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平成 24 年北秋田市議会６月定例会行政報告 

 

 

北秋田市議会６月定例会が開催されるにあたり、３月２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> 

３月 31日から４月１日にかけて、融雪により小阿仁川の水位が上昇しました。ダムからの放

流量によっては、住家への被害が想定される事態となったことから、31 日午前 10 時 45 分、鎌沢、

三木田、摩当の３地区 176世帯に避難勧告を発令し、自治会長への電話連絡、広報無線、エリア

メールで避難を呼びかけました。ダムの状況及び河川水位が減少したことを受け、同日午後９時

30 分避難勧告を解除しましたが、農地冠水 61ha、揚水機４か所などの被害が発生しております。 

 ４月３日から４日にかけて発生した低気圧による暴風・大雨被害は、暴風での転倒による重傷

者１名、住家一部破損 18 棟、非住家被害７棟、農業用パイプハウス等 114 棟などの被害が発生

しております。また、倒木などにより国道２か所が通行止めになるほか、綴子地区など 924 世帯

が一時停電しましたが、４日 23時 52分までに全世帯復旧しました。 

 ４月 17 日、富山県小矢部市と「北秋田市・小矢部市災害時相互援助協定」を締結いたしまし

た。大規模災害に備え、同時被災の恐れのない遠隔地との協定により、職員派遣などの支援を行

うものです。 

 ５月 25 日、「県民防災の日」における訓練として、ケアタウンたかのすを会場に防災訓練を

実施いたしました。北秋田市社会福祉協議会、高村岱自治会及び株式会社大館ヤクルト販売社員

による避難、初期消火、要救助者の救出訓練を行い、災害発生時のそれぞれの役割を確認しまし

た。 

 東日本大震災における被災地である岩手県山田町へ人的支援として職員の長期派遣を行うこと

になりました。期間は平成 24 年６月１日から平成 24 年の 11 月 30 日までの６カ月間で固定資産

税業務を担当しますが、３ヶ月毎に１名の職員派遣となっております。 

 人権擁護については、６月１日の「特設人権相談所の設置」や６月３日の餅っこ祭り会場での
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啓発活動が行われました。また、６月に入り、市内 11 校の小中学校では「人権の花運動」が実

施されるなど、人権擁護委員の活動によって人権尊重思想の普及がはかられております。 

 

 

<総合政策課関係> 

北秋田地域振興局と市の意見交換会を５月 28 日に開催し、観光振興や農業振興、道路整備な

ど、行政課題の解決に向けた意見の交換を行いました。 

 ふるさと会については、阿仁地区出身者による「東京圏あに会」総会が６月３日に開催され、

約 130名が参加しました。 

 

 

<内陸線再生支援室関係> 

秋田内陸線支援については、６月７日に平成 24 年度秋田内陸地域公共交通連携協議会が阿仁

山村開発センターで開催され、内陸線の利活用促進や利便向上を図りながら《走れ内陸線、いつ

までも！みんなで目指せプラス６万人》キャンペーンなどを盛り込んだ平成 24 年度事業計画が

決定されました。 

 イベントを通して駅前の活性化を図り、内陸線の利活用促進につなげる目的の「のりものまつ

り」が５月 19 日と 20 日の２日間開催され、イベント目当ての多くの来場者で内陸線や阿仁合駅

前広場は賑わいました。 

また、合川駅前地域活性協議会主催の「合川駅春まつり」が６月２日に開催され、駅前周辺活

性化事業の一環として北秋田市も共催し、大勢の参加者や買い物客などで盛況に終了しました。 

 

 

 

 

 

財 務 部 

 

 

<財政課関係> 

 平成 24年２月 11日から平成 24年５月 29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２４年２月１１日～平成２４年５月２９日                                              

工事名（業務名） 契約年月日 
契約額 

（千円） 
請負業者名 

北秋田市例規集データベース更新・整備支援業務委

託 
Ｈ24.4.1 7,245 第一法規(株) 

総務部  １件  7,245  

住民情報系システム更新委託  Ｈ24.4.1  29,534 
(株)アイシーエス 秋田支

店 

住民情報系システム使用料 Ｈ24.4.1 15,372 
(株)アイシーエス 秋田支

店 

住民情報系システム運用保守委託 Ｈ24.4.1 11,277 
(株)アイシーエス 秋田支

店 

光ファイバ通信網設備保守委託 Ｈ24.4.1 6,752 
東日本電信電話(株)秋田支

店 

内部情報系システムソフトウェア保守委託 Ｈ24.4.1 7,612 
(株)アイシーエス 秋田支

店 

財務部  ５件  70,547  

鷹巣地区家庭ごみ収集運搬業務委託 Ｈ24.2.29 45,307 (有）ビルド・ミヤノ 

阿仁地区家庭ごみ・公共施設ごみ収集運搬業務委託 Ｈ24.2.29 20,454 
クリーン企画・宗和・トシ

設備共同企業体 

鷹巣地区公共施設ごみ収集運搬業務委託 Ｈ24.2.29 5,775 
クリーン企画・宗和・トシ

設備共同企業体 

鷹巣斎場火葬等業務委託 Ｈ24.4.1 6,374 
東北ビル管財(株)北秋田営

業所 

クリーンリサイクルセンター焼却施設運転管理業務

委託（Ｈ２４年５月～Ｈ２５年３月） 
Ｈ24.4.24 10,468 

東北ビル管財(株)北秋田営

業所 

クリーンリサイクルセンター資源ごみ等引取及び処

理委託（Ｈ２４年５月～Ｈ２５年３月） 
Ｈ24.5.1 15,689 (株)青南商事 

一般廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託 Ｈ24.5.10 6,405 (株)オオバ 秋田営業所 

市民生活部  ７件   110,472  

障害者福祉システム改修委託 Ｈ24.2.27 6,615 (株)アイシーエス秋田支店 
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介護保険制度改正に伴うシステム改修事業 Ｈ24.2.27 5,118 (株)アイシーエス秋田支店 

食の自立支援事業 Ｈ24.4.1 24,500 
社会福祉法人 北秋田市社

会福祉協議会 

北秋田市児童館運営業務委託 Ｈ24.4.1 21,280 
社会福祉法人 北秋田市社

会福祉協議会 

北秋田市子育てサポート管理運営業務委託 Ｈ24.4.1 13,907 
社会福祉法人 北秋田市社

会福祉協議会 

高齢者障害者等外出支援サービス事業 Ｈ24.4.1 13,901 
社会福祉法人 北秋田市社

会福祉協議会 

地域子育て支援センター業務 Ｈ24.4.1 7,491 
社会福祉法人 鷹巣地の塩

会 

地域子育て支援センター業務 Ｈ24.4.1 7,491 社会福祉法人 県北報告会 

健康福祉部  ８件  100,303  

農業災害復旧工事（１６工区） Ｈ24.2.23 9,555 かつら造園建設（株） 

農業災害復旧工事（２１工区） Ｈ24.2.23 5,926 (有）ビルド・ミヤノ 

農業災害復旧工事（２工区） Ｈ24.2.24 12,474 (株）大川建設 

農業災害復旧工事（２５工区） Ｈ24.2.24 10,815 (有）松尾土木 

農業災害復旧工事（３工区） Ｈ24.2.27 6,226 (有）千葉建設 

農業災害復旧工事（１１工区） Ｈ24.2.28 7,696 (有）長岐建設 

農業災害復旧工事（４工区） Ｈ24.3.9 13,125 秋田機械建設(株) 

農業災害復旧工事（９工区） Ｈ24.3.9 11,760 (株)芳賀工務店 

農業災害復旧工事（２３工区） Ｈ24.3.22 23,730 (株)津谷組 

農業災害復旧工事（１８工区） Ｈ24.3.22 7,297 かつら造園建設（株） 

農業災害復旧工事（５工区） Ｈ24.3.23 14,280 (有）丸栄建設 
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農業災害復旧工事（１９工区） Ｈ24.3.26 11,602 (株）大川建設 

農業災害復旧工事（６工区） Ｈ24.3.26 8,358 (株)芳賀工務店 

農業災害復旧工事（２４工区） Ｈ24.3.26 7,287 (有）松尾土木 

農業災害復旧工事（２０工区） Ｈ24.3.26 7,245 (株）大川建設 

農業災害復旧工事（７工区） Ｈ24.3.27 9,156 (有）長岐建設 

農業災害復旧工事（１５工区） Ｈ24.3.29 12,127 秋田機械建設(株) 

北秋田市観光情報システム化事業 Ｈ24.5.11 16,594 (株)うぶすな秋田営業所 

林道側溝等環境整備事業（震災対応分野） Ｈ24.5.15 10,651 
社団法人北秋田地域シルバ

ー人材センター 

産業部   １９件  205,904  

公共下水道 管渠詳細設計業務委託（鷹巣処理区） Ｈ24.3.29 18,375 
新日本設計(株)東北支社秋

田事務所北秋田営業所 

公共下水道 地質調査業務委託（鷹巣処理区） Ｈ24.3.29 6,510 
柴田工事調査(株)北秋田営

業所 

面整備工事（鷹巣処理区その６） Ｈ24.3.30 27,090 朝日建設(株) 

舗装新設工事（市道 大野台幹線） Ｈ24.3.30 57,834 (株）佐藤庫組 

阿仁地区小型合併浄化槽維持管理業務委託 Ｈ24.4.1 13,650 (有)鷹阿二清掃興業 

阿仁地区水道施設維持管理業務委託 Ｈ24.4.1 5,349 (有)ヤマグチ 

北部幹線工事（鷹巣処理区その５） Ｈ24.4.16 71,295 (株)津谷組 

浄化センター維持管理業務委託 Ｈ24.4.27 52,395 山岡工業(株) 

森吉合川地区農業集落排水処理施設維持管理業務委

託 
Ｈ24.5.1 8,190 (有）宗和 

合川地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託

（Ⅰ型） 
Ｈ24.5.1 5,040 (有）宗和 
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合川地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託

（Ⅲ型） 
Ｈ24.5.1 5,880 (有）宗和 

平成２４年度 道路台帳補正業務委託 Ｈ24.5.8 12,096 (株)パスコ 秋田支店 

一般国道７号鷹巣大館道路工事に伴う水道施設工事 Ｈ24.5.10 40,740 (有）丸栄建設 

建設部   １３件  324,444  

消防救急デジタル無線整備実施設計策定委託業務 Ｈ24.5.10 20,580 
(株)エイト日本技術開発東

北支社 

消防本部   １件  20,580  

北秋田市放課後児童クラブ運営管理業務 Ｈ24.4.1 18,889 
社会福祉法人 北秋田市社

会福祉協議会 

グリストラップ汲取り業務委託 Ｈ24.4.1 6,352 (業）タイセイ 

教育委員会   ２件  25,241  

    

合計    ５６件  864,736  

 

 

 

 

<税務課関係> 

 平成 24年５月末現在、軽自動車税と純固定資産税の当初調定額と納税義務者数（人、台）及

び平成 23年度各市税４月末の収納状況については、下記のとおりとなっております。 

 

                                                       

                                    

区  分 
調  定  額 

24年度現年課税分 23年度現年課税分 前 年 比 

軽 自 動 車 税    73,851,400円 72,760,400円 101.50％ 

純 固 定 資 産 税 1,532,296,300円 1,532,542,800円 99.98％ 
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平成 23年度分各市税４月末収納状況                   

税     目    調 定 額（円）    収入済額（円） 
収納率 

    (％) 

前年同 

    (％) 

個人市民税 
現 917,689,374 900,893,844 98.17 97.77 

滞 65,858,740 15,865,910 24.09 15.54 

法人市民税 
現 177,210,300 175,889,100 99.25 99.24 

滞 3,269,300 370,000 11.32 40.26 

固定資産税 
現 1,502,697,800 1,456,571,600 96.93 97.27 

滞 165,673,580 29,216,353 17.63 11.11 

交  付  金  55,785,100 55,785,100 100.00 100.00 

軽自動車税 
現 71,963,800 70,403,300 97.83 97.79 

滞 4,935,985 1,057,734 21.43 13.38 

市たばこ税  219,485,976 219,485,976 100.00 100.00 

入  湯  税  2,729,400 2,671,050 97.86 100.00 

国民健康保険税 
現 606,787,400 553,544,257 91.23 92.46 

滞 196,649,635 40,273,359 20.48 13.25 

合  計  3,990,736,390 3,522,027,583 88.26 87.14 

 

 

 

市民生活部 

 

 

<生活課関係> 

春のクリーンアップについては、４月 15 日早朝に市内全域（阿仁地区は４月 29 日）で実施し、

約 6,700人の市民が参加しました。 

 東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理については、４月 26 日、県内で最初に受け

入れを開始した大仙美郷クリーンセンターを視察しました。焼却施設や最終処分場の状況のほか、

被災地の視察や住民説明、放射線測定結果の公表などについて説明を受けました。 

区  分 
納 税 義 務 者 数 

24年度現年課税分 23年度現年課税分 対 前 年 

軽 自 動 車 税 16,082台 16,232台 △150台 

純 固 定 資 産 税 16,722人 16,938人 △216人 



- 8 - 

 平成 24 年度北秋田市廃棄物不法投棄監視委員会を５月 11 日に開催し、監視員 24 名に委嘱状

を交付しております。 

 春の狂犬病予防注射については、５月 31 日から６月 28 日までの日程で、市内 190 か所で巡回

実施しております。 

４月６日から 15 日までの 10 日間「春の交通安全運動」が実施されました。運動初日の６日に

は、市役所本庁舎前と森吉庁舎前において総決起集会を開催し、交通安全運動の決意を新たにし

ました。 

市民と行政が一緒になって地域課題を解決し市民協働のまちづくりを進めるため、「市民提案

型まちづくり事業」の募集を行っております。多くの市民団体の自発的な活動を期待していると

ころです。 

 男女共同参画推進事業では、５月 25日、あきたＦ・Ｆ推進員、北秋田市男女共同参画拠点施

設利用団体とのネットワーク会議を開催し、本年度の事業計画等について協議をしたところです。

また、６月３日第 28回ふるさと踊りと餅っこまつり会場において、来場者へチラシ等を配布し

男女共同参画への意識啓発に努めました。 

クリーンリサイクルセンターについては、平成 23 年度のごみの搬入量は 12,182 トンで、前年

度実績 12,204トンに比べ 21トンの減少となっています。 

 

 

<市民課関係> 

平成 24 年４月末現在の住民登録者数は 36,192 人で、その内訳は男 16,960 人、女 19,232 人、

世帯数は 14,439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 24 年２月から４月末までの３ヶ月で 113 件の交

付となっております。 

 昨年に引き続き、今年も３月下旬から４月上旬にかけて市民課窓口を土日６日間開設しました。

利用状況は、住民票関係 21 件、戸籍関係 13 件、印鑑証明関係 16 件、届出関係 24 件、市税関係

４件、その他 15件、計 93件でした。 

 国民健康保険については、平成 24 年４月１日現在の加入世帯数は 5,994 世帯で、被保険者数

は 9,625 人（内、一般被保険者数、8,629 人、退職被保険者数 996 人）で、その内、前期高齢者

は、4,087人となっております。 

 後期高齢者医療制度の、平成 24 年４月１日現在の被保険者数は 7,845 人で、その内若年障害

者認定数は 230人となっております。 
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健康福祉部 

 

 

<福祉課関係> 

障害者自立支援法による自立支援給付の利用者は、４月１日現在で介護給付が 326人（前年比

113人増）、訓練等給付が 112人（同３人増）、旧法施設入所等が０人（同 12人減）と福祉サー

ビスの新体系移行等により大幅な増減となっております。 

また、自立支援医療の更生医療は 57人（同４人減）、育成医療が７人（増減なし）、精神通

院医療が 535人（同 28人増）となっております。障害者生活支援センター「ささえ」で行って

いる相談支援事業は、年間延利用者が 4,275人（同 513人増）となり、障害者のニーズに沿った

支援が行なわれております。 

今年度から実施されている人口透析通院費助成事業については、33 人の申請となっております。 

４月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。１人あたり月額は、昨年 10月以降

の子ども手当から変更はありません。ただし、６月分（10月支給分）から所得制限が設けられ、

対象世帯の支給月額は当分の間 5,000円となります。 

 公立７保育園と私立４保育園では、859人（前年比 27人減）の園児が保育園生活を送っており

ます。へき地保育所の浦田保育園につきましては、入園希望がなく、休園しております。 

 市の単独事業「ひとり親家庭等就学祝金」については、小学校及び中学校への入学時の経済支

援として、本年度は小学生 21人（前年 24人）、中学生 44人（前年 41人）の児童生徒を対象と

し、１人あたり 10,000円を支給しております。 

 子育てサポートハウス「わんぱぁく」は、365 日オープンし、親子が自由に参加できるつどい

の広場としての機能を持ち、また病後児保育と児童の一時的な預かり、育児相談などを実施して

おります。昨年度の実績は、のべ数で、つどいの広場 8,737 人、病児・病後児保育は 10 人、一

時預かりは 1,030人、育児相談は 156件となっております。 

 

 

<高齢福祉課関係> 

高齢者在宅福祉サービスの主なる平成 23 年度実績について、高齢者障害者等外出支援サ－ビ

スでは、利用登録者数が 472 人（前年度 466 人）で、延べ利用回数は 4,605 回（前年度 5,818

回）となっております。食の自立支援サ－ビスは、利用登録者数が 238 人（前年度 260 人）で、

延べ利用食数は 32,021 食（前年度 33,927 食）を提供しております。また、家族介護慰労金は、

登録人員が 310 人（前年度 309 人）で、在宅での介護者に 19,260 千円（前年度 20,120 千円）の

慰労金を交付しております。福祉の雪事業は、利用登録世帯は 1,344 世帯（前年度 1,212 世帯）

で、延べ利用回数は 11,355回(前年度 9,569回)となり、利用者への扶助費は 28,768千円(前年度

19,532千円)と過去最高の支払額となっております。 
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 本年度からスタートする、第５期介護保険事業計画において施設整備を行うこととした「ケア

タウンたかのす」での、通所介護から通所リハビリへの一部切り替え事業については、本定例会

に条例の一部改正を提案し、併せて通所リハビリ事業に係る運動器機購入等の予算を提案してお

ります。また、グループホーム１ユニット(９床)の整備については、５月 17 日開催の第１回高

齢者福祉･介護保険事業運営委員会において、北秋田市介護サービス事業者募集要項について審

議を行い、６月１日から 29日を期限として募集を開始しております。 

 地域包括支援センターでの平成 23 年度相談件数（来所・電話・訪問）は、延べ 2,586 件で、

内、包括的支援事業として受け付けた総合相談は延べ 546件となっております。  

また、地域支援事業における要支援・要介護にならないための介護予防相談（二次予防事業）

は延べ 656 件で、予防事業（運動・口腔・栄養）の参加者数は 110 人となっております。地域に

出向いて行った介護予防教室の開催数は 36回で、524人の参加となっております。 

平成 24年度ひまわりの家運営協議会が 5月 24日に開催され、平成 23年度事業報告及び収支

実績、並びに平成 24年度事業計画等について協議がなされました。平成 23年度利用実績につい

ては、営業日数 317日で、総入館者数は 34,811人（前年度 37,623人）となっております。本年

度は開設 20周年を迎えることから、記念イベント等を開催しながら誘客に努めてまいります。 

 

 

<医療推進課関係> 

第２回地域医療連携センター運営協議会については、３月 23日に市民病院で開催され、介護

老人福祉施設、介護老人保健施設の入所待機者数や訪問看護事業者・介護保険施設・地域密着型

サービス事業所のサービス提供内容等の報告がありました。その後、在宅医療における困難ケー

スを題材とし、各委員からご意見をいただきながらより良い方策について協議が行われました。 

 市民病院の常勤医師については、４月より１名増員となり 19名体制（うち歯科医師２名）と

なっております。 

 市民病院の利便性向上については、５月 25 日、「北秋田市民病院運営連絡協議会」を開催し、

平成 23年度に市民から寄せられたご意見・ご要望に対し、市民病院で対応した内容が報告され

ました。また、市民病院の健全経営に向けての厚生連の取組や誘致薬局の日程並びに地域医療連

携センターの平成 24年度の取組などが報告されました。 

 米内沢診療所については、昨年 10月から新診療所の増改築工事を行っておりましたが、本年

３月 30日に完成し、５月２日に開所式を行い、５月７日から診察を行っております。 
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<健康推進課関係> 

成人検診事業については、集団検診方式・個別医療機関方式・ドック（国保・長寿）方式の３

方式で実施し、並行して各種がん検診も実施しております。 

集団検診については、森吉地区（４月 10日～４月 24日）、阿仁地区（４月 24日～５月 12

日）、合川地区（５月１日～５月 19日）、鷹巣地区（５月８日～６月 11日）が終了し、市民の

方々が多数受診して自らの健康づくりに関心を持っていただきました。 

 胃がん検診は、森吉地区（４月 17日～４月 27日）、阿仁地区（５月８日～５月 12日）、合

川地区（５月 14日～６月７日）が終了し、鷹巣地区は５月 26日から７月 30日の予定で、検診

受診率を高めるための要請ＰＲを行っております。 

 婦人科検診は、森吉地区（４月 18日～４月 20日）、阿仁地区（５月 14日～５月 17日）、合

川地区（５月 21日～６月 13日）が終了し、鷹巣地区は６月 15日から８月８日の予定で行いま

す。 

また、介護予防事業については、栄養教室、口腔機能向上教室、パワーリハビリ教室、運動教

室（水中運動を含む）の各事業を実施しております。市民健康づくり事業の一環としてのウォー

キングについては、４地区で開催予定（スポーツ振興課と共催）し、その第１回目として５月 23

日に開催した｢くまげらウォーク｣（会場＝森吉山ダム周辺）には 91人の参加がありました。 

 母子保健事業については、乳幼児健診、育児相談、マタニティ講座等を行っております。 

 

 

 

産 業 部 

 

 

<農林課関係> 

稲作については、豪雪と３月から４月中旬までの低温により雪解けが進まず、春作業が５日、

６日前後の遅れで推移し、田植え作業についても、４月中旬以降の高温により作業が進み、５月

16日頃から始まりましたが、平年より１週間前後の遅れで最盛期となりました。 

今後は生育の遅れが心配されますので、ＪＡを始めとする農業指導関係機関との連携を密にし

て、水管理等の適正指導を啓発してまいります。 

畑作については、スイートコーンは平年並みで作業が終了しましたが、山の芋については、春

の低温の影響で４～５日の遅れとなっております。 

今年の牧場運営については、５月 16 日に 30 頭が鷹巣牧場に入牧、６月７日には高津森牧場に

14 頭が入牧して、夏山冬里方式による低コストで健康な肉用牛の生産に向け、終牧まで事故の

ないよう両牧場とも草地の管理や周辺整備を進め、畜産農家の利用促進を促しながら、安全で安

心できる肉用牛生産に貢献できるよう努めるとともに、農家の生産活動の維持促進を図り経営の
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安定に努めてまいります。 

昨年のゲリラ豪雨農業災害復旧工事繰り越し分 108 箇所についてですが、５月中に 95 箇所が

完成し、農作業への影響を最小限にとどめております。残り 13 箇所については、８月までに完

成予定となっております。 

今年度から農地・水保全管理支払交付金の第２期対策事業が始まりました。２つの交付金のう

ち、主に草刈りや泥上げ等について支援する共同活動支援交付金は、76 組織で活動に取り組み、

交付金額は 107,492 千円となる見込みであり、施設の長寿命化に対して支援する向上活動支援交

付金は、21 組織で実施する予定で、事業費は 1/3 の自己負担を含め 45,321 千円となる見込みで

す。 

中山間地域等直接支払制度事業については、平成 22 年度から 26 年度までの第３期対策事業が

実施されております。今年度は、18 地区で面積 106.3 ha が実施見込みで事業費は 21,998 千円

を予定しております。 

土地改良事業関係については、県営農村整備事業による５地区で事業実施、調査事業が２地区

で始まっております。農村基盤の再整備事業をさらに推進してまいります。 

次に林業関係についてですが、昨年８月の林道災害、４路線６箇所の工事については８月まで

に完成予定となっております。 

また、豪雪による林道への落石及び倒木等が多数あり、現在、地域の協力を得ながら通行の確

保に努めております。 

 

 

<商工観光課関係> 

緊急雇用創出臨時対策事業関係については、県の基金事業を活用し、10事業、37名を雇用し

ております。 

中心市街地活性化対策については、３店舗を事業認定して空き店舗対策に取り組んでおります。 

特産品振興については、４月 21日森吉山麓村興し会主催による『ＢＭ（バター餅）－１グラ

ンプリ』がクウィンス森吉で開催され、市内外から 20の団体・個人から個性あるバター餅 31品

が出店されました。審査員は『見た目』『食感』『香り』などを慎重に審査し、各賞が受賞者に

送られました。 

また、５月 25日中央公民館において、昨年度の提案公募型特産品活性化推進事業で認定され

た２件・５商品の成果品報告会が開催されました。会場では、事業者から商品の紹介や試食が行

われ、来場の方々に味の感想を聞いたり、商品のＰＲをお願いしました。 

 観光振興に関しましては、４月 28 日にマタギの里熊牧場がオープンし、今年生まれた仔熊を

見ようと多くの家族連れで賑わいました。 

 ４月 29 日から５月６日まで鷹巣中央公園「桜を観る会」が開かれ 850 本の桜を前に、大勢の

来場者で賑わい期間中開催されたイベントなどを楽しみました。 
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 また、ＧＷに合わせ森吉山阿仁スキー場では、４月 28 日から５月６日の期間、春山営業を行

いました。初日から晴天に恵まれ多くのスキーやスノーボード客が詰めかけました。 

 「森吉山山開き」が森吉側は５月３日、阿仁側は６月２日、「竜ヶ森山開き」が６月１日に行

われ、今年１年の無事故と安全登山を祈願しました。 

 「太平湖湖水開き」が６月１日に行われ、小又峡までの遊覧船の運行が始まり、大勢の観光客

が新緑に囲まれた湖の景色を満喫しておりました。 

 「阿仁のゴンドラで行く・観る森吉山紀行」が６月１日から始まり、高山植物の数々を鑑賞し

ようと訪れた利用客で賑わっております。 

６月３日にふるさと踊りと餅っこまつりが開催され、多くの催しに沢山の人で賑わいました。 

６月８日に第２回北秋田市観光魅力向上会議が開催され、東北観光博やデステイネーションキ

ャンペーンの受入れ体制や新たな観光素材の発掘・既存観光資源のブラッシュアップ等について

協議しました。 

 

 

 

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24年度総会が５月30

日に開催されました。早期完成に向けて、国への要望活動や産業祭などイベント会場での情報提

供を行い、整備促進に向けた啓蒙活動を通じて市民一体となった運動を進めてまいります。 

昨年度に引続き実施している住宅リフォーム緊急支援事業については、５月末で補助金交付決

定数 126件、交付決定額 17,776千円で、昨年の同時期と比べて件数・金額ともに約16%の増とな

っております。 

 

 

<建設課関係> 

道路工事関係については、道路維持工事（大沢～李岱線）１件、土地分筆登記業務委託（蟹沢

４号線）１件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、道路改良工事（大野台幹線）１件を発注繰越し、７月末

の完成予定であります。 

公共土木災害復旧事業については、道路災害復旧工事（今泉沢線）１件を発注繰越しておりま

す。また、河川災害復旧工事（黒沢川右岸、田沢川右岸、今泉川右岸、今泉川左右岸、今泉川左

岸、真木屋川右岸）６件を繰越し、工事を完了しております。 
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<上下水道課関係> 

簡易水道事業については、東地区簡易水道配水場配水ポンプ取替工事実施設計業務委託、米内

沢地区･桂瀬地区簡易水道送･配水管移設工事実施設計業務委託、阿仁合地区簡易水道導水施設改

良工事実施設計業務委託の３件を発注しております。 

また、一般国道７号鷹巣大館道路工事に伴う水道施設移設工事１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、柳中地内の面整備工事、田中下モ地内の北

部幹線工事の２件を発注しております。 

 

 

 

消 防 本 部 

 

 

<常備消防関係> 

本年１月から４月末までの火災件数は、昨年同期より２件少ない６件で、建物火災が３件、林

野火災１件、その他火災が２件となっております。建物火災は、住家２件、非住家が１件で、火

災による死者は３年ぶり０名となっております。 

 また、救急出場は 551 件で昨年同期比 50 件の増となっており、内訳は急病が 362 件で全体の

65％、次いで一般負傷 84 件、交通事故 50 件、転院搬送 33 件、その他 22 件となっており、505

名を搬送しております。ドクターヘリの要請は８件で４名を搬送しており不搬送は、天候不良３

件、日没が１件であります。救助出場は、昨年同期比３件増の 26 件で、内訳は交通事故 21 件、

機械による事故２件、その他３件で救助人員は８名となっております。５月４日発生した阿仁川

の救助事案では、対岸に取り残された弘前大学の学生２名を救助しております。 

 職員の研修については、新規採用者４名が４月から９月までの６ヶ月間、秋田県消防学校初任

課に入校し、消防士としての基礎知識、技術の習得のため研修中であります。 

 また、４月に救急救命士国家試験に合格した１名は、就業前研修を６月まで行い修了後に救命

士としての活動を行う予定であり、救命士は 17名となります。 

 予防査察の指導状況については、集会所等 74 件と、危険物施設 23 件実施し、消防法違反のあ

る施設等には早急に是正するよう指導に努めております。５月 13 日に広島県福山市で発生した

ホテル火災に伴い、ホテル・旅館の緊急査察を５月 15 日から５月 25 日まで 26 件を実施してお

ります。 

 消防ポンプ車の更新については、３月 27 日本署２号車を更新し緊急消防援助隊に登録してお

ります。これまでの消防ポンプ車より機能が多いことから火災防御訓練を実施しております。 
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<非常備消防関係> 

春の火災予防運動初日の４月１日に、各地区において一斉放水訓練を実施する予定でしたが、

３月 31日の豪雨のため一斉放水訓練を中止し河川の警戒および火災予防巡回を実施しておりま

す。 

 

 

 

教育委員会 

 

 

<総務課関係> 

昨年 10 月からの継続事業であります、米内沢小学校建設工事の進捗については、５月末現在

の進捗率が約 38％となっており 10 月末の完成に向け進めております。同時期に着工したプール

建設工事については、90％の進捗となっており、６月中の完成を目指して進めております。また、

その他の学校関係工事については、今年の大雪、４月の強風により破損した個所も含め、緊急性

の高いものから順次補修及び改修工事を進めてまいります。 

県からの受託事業、あきたリフレッシュ学園は４月 24日１名での入学でスタート以来、５月

25日までに、のべ９名が利用しており、それぞれ生徒に合わせた学習指導、また体験活動等の支

援を行っております。 

 

 

<学校教育課関係> 

平成 24 年度の市立幼稚園(４月５日)及び小・中学校(４月６日・９日)の入学式が行われ、幼

稚園５名、小学校 221 名、中学校 277 名の幼児・児童・生徒が新たな学校(園)の門をくぐりまし

た。これにより、５月１日現在の児童生徒数は、幼稚園９名、小学校 1,402 名（14 校）、中学校

872名（５校）で、学級数は小学校が 102、中学校が 36となっております。 

 市内小・中学校に関する調査研究と教職員の研修を推進する北秋田市教育センターの所員総会

が４月 27日に行われ、新たな顔ぶれにより今年度の研修がスタートしました。 

 各小・中学校の運動会・体育大会は５月 12 日を皮切りに行われ、家族や地域の方々の声援を

受けながら、元気いっぱいに躍動する子どもたちの姿が見られました。 

 ４月 17 日には、今年度から新たに理科が加わった全国学力・学習状況調査が行われ、各小学

校の６年生、各中学校の３年生が日頃の学習の成果を試す問題に挑みました。 

４月 21 日と 22 日には、中学校大北春季総合体育大会が行われました。野球とバレーボール男

子、柔道男子団体で鷹巣中が、バレーボール女子で鷹巣南中、ソフトテニス男子団体で森吉中、
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バスケットボール女子、剣道女子団体で合川中が優勝を飾ったほか、柔道男女個人戦でほとんど

の階級で優勝者を出すなど、市内の中学校の活躍が光りました。 

 

 

<生涯学習課関係> 

今年度の高齢者大学については、高鷹大学 221 人、合川ことぶき大学 64 人、森吉大学 108 人、

阿仁生き活き大学 60人で計 453人の受講生が入学・開講式を終え、意欲を新たに今年度の学習

活動をスタートしました。 

 各公民館については、本年度の講座を中央公民館８講座、合川公民館５講座、森吉公民館７講

座、阿仁公民館６講座、鷹巣６地区公民館 14講座で計 40の定期講座を開設し、市民の皆さんへ

の学習機会の提供に努めております。 

 放課後児童クラブ事業については、共働き世帯などの児童の健全育成、子育てと仕事の両立支

援のため、放課後子ども教室と連携を図りながら市内 14ヶ所で 535人の学童保育を実施してお

ります。 

 「第 37回誕生の森記念植樹」が５月 20日に翠雲公園で行なわれ、平成 23年度中に合川地区

で誕生した 29人中、21人の子どもとその家族約 60人が参加して、子どもの成長を祈ってあじさ

いの苗を植樹しました。 

 地域全体で学校教育の支援を行う学校支援地域本部事業は、市内９校（うち単独実施２校）で

実施しております。 

 ４月１日、大阿仁公民館（大阿仁出張所内）に、約 1,800冊の本を備えた「図書ひろば」がリ

ニューアル・オープンし、地域の皆さんの利用促進を図っております。 

４月 21日に伊勢堂岱遺跡の世界遺産登録推進事業の一環として、昨年に続きサケ放流「カム

バック・縄文サーモン」を実施しました。これは、遺跡のすぐそばを流れ、サケの遡上のみられ

る湯車川に稚魚を放流することで、遡上数の増加と豊かな自然環境の維持を図るとともに、世界

遺産登録に向けた伊勢堂岱遺跡周辺の環境保存を推進することを目的として行われ、当日は、地

元自治会、子供会、伊勢堂岱遺跡ワーキンググループ等約 40人が参加してサケの放流、清掃な

どを行いました。 

国指定史跡「伊勢堂岱遺跡」の一般公開を５月３日から５月 31日までの日程で実施し、今年

度は、遺跡内の環境整備の関係で期間は短かったものの、４道県の 15遺跡と連携してＰＲ活動

を行っていることもあり、例年より多くの見学者が訪れました。 
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<スポーツ振興課関係> 

第 50 回記念河田杯マラソン・大館北秋田ロードレース大会が４月 21 日北秋田市役所前をスタ

ート・ゴール会場として開催されました。当日の開会式において第 50 回記念セレモニーとして、

市長より河田康博氏に感謝状が贈呈されました。又、各種国際大会に活躍された浅利純子さんも

招待され大会に華を添えました。天候も良く、気温も上がり絶好の大会日和となり市内外から

190人の小学生から一般までが参加し、家族らの応援を受け、健脚を競い合いました。 

 指定管理者制度を導入している北秋田市民プールの平成 23 年度利用者は、プールが 29,067 人、

トレーニングルームが 14,845 人の合わせて 43,912 人でした。同じく指定管理者制度を導入して

いる北秋田市営薬師山スキー場の平成 23 年度利用者は 13,540 人でした。引き続き平成 27 年３

月 31日までそれぞれに管理運営業務が委託されることとなります。 

 


