うため、「北秋田市総合戦略検証会議」が市役所において開催され、出席委員から活発な質疑

や提案が出されました。今後は、同会議での意見等を参考に、目標の達成を目指してまいります。 

 ８月 12 日と 13 日の２日間、市民ふれあいプラザコムコムにおいて、初の試みとして、市の移

住・就職支援窓口とハローワーク鷹巣及び市内企業６社が連携し、「合同移住・就職相談会」を

開催しました。移住支援制度やＡターン制度の紹介、本市及び周辺市町村の求人情報、参加企業

の自社情報を提供しながら、移住を検討している帰省者２組２名の移住・就職相談にあたりまし

た。 

 ８月 15日、北秋田市文化会館において、令和初となる成人式が 244名参加のもと開催され、本

市ふるさと大使の押尾川親方が記念講演を行い、共に新成人を祝いました。 

８月 18日大館能代空港ふれあい緑地において、「第５回 東北 ＣＯＬＯＲＳ ＭＥＥＴＩＮ

Ｇ ｉｎ 北秋田」が開催され、東北各地から各県指定のカラーバンダナ等を着用したバイク愛

好家や一般の見学者など多数が参加しました。イベントには、本市ふるさと大使で俳優の高橋克

典さんも参加し、トークセッション・サインセレモニー等を行い多くの方々と触れ合いながら、
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当市をＰＲしていただきました。 

８月 24 日、東京都において「地域の魅力発見フェア in 東京」が開催され、全国各地から自治

体と企業が参加し、移住に関する支援制度や地域の魅力等を伝えながら移住を検討している来場

者の移住相談にあたりました。 

 

＜内陸線再生支援室関係＞ 

秋田内陸線乗車促進として実施している「秋田内陸線田んぼアート 2019」については、北秋田

市、仙北市の沿線の田んぼ５か所で制作され、乗客に喜ばれています。北秋田市の絵柄は、秋田

犬がなまはげや竿灯を楽しんでいるものやいせどうくんと仲良くしているものがあり、地元自治

会や小学生の協力により、秋田内陸線の車窓から一番きれいに見えるように制作されております。

見頃は９月上旬までです。 

令和元年度秋田内陸地域公共交通連携協議会総会が、８月 28日に開催され、前年度の事業報告

や収支決算に続き、「秋田内陸線を活用した観光客の誘致促進事業」や「秋田内陸線の利活用促

進事業」等の本年度の事業計画（案）並びに収支予算（案）が提案され、承認されました。 

 

 

財 務 部 

 

 

＜財政課関係＞  

令和元年５月１日から令和元年７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）          令和元年５月１日～令和元年７月 31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 

平成 31年度標準宅地鑑定評価業務

委託 
Ｒ１.５.16 8,580 シンコウ補償(株) 

地籍調査測量業務委託（鷹巣第２） Ｒ１.５.16 10,670 技苑コンサル(株) 

宮前町庁舎耐震補強及び改修工事 Ｒ１.５.16 149,270 (株)芳賀工務店 

内部系パソコン Ｒ１.６.25 30,877 
東光コンピュータ・サービ

ス(株)北秋田営業所 

住基ネットシステム機器更新委託 Ｒ１.７.１ 5,757 (株)アイシーエス秋田支店 

財務部 ５件  205,154  

鷹巣斎場火葬等業務委託（６月～３

月分） 
Ｒ１.５.16 5,023 

(株)ジェイエイ大館・北秋

田葬祭センター 
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外側線設置工事（市道 松葉町線ほ

か 15路線） 
Ｒ１.６.27 8,316 大館桂工業(株) 

コンビニ交付システム導入委託 Ｒ１.７.３ 21,714 (株)アイシーエス秋田支店 

市民生活部 ３件  35,053  

一般Ｘ線撮影装置 Ｒ１.５.16 11,340 (株)大塚商店 

医事業務委託（６～３月分） Ｒ１.５.16 7,207 
東北ビル管財(株)北秋田営

業所 

通園バス Ｒ１.５.16 7,788 (資)平塚自動車商会 

臨床検査システム Ｒ１.６.13 10,768 (株)中央化学 

生化学自動分析装置 Ｒ１.６.13 9,072 (株)中央化学 

Ｘ線一般撮影装置 Ｒ１.６.27 10,010 (株)大塚商店 

デジタル画像診断システム Ｒ１.６.27 7,106 (株)大塚商店 

サポートハウスたかのす 居室エア

コン取替工事 
Ｒ１.７.25 5,106 (有)和田設備工業 

健康福祉部 ８件  68,397  

林道小様線（一ノ又２号橋）林道改

良事業林道改良工事（小様線） 
Ｒ１.７.11 21,340 古河林業緑化(株) 

産業部 １件  21,340  

南鷹巣団地第４期 12号棟建設工事 Ｒ１.５.16 42,606 (有)小坂工務店 

南鷹巣団地第４期 13号棟建設工事 Ｒ１.５.16 36,072 朝日建設(株) 

南鷹巣団地第４期 14号棟建設工事 Ｒ１.５.16 31,190 (有)碇谷建築 

南鷹巣団地第４期（11号棟Ａ）建設

工事 
Ｒ１.５.16 30,132 (株)米沢建築 

南鷹巣団地第４期（11号棟Ｂ）建設

工事 
Ｒ１.５.16 29,268 (有)堀内工務店 

北秋田市都市計画図修正業務委託 Ｒ１.５.16 57,200 
(株)ナカノアイシステム秋

田支店 

北秋田市下水道事業地方公営企業法

適用移行支援業務委託 
Ｒ１.５.16 7,150 安心経営(株) 

ブナ森トンネル非常用電話交換工事 Ｒ１.５.16 7,099 秋田電話工業(株) 

面整備工事（鷹巣処理区その６） Ｒ１.５.16 27,000 ほくよう建設(株) 

奥羽本線前山・鷹ノ巣間元町こ線橋

架け替え工事に伴うこ線橋撤去工事

委託 

Ｒ１.５.16 245,944 東日本旅客鉄道(株) 

除雪グレーダー3.7ｍ級 Ｒ１.５.16 35,200 (有)丸栄建設 

除雪ドーザ 11ｔ級 Ｒ１.５.16 23,320 暁商工(株) 

ロータリー除雪車 2.2ｍ幅 Ｒ１.５.16 45,760 暁商工(株) 
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ロータリー除雪車 2.6ｍ幅 Ｒ１.５.16 46,090 暁商工(株) 

道路改良工事（２級市道 摩当～大

沢線） 
Ｒ１.５.30 39,312 （有）丸栄建設 

積算資料作成業務委託（その他市道 

綴子家の下線） 
Ｒ１.５.30 5,951 

(一財)秋田県建設・工業技

術センター 

面整備工事（鷹巣処理区その２） Ｒ１.５.30 37,620 (有)丸栄建設 

北部 1号幹線工事（鷹巣処理区その

１） 
Ｒ１.５.30 127,050 朝日建設(株) 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その１） Ｒ１.６.13 26,676 (有)丸栄建設 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その２） Ｒ１.６.13 39,852 (有)丸栄建設 

鷹巣浄化センター場内整備工事監理

業務委託 
Ｒ１.６.19 9,900 (株)日水コン秋田事務所 

道路改良工事（その他市道 寄延沢

線） 
Ｒ１.６.27 108,350 (株)藤島組 

鷹巣浄化センター場内整備工事 Ｒ１.６.27 94,600 秋田土建(株) 

施設統廃合地質調査業務委託（米内

沢処理区） 
Ｒ１.６.27 7,920 

秋田ボーリング(株)北秋田

営業所 

施設統廃合管渠詳細設計業務委託

（米内沢処理区その１） 
Ｒ１.６.27 8,987 

オリジナル設計(株)秋田事

務所 

令和元年度防災・安全交付金北秋田

市道路橋定期点検業務委託 
Ｒ１.７.８ 17,579 

市町村橋梁長寿命化連絡協

議会 

道路・橋梁詳細設計業務委託（１級

市道 大野台幹線） 
Ｒ１.７.11 25,850 技苑コンサル(株) 

面整備工事（鷹巣処理区その３） Ｒ１.７.11 43,065 (株)津谷組 

面整備工事（鷹巣処理区その１） Ｒ１.７.11 31,350 ほくよう建設(株) 

除雪機械車検・特定自主・塗装修繕

（合川地区） 
Ｒ１.７.12 5,210 暁商工(株) 

南鷹巣団地第４期外構工事 Ｒ１.７.25 5,616 ほくよう建設(株) 

道上沢横断排水設置工事(その他市

道 露熊釜の沢線） 
Ｒ１.７.25 5,599 (株)上杉組 

比立内オペレーションセンター屋根

外壁改修工事 
Ｒ１.７.25 6,983 (株)中嶋建築板金 

建設部 33件  1,311,501  

消防本部指揮車 Ｒ１.５.16 9,350 (株)能代消防センター 

消防ポンプ自動車 Ｒ１.６.25 21,978 (株)能代消防センター 

防火衣一式 Ｒ１.５.30 6,774 (株)工藤米治商店 

防火水槽新設工事（三木田地区） Ｒ１.７.11 6,655 (有)工藤設備工業所 

防火水槽新設工事（滝ノ沢地区） Ｒ１.７.11 9,383 (有)米広組 

小型動力ポンプ付軽四輪駆動消防自

動車 
Ｒ１.７.25 6,160 (株)能代消防センター 
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消防本部 ６件  60,300  

設計業務委託（鷹巣南中学校大規模

改造工事） 
Ｒ１.５.16 10,230 M’s設計室 

鷹巣中学校校舎大規模改造工事 Ｒ１.５.16 344,300 秋田土建(株) 

北秋田市文化会館 ホール音響シス

テム交換工事 
Ｒ１.６.18 5,648 (有)小塚電気商会 

教育用コンピュータシステム賃貸借

（前田小学校） 
Ｒ１.６.27 18,902 

東光コンピュータ・サービ

ス(株)北秋田営業所 

教育用コンピュータシステム賃貸借

（米内沢小学校） 
Ｒ１.６.27 23,658 

東光コンピュータ・サービ

ス(株)北秋田営業所 

北秋田市図書館コンピュータシステ

ム賃貸借 
Ｒ１.７.11 8,618 (株)秋田電子計算センター 

教育用コンピュータシステム賃貸借

（鷹巣中学校） 
Ｒ１.７.11 40,105 秋田ゼロックス(株) 

綴子小学校トイレ改修工事 Ｒ１.７.25 12,420 日通プロパン鷹巣販売(有) 

設計業務委託（鷹巣南中学校プール

改築工事） 
Ｒ１.７.25 5,016 (有)奈良田建築設計事務所 

教育委員会 ９件  468,897  

合計 65件  2,170,642  

地籍調査事業については、伊勢町、旭町及び花園町の土地所有者への説明会を終え、土地所有

者の皆様から立会いの協力をいただき、６月 19 日から対象面積 0.32km²、616 筆について一筆地

調査を実施しております。 

また、平成 30 年度に実施した伊勢町について地籍簿及び地籍図の案を作成し、８月 10 日から

８月 29日までの 20日間、本閲覧を実施しております。 

 

＜税務課関係＞ 

令和元年度の個人市民税及び国民健康保険税の当初賦課状況は、下記のとおりです。 

１．個人市民税の当初賦課状況 

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

納

税

義

務

者

数  

元年度 2,454 人 
給与 9,813 人 

14,350 人 
年金 2,083 人 

30年度 2,573 人 
給与 9,844 人 

14,509 人 
年金 2,092 人 

前年比 △ 119 人 
給与 △ 31 人 

△ 159 人 
年金 △ 9 人 
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区  分 普通徴収 特別徴収 計 

税 

額  

元年度 144,277,400 円 828,482,500 円 972,759,900 円 

30年度 161,586,800 円 825,555,000 円 987,141,800 円 

前年比 △ 17,309,400 円 2,927,500 円 △ 14,381,900 円 

 

２．国民健康保険税の当初賦課状況  

○世帯数 4,832世帯（前年比△271世帯） 

うち一般世帯数 4,831世帯（前年比△259世帯）、退職世帯数 1世帯（前年比△12世帯） 

○被保険者数 7,148人（前年比△622人） 

うち一般被保険者数 7,117人（前年比△493人）、退職被保険者数 31人（前年比△129人） 

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

一

般

分  

元年度 430,046,646円 93,370,543円 523,417,189円 

30年度 479,254,095円  90,694,722円  569,948,817円  

前年比 △49,207,449円 2,675,821円 △46,531,628円 

区  分 普通徴収 特別徴収 計 

退

職

分  

元年度 895,654円 11,357円 907,011円 

30年度 6,627,805円  25,578円  6,653,383円  

前年比 △5,732,151円 △14,221円 △5,746,372円 

また、きめ細やかな収納対策の取組として、日中相談に来られない方のための夜間及び休日納

税相談窓口を８月 16日、18日、23日の計３回開設しております。 

 

 

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、７月末の進捗率で 55％となっております。 

 市民提案型まちづくり事業については、これまでに採択された団体は４団体で、それぞれが地

域を元気づけるため活動を展開しております。 

 交通安全については、８月１日から８月 10日まで夏の交通安全運動が実施されました。運動初

日の８月１日には、道の駅「たかのす」において、綴子大太鼓を打ち鳴らしての「ルート７目覚

まし大作戦」が行われました。交通安全協会、交通安全母の会、北秋田警察署など関係団体から
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約 60名と綴子下町大太鼓保存会が参加して、通行する車両運転手に啓発品を手渡しながら、交通

事故防止を呼びかけました。 

 

＜市民課関係＞ 

 令和元年７月末現在の住民登録者数は 31,706人（うち外国人 160人）で、その内訳は、男 14,856

人（同 16人）、女 16,850人（同 144人）、世帯数は 14,044世帯（うち外国人を含む世帯 152世

帯）となっております。個人番号カ－ドについては、７月末現在で交付（作成）申請枚数が 3,452

枚で、申請枚数の人口に占める割合は 10.9％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、７月末現在の交付枚数は 2,859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、７月末現在で 82件と

なっております。 

 国民健康保険については、７月末現在の加入世帯数は 4,707 世帯、被保険者数は 6,916 人（う

ち一般被保険者数 6,891人、退職被保険者数 25人）で、そのうち前期高齢者は 4,002人となって

おります。 

 後期高齢者医療制度の７月末現在の被保険者数は 7,881人で、そのうち若年障害者認定数は 216

人となっております。 

 

 

健康福祉部 

 

 

＜福祉課関係＞ 

 第 69回社会を明るくする運動は、７月６日に米代川花火大会の会場で、のぼりの設置やうちわ

等の配布でＰＲ活動を行いました。また、市民集会が７月 29日に文化会館で行われ、約 300人が

参加し犯罪や非行の防止を訴えました。 

北秋田市戦没者追悼式を、８月９日に北秋田市文化会館で開催しました。戦後 74年を経て恒久

平和の誓いのもと、関係者並びに遺族約 200人が参列し、本市関係戦没者 1700人余りの英霊の遺

徳を偲び、黙とう・献花を行いました。 

 

＜高齢福祉課関係＞ 

今年度の敬老式対象者（75歳以上）は、７月１日現在で 8,180人（前年比 61人減）、うち白寿

該当者が 21人（同１人減）、米寿該当者が 363人（同 36人減）、新敬老者が 464人（同 64人減）

となっております。敬老式の運営等については、地区婦人会の協力のもと準備を進めており、９

月５日の森吉地区を皮切りに、９月 18 日の合川地区まで市内 10 会場で開催し、高齢者の方々の

長寿をお祝いします。 
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介護保険については、７月末現在の要支援・要介護認定者数が 2,784人（同 81人増）おり、そ

のうち総合事業をあわせたサービス受給者が 2,576人（同 42人減）、認定者数に対する受給率は

92.53％（同 4.33％減）でした。 

７月 20日、地元就職支援及び介護職員の人材確保を目的として、今年４年目となる高校生を対

象とした介護職員初任者研修の開講式が開催されました。受講生６名は、資格取得を目指して夏

休み期間中、研修に取り組みました。 

 

＜医療健康課関係＞ 

成人健診については、森吉地区から始まり順に合川、阿仁、鷹巣の４地区において実施してお

ります。各種集団健診の受診数は７月末現在で、特定健康診査 1,410人、後期高齢者健康診査 939

人、さわやか健康診査 51人、一般健康診査７人となっており、各種がん検診等は、胃がん検診 1,281

人、大腸がん検診 2,557 人、肺がん等検診 2,481 人、前立腺がん検診 911 人、肝炎ウイルス検診

17 人、子宮頸がん・婦人科超音波検診 353 人、乳がん検診 341 人、骨粗しょう症検診 251 人とな

っております。 

健康増進事業については、６月 24日に今年度第１回目となる市民ウォークを実施しております。

阿仁前田の四季美館周辺をウォーキングし、41人が参加しております。 

母子保健事業については、乳児健診の場で「思春期ふれあい体験学習」を実施し、鷹巣南中学

校の２年生と阿仁中学校の３年生、合わせて 16 人が参加して、子育てについての事前学習の他、

乳児とのふれあいから子育て体験の学習を行いました。 

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８月１日から６日までの日

程で市内３会場にて実施し、合わせて 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。 

献血推進事業については、７月 18日に市民ふれあいプラザコムコムを会場に事業所や地域の方

に呼びかけ「地域献血」を実施し、41人の方々からご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運営事業については、６月 24日に第１回目の北秋田市地域医療

連携センター運営協議会が開催され、事業計画として多職種連携による在宅医療の支援体制を構

築し地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指すため、継続して専門部会を組織し

研修会やワークショップを開催していくことを話し合いました。 

 

＜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は、阿仁診療所では、内科 1,967人で

前年同期対比 250人（11.3％）の減、外科 2,267人で前年同期対比 108人（4.5％）の減、歯科 902

人で前年同期対比 49人（5.2％）の減となっております。合川診療所では 1,820人で、前年同期

対比 239人（11.6％）の減となっております。米内沢診療所では、内科 3,311人で前年同期対比

237人（6.7％）の減、小児科 267人で前年同期対比 69人（20.5％）の減、整形外科 723人で前年
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同期対比 15人（2.1％）の増、脳血管外科 128人で前年同期対比 40人（23.8％）の減、心臓血管

外科 21人で前年同期対比 8人（27.6％）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、現在、防水工事や木工事に取り掛かっておりますが、７月末

の進捗率は約 37％で、順調に進行している状況であります。 

 

 

産 業 部 

 

 

＜農林課関係＞ 

 水稲については、５月から６月にかけての日照り続きに伴う水不足等の影響がありましたが、

その後順調に生育が進み、やや良の生育状況となっております。いもち病の発生や、カメムシ被

害による斑点米の発生が懸念されることから、関係機関と連携し、防除等の徹底を呼びかけてお

ります。 

 きゅうり等の青果物については、６月の高温・少雨により１週間程度の生育の遅れが見られま

したが、７月の降雨により生育が回復し、出荷量も平年並みとなりました。きゅうりにおいては、

７月中旬に価格が一時高騰しましたが、下旬には例年並みとなっております。 

 園芸メガ団地については、綴子地区においてサテライト型によるにんにく生産の取り組みがス

タートしました。本年度は、乾燥調製施設の整備や、ほ場機械の導入事業が順調に進んでおりま

す。２年目となる米内沢地区のにんにくは、乾燥調製・出荷、３年目の合川地区の露地・施設き

ゅうりは、収穫・出荷が行われており、同じく鷹巣地区の枝豆は、今年度より出荷施設の選果ラ

インを一部変更し、収穫・選果・出荷が順調に行われております。 

 熊等の獣害被害防止対策については、４か所の電気柵設置の申請があり、全箇所設置が完了し

ております。また、目撃情報に基づき防災ラジオによる情報提供や、市広報誌による注意喚起を

行っております。 

第 12回東北チェンソーアート競技大会については、７月６日から７日の２日間に渡り開催され

延べ 2,000人の来場者を迎え白熱した競技が行われました。 

 2019 あきた水と緑の森林祭については、４年ぶりに北欧の杜公園で開催され、記念式典に続き

上杉地内の市有林に「新天皇陛下御即位記念植樹」として「イタヤカエデ」や「ハナミズキ」な

ど６種類の広葉樹を植樹しております。 

 森林環境譲与税を活用した事業については、「森林環境学習事業（フォレストキッズ）」と、

友好交流都市である国立市と連携した「森林整備事業（都市と山村の友好の森事業）」の両事業

を実施しております。フォレストキッズでは小学生を対象に木製プランターカバーを製作したほ

か、慶祝森林自然公園を活用して、森の案内人の指導による森林環境学習を行っております。 
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また、都市と山村の友好の森事業では、栄地内の市有林約 0.2ha にスギ苗 600 本を植林してお

ります。 

 林道施設災害復旧工事については、平成 30 年度より繰越して実施しておりました林道宝附線、

根子線共に工事が完了し共用しております。 

 

＜商工観光課関係＞ 

特産品開発については、７月 10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１件が採択になり、新たな商品デザインによる販売に向け取り組んでおります。７月 23

日の「北あきたバター餅の日」には、新たなデザインにより制作したＰＲ用のぼり旗を本庁舎前

に立てＰＲ活動を行いました。 

企業誘致関係については、７月８日に秋田県誘致企業の認定を受けた「株式会社エレックス極

東鷹巣再生可能エネルギー研修センター」が開設しました。７月 30日には「北秋田市首都圏企業

懇談会」を東京都で開催し、市内誘致企業の本社及び親会社 16 社 25 名の方々とふるさと大使の

押尾川親方に出席いただき、伊勢堂岱遺跡の世界文化遺産登録や企業版ふるさと納税についての

ＰＲと情報交換を行いました。７月 31日には、東京都ホテル椿山荘東京において、秋田県企業誘

致推進協議会が主催する「あきたリッチセミナー in ＴＯＫＹＯ ２０１９」が開催され、150社

247名の企業の方々と協議会会員が一堂に集い、誘致活動や観光ＰＲを行いました。 

特産品販売促進については、８月 24日、25日に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９回大山ふるさと夏まつり」に参加し、特産品販売と

観光ＰＲを行いました。 

「くまくま園」については、７月 20 日から８月 18 日まで夏休みイベントを開催しました。７

月 27日にはリニューアルオープン５周年を記念して、これまで同園に支援いただいた皆さんを招

待して感謝状の贈呈を行ないました。また、「ヒグマ等身大パネル」や旧阿仁地区のイメージキ

ャラクター「かけるくんパネル」のお披露目を行ない来園者の皆様には写真スポットとして利用

いただいております。お盆期間中の６日間（８月 11日～16日）には 2,044人が来園し、ひぐま運

動場の探検とえさ隠しのほか、移動動物園やクラフトコーナーでの WAROCK（ワロック）体験を楽

しんでいただきました。また遊遊ガーデン夏イベントでは、昨年とは趣向を変えてお盆期間の２

日間限定で魚のつかみ取り体験を開催したところ、123人が参加するなど家族で楽しんでいただき

ました。 

ふるさと大使ハローキティとのコラボレーション企画として、８月１日から 10月 31日まで「北

秋田市×ハローキティ ふるさとスタンプラリー」を実施しております。市内 10か所に配置した

スタンプ配置施設にはオリジナルフォトスポットを設置しているほか、期間中、スタンプを集め

ていただいた方には、オリジナルグッズ等の抽選に応募できるなど様々な特典を用意しておりま

す。 
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建 設 部 

 

 

＜都市計画課関係＞ 

 南鷹巣団地第４期建替事業の建築本体工事（11 戸）及び外構工事は、９月下旬の完成に向け、

順調に進捗しています。 

 中央公園内の運動広場に中央公園休憩所が新築され、９月１日より休憩所や水洗トイレが 24時

間使用可能となっております。 

 

＜建設課関係＞ 

令和元年５月１日から令和元年７月 31日までの工事等発注及び完成状況は、次のとおりとなっ

ております。 

工事等発注一覧表 

令和元年５月１日～令和元年７月 31日 

工事名または業務名等 

道路改良工事（２級市道 摩当～大沢線） 道路改良工事（その他市道 寄延沢線） 

道路改良工事  ２件      

道上沢横断排水設置工事（その他市道 露熊釜

の沢線） 
 

橋梁維持工事  １件      

奥羽本線前山・鷹ノ巣間元町こ線橋架け替え工

事に伴うこ線橋撤去工事委託 
橋梁補修詳細設計業務委託（東の又橋） 

北秋田市 道路橋定期点検業務委託 北秋田市 トンネル定期点検業務委託 

防災・安全交付金事業  ４件      

 

工事等完成一覧表 

令和元年５月１日～令和元年７月 31日 

工事名または業務名等 

排水維持工事（１級市道 本城新田目線） 排水維持工事（２級市道 萱草マタ沢線） 

舗装維持工事（その他市道 田子ヶ沢～岩谷線） 舗装維持工事（１級市道 米内沢駅前通線） 

舗装維持工事（その他市道 平里巻渕線） 舗装維持工事（１級市道 銀山水無線） 

道路維持工事（１級市道 元軌道鷹巣線）  

道路等維持事業  ７件      

橋梁補修工事（西の又沢橋） 橋梁補修工事（鎌沢橋） 
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橋梁補修工事（秋田渡橋） 橋梁補修工事（葛黒橋） 

トンネル補修工事（根子トンネル）  

防災・安全交付金事業  ５件      

河川維持工事（準用河川 増沢川） 河川維持工事（準用河川 大堤川） 

河川維持工事  ２件      

道路災害復旧工事（その他市道 東ノ又線）① 道路災害復旧工事（その他市道 東ノ又線）② 

道路災害復旧工事（１級市道 ブナ森線）  

                  公共土木施設災害復旧工事  ３件     

 

＜上下水道課関係＞ 

上水道事業については、合川地区水道施設解体工事、増沢地区給水取出し工事（第２工区）、

鷹巣浄水場及び関連施設解体工事を発注しております。 

簡易水道事業については、七座浄水場水処理棟解体工事が完成し、七座浄水場更新工事、三ノ

渡地区配水管移設工事を発注しております。 

 公共下水道事業については、鷹巣処理区で面整備工事４件、舗装復旧工事２件及び鷹巣浄化セ

ンター場内整備工事を発注しております。 

また、鷹巣・米内沢処理区で管渠詳細設計業務委託２件、地質調査業務委託２件及び鷹巣浄化

センター場内整備工事監理業務委託を発注しております。 

 

 

消防本部 

 

 

＜常備消防関係＞ 

令和元年６月から７月までの火災出場件数は、原野火災２件を含む３件となっています。６月

に発生した火災では、家の外に置いてある流し台のシンク部分が太陽光を収束し、収束した太陽

光があたったたわしやスポンジが燃える「収れん火災」が発生しました。ホームページや新聞等

で注意を呼びかけております。救急出場件数は 221 件で、原因別では急病が 157 件で最も多く、

次いで一般負傷(怪我等)24 件となっています。救急救命士の行った医療行為は血管確保が 12 件、

アドレナリン投与４件、気管挿管が１件、除細動が２件となっています。秋田市内などへの転院

搬送の出場件数は 18件となっています。ドクターヘリ要請は６件でした。また、救助出場件数に

ついては、交通事故の５件となっております。 

熱中症の救急搬送人員は８月 14日現在で６名となっております。（昨年同期：９名） 
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７月１日から日本語が話せない方からの 119 番通報に対応するため、電話同時通訳サービスを

利用した受信体制を開始いたしました。救急現場などにおいても通訳を介した三者間通話が可能

で 18の言語に対応できます。 

各種訓練については、６月２日、北秋田市水防訓練が米代川鷹巣橋下流の河川敷で北秋田市水

防団と関係機関 170 名が参加して行われました。水防技術の向上を目的に、それぞれが半鐘を合

図に、積み土のう工法など３つの工法と女性消防団による排水訓練を実施しております。また、

国土交通省河川事務所では、内水からの排水を行うための排水ポンプ車と照明電源車の実演が行

われました。 

危険物安全週間中の６月５日、鷹巣阿仁地区危険物安全協会員の 10事業所と消防本部合同によ

る「火災想定訓練」「危険物事故想定訓練」を市内のセルフスタンドを会場に実施しております。 

７月２日、秋田県消防学校で行われた第 48回消防救助技術秋田県大会に、当消防本部から５種

目に 21 名が出場しました。引揚救助の部で３位に入賞した当本部の救助隊員は、７月 24 日、山

形県で行われた第 48回東北地区支部消防救助技術指導会に出場しております。 

潜水資格を有する水難救助隊 23名は、７月８日から約１か月間、河川や湖沼、海などで基礎訓

練や応用訓練を行っております。 

 

＜非常備消防関係＞ 

第 72回秋田県消防大会が６月 22日、由利本荘市文化交流館で県内消防職団員 522名が参加し、

優良事業所表彰や消防団員の意見発表などが行われました。 

令和元年度北秋田市消防訓練大会が６月 30日、市民健康広場で行われました。大会には規律訓

練の部、小型ポンプ操法の部、ポンプ車操法の部に５分団から 135 人が出場し、日頃の訓練成果

を競い合いました。 

北秋田市消防団第９分団（米内沢地区）は７月 14日、北秋田市米内沢阿仁川で消防本部の水難

救助隊員と合同訓練を実施しております。実践訓練では、水難現場での安全管理や器材の取扱い、

救助要領などを習得いたしました。 

７月 28日、秋田県消防協会大館北秋田支部消防訓練大会が大館市比内グラウンドで開催されま

した。大館市、北秋田市、上小阿仁村から選抜された消防団員約 300 名が出場し規律訓練、ポン

プ車操法、小型ポンプ操法の３種目で日頃の訓練成果を競い合いました。 

7 月 31 日現在の消防団員数は、定数 760 名に対して 648 名となっております。今後は、機能別

分団を発足し、基本消防団員の充足に努めます。 
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教育委員会 

 

 

＜総務課関係＞ 

小・中学校の整備については、鷹巣中学校大規模改造工事が年度内の完成に向け、順調に進捗

しております。また、令和３年度の鷹巣中央小学校と鷹巣南小学校の統合に向けた現鷹巣南中学

校校舎改造工事設計業務に引き続きプール改築工事設計業務と綴子小学校トイレ洋式化工事を発

注して、学校の施設・設備への対応に努めております。 

 

＜学校教育課関係＞ 

５月 28日、鷹巣中央小学校・鷹巣南小学校第１回統合準備委員会を開催し、学校・保護者・地

域の方々など両校の関係者 20名の参加の下、組織づくりと教育委員会からの概要説明を行い、７

月８日、第２回統合準備委員会では校名の決定の方法と募集の在り方について協議しました。 

７月３日、鷹巣中学校・鷹巣南中学校第３回統合準備委員会を開催し、統合後の学校規模、通

学、工事に関することなどについて報告しました。併せて、鷹巣南中学校のＰＴＡ全体会で統合

の概要や登下校時のスクールバス、工事の進捗状況等について説明しました。 

第 85 回全県少年野球大会に鷹巣南中学校が出場し、第３位と健闘しました。７月 28 日にさき

がけ八橋球場で行われた準決勝には多くの市民が応援に駆け付けてくださいました。８月７日、

東京ビッグサイトで開催された「第 54回交通安全子供自転車全国大会」に秋田県代表として鷹巣

南小学校チームが出場し、総合 13 位と健闘しました。また、８月８日から 10 日に宮城県仙台市

で開催された東北中学校体育大会ソフトテニス大会において、森吉中学校が男子団体で初優勝を

果たし、８月 22日に京都府で開催された全国大会に２年連続出場しました。 

８月 21日に「きたあきたこどもサミット」を開催しました。今年は世界遺産登録を目指す伊勢

堂岱縄文遺跡について、各校の代表児童生徒の理解を深めた上で、各校における情報発信や子ど

もの目線からの関わり方などについて話し合いました。 

 

＜生涯学習課関係＞ 

７月 21日、友好交流都市である東京都国立市との交流事業の国立市第５回国立まと火に、合川

太鼓保存会の 11名が参加しました。 

世界文化遺産登録を目指す伊勢堂岱遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が、７月 30日

の国の文化審議会において国内推薦候補に選ばれました。伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガ

イドが、８月３日から 18日まで遺跡と縄文館のガイド案内を行いました。 

文化会館では、８月 10 日と 11 日にファルコンシネマを、８月 18 日に第 14 回北秋田市民俗芸

能大会を、８月 25日にファルコン民謡祭を開催しました。 
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８月 15 日、文化会館を会場に成人式を開催しました。今年度の該当者は 318 名で、244 名が出

席し、恩師をはじめ関係者から激励を受け、成人としての責任を自覚するとともに決意を新たに

しました。 

８月 16 日から 19 日にマタギの地恵体験学習会を開催し、国立市の小学生 11 名、保護者 11 名

に加え、短期チャレンジ留学生 19名と市内の小学生９名が参加し、北秋田市の豊かな自然をフィ

ールドに先人の知恵を学びながら交流しました。 

 

＜スポーツ振興課関係＞ 

８月２日、森吉総合スポーツセンターを会場とし、スポーツ推進委員会主催による小学校児童

等を対象とした第４回北秋田市なわとび大会を開催しました。38 名の参加があり、誰よりも長く

跳び続けるため自分との戦いに挑みました。 

同日、第 32 回秋田県ミニバスケットボール夏季大会で鷹巣 Red Fires が優勝し、８月 13 日と

14日に宮城県仙台市で開催された東北大会に出場しました。 

北秋田市スポーツ･文化合宿等誘致促進事業には、８月４日から９日まで７年連続９回目の立正

大学剣道部が鷹巣体育館を利用し、強化合宿並びに市内外の大勢の小･中･高校生との合同稽古会

を実施しました。また、８月 10 日から 15 日まで三井住友海上女子陸上部が北欧の杜公園などで

強化合宿を行い、それに併せて来市された元オリンピック選手でアテネ大会５位入賞の同部アド

バイザー土佐礼子氏による記念講演とランニング教室を開催し、本地域の陸上関係者が一流選手

の講演と走り方やトレーニング方法の指導を熱心に受講しました。 

 ９月 22 日開催の第 29 回秋田内陸リゾートカップ 100 キロチャレンジマラソンは参加者数が確

定し、100 キロの部に 1,043 人、50 キロの部に 383 人、合計 1,426 人が国内屈指の鉄人レースに

挑みます。 

 体育施設の工事関係については、鷹巣体育館サブアリーナ遮光カーテン設置工事が完了し、森

吉野球場の照明塔及びスコアボード解体、市民プールの採暖室内装改修及びトレーニングルーム

エアコン交換工事に係る設計委託、鷹巣体育館施設名看板設置工事を発注しております。 

 

 


