平成 28 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 16 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 28 年度職員採用試験は、大学卒一般行政職及び保健師、建築士、土木技師について６月８
日から６月 28 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 24 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。また、高校卒一般行政職及び消防吏員につい
ては、８月３日から８月 23 日まで受験申込みを受付し、あわせて 14 人の応募がありました。第
１次試験は９月 18 日にノースアジア大学で行われます。
６月５日、国土交通省能代河川国道事務所、北秋田市消防本部、北秋田市水防団とで米代川右
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ました。シート張工、釜段工、
木流し工の訓練、軽可搬ポンプによる排水作業（女性分団員による）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。
６月６日、国土交通省能代河川国道事務所、北秋田市水防団とで、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６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。

＜総合政策課関係＞
６月 30 日、「第１回行政評価委員会」を開催し委員へ委嘱状を交付したほか、評価対象となる
８つの事業の選定方法や進め方などが話し合われました。また、８月 25 日には２回目の委員会を
開催し、評価対象に選定した２つの事業について審査を行い、11 月までに全８事業の評価を終え
ることとしております。
７月２日の「あきたで暮らそう移住セミナー＆相談会」、同月９日の「青森・秋田・岩手の暮
らし発見フェア」がいずれも東京都内で開催され、本市も出展し移住相談に対応したほか、セミ
ナーではプレゼン等を行い移住・定住の取り組みほか本市の魅力をＰＲしました。
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８月１日から５日にかけ、阿仁・合川・森吉・鷹巣の各地区において移動行政懇話会を開催し、
来場した市民 76 人参加のもと、移住・定住促進事業と観光振興の取り組みの２つのテーマを中心
に意見を交わしました。
８月 31 日、「北秋田市・郡選出秋田県議会議員との意見交換会」を北秋田市民ふれあいプラザ
コムコムで開催し、近藤健一郎県議並びに北林丈正県議出席のもと、本市が現在取り組みを進め
ている移住・定住促進事業をはじめ観光振興事業ほか主要事業等について意見を交わしました。

＜内陸線再生支援室関係＞
平成 28 年度秋田内陸地域公共交通連携協議会総会が、７月５日開催され、昨年度事業報告に続
いて、「秋田内陸線利活用促進事業」、「地域協働推進事業」の本年度事業計画の提案があり、
承認されました。
５年目を迎えた「田んぼアート」は、内陸線の夏の名物として、定着いたしました。今年は、
５月 27 日、29 日の二日間にわたり、前田・阿仁合両小学校をはじめ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ました。仙北市側も含め内陸線沿線で４か所設置しておりますが、
北秋田市側は、今年も平里・小渕地区の２か所となっておりますので、内陸線の車窓から、出来
栄えなど、是非、ご観賞いただきたいと思います。
くまくま園の２周年イベントをはじめ、市内外のイベントなどで内陸線のＰＲ活動を実施して
おりますが、新しい取り組みとして、JR 東日本が主催する「駅からハイキング」に阿仁合地区の
散策コースが採用され、10 月から阿仁合駅などでお客様への対応を実施することとなっており、
これによる内陸線利用の増加を期待しているところであります。
今後とも、沿線の観光地や見どころの開拓、既存施設のブラッシュアップなどに努め、沿線観
光のＰＲやイベント時の誘客対策、沿線住民への乗車促進対策などによる増客に向け、引き続き、
取り組んでまいります。

財 務 部

＜財政課関係＞
平成 28 年５月１日から平成 28 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。
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工事等発注一覧表
※ ５００万円以上（消費税含む）
平成 28 年５月１日～平成 28 年７月 31 日
工事名または業務名等
北秋田市公共施設等総合管理計画策定
業務
平成 28 年度 標準宅地鑑定評価及び時
点修正率算定業務委託
地籍調査測量業務委託(鷹巣第２)

契約年月日

契約額
（千円）

請負業者名
(株)建設技術研究所
秋田事務所

Ｈ28.５.12

13,500

Ｈ28.５.12

13,932 シンコウ補償(株)

Ｈ28.５.26

6,232 技苑コンサル(株)

財務部 ３件

33,664

クリーンリサイクルセンター焼却施設
運転管理業務（6 月～29.3 月）委託
外側線設置工事（市道 元７号綴子線ほ
か 14 路線）

Ｈ28.５.12
Ｈ28.５.12

鷹巣斎場火葬等業務委託（６～３月分） Ｈ28.５.12
市民生活部 ３件
阿仁診療所 内視鏡画像処理器・高輝度
光源装置賃貸借

10,260

東北ビル管財(株)
北秋田営業所

6,480 大館桂工業(株)
5,864

東北ビル管財(株)
北秋田営業所

22,604
Ｈ28.６.14

健康福祉部 １件

5,249 (株)いわしや
5,249

森吉山イメージアップ業務委託

Ｈ28.６.７

5,400 (株)エフジー武蔵

阿仁スキー場ゴンドラ山頂駅舎鉄骨塗
装工事

Ｈ28.６.28

5,980 伊藤塗装

柵木岱線横断水路修繕工事

Ｈ28.７.８

7,398 (有)松尾土木

産業部 ３件
道路改良工事（１級市道
線）

18,778
綴子～小田

Ｈ28.５.13

11,016 かつら造園建設(株)

面整備工事(鷹巣処理区その 4)

Ｈ28.５.19

面整備工事(鷹巣処理区その 5)

Ｈ28.５.19

測量設計業務委託（２級市道 元 7 号坊
沢線外 1 路線）

Ｈ28.５.26

橋梁補修工事(伏影橋)

Ｈ28.６.９

58,320 秋田土建(株)

舗装維持工事(元町～東上綱線)

Ｈ28.６.９

8,046 (有)丸栄建設

森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事
Ｈ28.６.13
業三木田増圧ポンプ場建設他工事
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110,700 (株)津谷組
26,460 (有)丸栄建設
6,696 技苑コンサル(株)

24,840 (有)合川水道施設工業所

森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事
Ｈ28.６.14
業大野岱配水場改良工事

18,360

大館桂工業(株)
北秋田営業所

舗装補修工事(その他市道 桜木町線)

Ｈ28.６.14

5,616 朝日建設(株)

農集 前田処理施設
装置取替工事

Ｈ28.６.14

5,054

No.１ばっ気攪拌

大館桂工業(株)
北秋田営業所

ロータリー除雪車 2.6ｍ幅

Ｈ28.６.28

歩行空間整備工事(１級市道 米代町線)

Ｈ28.６.28

121,608 (株)芳賀工務店

橋梁補修工事(五味堀橋)

Ｈ28.６.30

47,520 秋田土建(株)

橋梁補修工事(根子橋)

Ｈ28.６.30

26,460 秋田土建(株)

面整備工事(鷹巣処理区その２)

Ｈ28.７.７

52,380 朝日建設(株)

南鷹巣団地第１期(１号棟 A)建設工事

Ｈ28.７.８

28,512 米沢建築

南鷹巣団地第１期(２号棟 A)建設工事

Ｈ28.７.８

28,401 (有)小坂工務店

南鷹巣団地第 1 期(２号棟 B)建設工事

Ｈ28.７.８

27,827 (有)碇谷建築

南鷹巣団地第 1 期(１号棟 B)建設工事

Ｈ28.７.８

27,821 (有)堀内工務店

五味堀橋橋梁補修に伴う水道管橋梁添
架金物架設工事

Ｈ28.７.12

5,184 秋田土建(株)

凍結防止剤散布車２ｔ級

Ｈ28.７.21

17,712 暁商工(株)

舗装復旧工事(鷹巣処理区その２)

Ｈ28.７.21

17,604 (有)丸栄建設

舗装復旧工事(鷹巣処理区その１)

Ｈ28.７.21

7,074 (有)丸栄建設

平成 28 年度 防災安全交付金 北秋田
Ｈ28.７.22
市 道路橋定期点検業務委託
平成 28 年度 防災安全交付金 北秋田
Ｈ28.７.22
市 道路橋定期点検業務委託(その２)
森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事
業簡易水道既設配水管廃止仕切弁設置 Ｈ28.７.26
他工事
建設部 26 件
小型動力ポンプ付四輪駆動消防自動車

36,288 暁商工(株)

市町村橋梁等長寿命化連
絡協議会
市町村橋梁等長寿命化連
5,162
絡協議会

22,982

7,263 (有)宗和
754,906

Ｈ28.５.12

消防本部 １件

5,551

(株)能代消防センター

5,551

森吉中学校・米内沢小学校スクールバス
Ｈ28.５.12
運行業務委託（６～３月分）
合川小・中学校スクールバス運行業務委
Ｈ28.５.12
託（６～３月分）
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9,768 秋北バス(株)
8,177 あきた北観光バス(株)

山二環境機材(株)大館営
業所

厨房機器

Ｈ28.６.16

27,540

鷹巣北野球場改修工事

Ｈ28.６.28

36,180 秋田機械建設(株)

鷹巣中部学校給食センター解体工事

Ｈ28.７.７

9,234 (株)芳賀工務店

史跡伊勢堂岱遺跡環状列石保存処理業
務委託

Ｈ28.７.14

15,589 (株)トリアド工房

綴子小学校校舎等屋根改修工事

Ｈ28.７.21

20,574 朝日建設(株)

Ｈ28.７.27

24,754 秋田ゼロックス(株)

Ｈ28.７.27

24,961

教育用コンピュータシステム賃貸借
（合川中学校）
教育用コンピュータシステム賃貸借
（鷹巣南中学校）
教育用コンピュータシステム賃貸借
（鷹巣小学校）
教育用コンピュータシステム賃貸借
（綴子小学校）

Ｈ28.７.27
Ｈ28.７.27

教育委員会事務局 11 件

東光コンピュータ・サービ
ス(株)北秋田営業所
東光コンピュータ・サービ
29,627
ス(株)北秋田営業所
東光コンピュータ・サービ
19,479
ス(株)北秋田営業所
225,883

合計 48 件

1,066,635

地籍調査事業については、鷹巣字上家下、帰道、愛宕下の３地区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 22 日から対象面積 0.15ha、557 筆につ
いて一筆地調査を実施しております。
また、平成 27 年度に実施した鷹巣字北中家下、南中家下、東中岱の一部、小中岱の一部につい
て地図及び簿冊を作成し、８月 10 日から８月 29 日までの 20 日間、閲覧を実施しております。

<税務課関係>
平成 28 年度の市民税及び国民健康保険税の当初調定状況については、次のとおりとなっており
ます。
１．市民税の当初調定状況について
区

分

納税義務者数
28 年度

27 年度

前年比

調 定 状 況
普通徴収
2,734 人

2,831 人

△ 97 人

特別徴収

計

給与

9,636 人

年金

2,107 人

給与

9,518 人

年金

2,042 人

給与

118 人

年金

65 人
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14,477 人

14,391 人

86 人

市民税額

普通徴収

特別徴収

計

28 年度

155,143,500 円

781,455,400 円

936,598,900 円

27 年度

147,020,200 円

769,291,600 円

916,311,800 円

前年比

8,123,300 円

12,163,800 円

20,287,100 円

２．国民健康保険税の当初調定状況について
○世帯数 5,414 世帯（前年比△213 世帯）
内一般世帯数 5,253 世帯（前年比△115 世帯）、退職世帯数 161 世帯（前年比△98 世帯）
○被保険者数 8,564 人（前年比△460 人）
内一般被保険者数 8,048 人（前年比△219 人）、退職被保険者数 516 人（前年比△241 人）
区

分

一般被保険者分

調 定 状 況
普通徴収

特別徴収

計

28 年度

402,606,946 円

79,574,300 円

482,181,246 円

27 年度

396,725,145 円

78,143,056 円

474,868,201 円

前年比

5,881,801 円

1,431,244 円

7,313,045 円

退職被保険者分

普通徴収

特別徴収

計

28 年度

28,033,054 円

18,000 円

28,051,054 円

27 年度

42,414,555 円

31,744 円

42,446,299 円

前年比

△ 14,381,501 円

△ 13,744 円

△ 14,395,245 円

市民生活部

＜生活課関係＞
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１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、これまで２回の審査委員会で６団体が採択され、事業
が行われています。
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進捗率は、８月末で 6.3％とな
っております。
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健康福祉部

＜福祉課関係＞
第 66 回社会を明るくする運動については、７月９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 13 日には北秋田市民ふれあいプラザコムコムで約
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、長信田の森診療クリニックに通う若者たちによる長信田太鼓が披露されました。
平成 28 年度北秋田市戦没者追悼式を、８月 12 日北秋田市文化会館において開催しました。戦
後 71 年を経て恒久平和の誓いのもと、関係者並びに遺族約 200 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「年金生活者等支援臨時福祉給付金」について
は、４月 18 日より申請受付けを開始し、７月末日の申請状況は、95％となっています。
児童扶養手当の現況届については、８月２日から受付並びに面接を実施しました。対象者は 308
人となっています。
「北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」策定のため、７月 26 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。今年度は、アンケ－ト調査や座談会などを通じ
て地域の声を伺い、具体的な計画策定は来年度を予定しております。

＜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 8,331 人、うち白寿該当者は 15 人、米寿該
当者は 364 人、新敬老者は 549 人となっております。
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６日の合川会場
をスタートに９月 18 日の綴子会場まで、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 2,827 人となっております。そ
のうちサービス受給者が 2,528 人で、認定者数に対する受給率は 89.42％となっており、昨年同期
と比較すると認定者数は 32 人減少、サービス受給者は 76 人増加しております。
地元就職支援及び介護職員人材確保を目的として、高校生を対象とした介護職員初任者研修の
受講生を募集したところ 15 名の応募がありました。受講生は資格取得を目指し、７月 23 日の開
講式から９月までの長期にわたる研修に取り組んでおります。
包括支援センターでは、６月 29 日、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた市民協働
のまちづくりを推進することを目的に「北秋田市地域づくりフォーラム」を開催し、市民約 250
名の参加のもと、ともに支えあう助け合いのまちづくりについて理解を深めました。また、７月
20 日からは市内９地区において「地域づくりワークショップ」を開催し、介護が必要になっても
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住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりのため、地域の課題や自分たちができる
こと等を話し合いました。今後は「ワークショップ報告会」を開催し、総合事業実施へ向けた体
制づくり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おり
ます。
個別医療機関方式・ドック方式を除き各種健診の受診数は８月末現在で、さわやか健康診査 53
人、特定健康診査 1,634 人、一般健康診査 16 人、後期高齢者健康診査 1,007 人となっており、各
種がん検診等は、胃がん検診 1,563 人、大腸がん検診 3,068 人、肺がん等検診 2,825 人、前立腺
がん検診 1,019 人、肝炎ウイルス検診 14 人、子宮頸がん・婦人科超音波検診 435 人、乳がん検診
365 人、骨粗しょう症検診 343 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 212 人中 117 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、乳幼児健診の場で「思春期ふれあい体験学習」を実施し、鷹巣南中
学校３年生と阿仁中学校３年生合わせて 27 人が参加して、子育てについての事前学習や乳幼児と
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 7 月 28 日から８月２日まで
の日程で市内３会場にて実施し、合わせて 84 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。
北秋田市地域医療連携センター運営事業については、今年度第一回目となる北秋田市地域医療
連携センター運営協議会が７月４日に開催され、事業計画として多職種連携による医療・介護の
連携による在宅ケアの充実のため、継続して専門部会を組織するとともに、地域包括ケアシステ
ムを目指し、問題解決に向けた全体会・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 2,230 人で
前年同期対比 259 人（10.4％）の減、外科 2,703 人で前年同期対比 218 人（14.1％）の減、歯科
1,017 人で前年同期対比 83 人（8.9％）の増となっております。次に、合川診療所では 2,671 人で、
前年同期対比 129 人（4.6％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、内科 3,841 人で
前年同期対比 208 人（5.1％）の減、小児科 404 人で前年同期対比 115 人（39.8％）の増、整形外
科 905 人で前年同期対比 208 人（18.7％）の減、脳血管外科 252 人で前年同期対比 19 人（7.0％）
の減、心臓血管外科 42 人で前年同期対比 10 人（19.2％）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。
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産業部

＜農林課＞
今年の水稲は、順調に生育が進み例年と同時期に出穂しておりますが、秋田県病害虫防除所か
ら注意報第１号が発表され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
連携し防除の徹底を呼びかけております。
きゅうり、トマトの青果物等については、集荷量は平年より若干多いものの、価格が若干下落
傾向となっております。
昨年に引き続き有害獣の農作物等への被害防止策として、電気柵を設置する農業者への助成を
実施しており、本年は２農業経営体が４セット設置しております。
７月 27 日にＪＡ鷹巣町が指定管理を受託している農産物等直売所がオープンし、セレモニーが
開催され、当日は 700 名を超える購買者の利用がありました。今後も多くの生産者及び消費者に
利用されることを期待しております。
林業関係については、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９回東北チェンソーアート競技大会」が６月 11
日 12 日に「北欧の杜公園」で県内外から 20 人の選手参加を得て成功裡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。
鳥獣被害対策については、例年にない熊の出没により鷹巣地区 10 頭、合川地区３頭、森吉地区
11 頭、阿仁地区３頭、合計 27 頭（８月 24 日現在）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。

＜商工観光課関係＞
商工振興については、秋田県企業誘致推進協議会主催により、７月 19 日に「あきたリッチセミ
ナー in TOKYO」、７月 20 日に「東海地区企業懇談会」が開催され、首都圏及び東海地区の企業
に対し、市の企業誘致制度紹介と観光のＰＲを実施しております。
７月 12 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、『阿仁フキを
用いたチョコレート系スウィーツ開発』など３事業が採択になり、改良や新たな特産品開発に取
り組んでおります。また、７月 23 日に４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、認定こども園「しゃろーむ」を中心とした園児と秋田北鷹高等学校生徒によるバター餅
体操や同校家庭クラブの創作バター餅が振る舞われ、たくさんの参加者で賑わいました。
８月 27 日 28 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６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販売を行いま
した。どの商品も品質の高さとおいしさが高い評価を得られたほか、市内観光地のＰＲ活動や宿
泊施設等の紹介などを行いました。
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観光振興については、６月５日に第 32 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、各団体からたくさんの踊り子が参加し、曲に合わせて踊りを披露されました。
６月 26 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・ダムの見学などに加えて、今年度よりお披露目されたダムカレーに列ができるなど多く
の来場者で賑わいました。７月９日には、第 24 回米代川花火大会が開催されました。県内でも早
い時期に行われるため、観覧席には県内外から多くの家族連れが訪れ、夜空にきらめく光の宴に
多数のお客様が酔いしれました。「くまくま園」のリニューアルオープン２周年記念として、県
と連携し、
７月 23 日から８月 21 日の１か月間にわたり土日を中心に多彩な催しを実施しました。
なかでも人気アニメ「くまみこ」のイベントでは、くまくま園の駐車場では足りず、来場者に遊
遊ガーデンに駐車するようお願いするほどの盛況な賑わいでありました。また、ゴールデンウィ
ークで好評だった遊遊ガーデンの渓流釣りを、８月 14 日から８月 16 日の期間限定で実施したと
ころ、多数の家族連れに来場いただき、こちらも大変な賑わいを見せておりました。８月７日は、
第 30 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。郷土芸能や火文
字の幻想的ムードに加えて 30 周年記念スペシャルスターマインの打ち上げで大勢のお客様を魅了
しました。８月 14 日には、第 45 回合川まとび、第 36 回合川ふるさとまつりが開催されました。
婦人会や中学生による通り踊りや迫力ある和太鼓、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 日は伝統の第 54 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ほか、多くの見物客が山河に響く夜空の花火を体感しました。
８月 22 日から 26 日にかけて、知事や県内自治体の首長とともに台湾を訪問しトップセールス
を行いました。龍譚高級中学へ市単独での訪問や、DMO「秋田犬ツーリズム」と共に台湾旅行エー
ジェントなど各機関を訪問し、北秋田市への通年観光を売り込み更なる誘客促進につなげるため
PR を行ってきました。

建 設 部

＜都市計画課関係＞
南鷹巣団地建替事業については、第１期建設工事の工事請負契約を７月に締結し、11 月中旬の
完成に向け、建築本体工事（８戸：木造平屋４戸建２棟）に着手しております。

＜建設課関係＞
６月以降の道路工事関係については、排水維持工事３件（羽根山桜渡線、比立内川端線、李岱
鍛町線）を発注、１件（堂ヶ岱～藤株線）が完成、舗装維持工事７件（横町～伊勢町線、天甫通
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～横町線、旭町５号線、綴子～小田線、駅前通線、白坂線、銀山水無線）を発注、５件（元町～
東上綱線、横町～伊勢町線、惣内線、米代町線、堺田線）が完成、交通安全施設工事１件（鳥坂
笑内線）を発注、２件（前山停車場線、米代町～西中岱線）が完成、道路新設改良工事３件（米
代町線歩行空間整備工事、天甫下道線、坊沢神社下道線）を発注、１件（綴子～小田線）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（脇神橋）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３件（田沢川２件、東又川）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１件（坊沢～大向線）を発注、１件（桜木
町線）が完成、橋梁補修工事４件（根子橋、伏影橋、五味堀橋、前山橋）を発注、橋梁補修詳細
設計業務委託２件（杉苗岱橋、高渕陸橋）を発注、道路橋定期点検業務委託２件（ＪＲ跨線橋２
橋、道路橋 107 橋）を発注、道路トンネル定期点検業務委託１件（根子トンネル）を発注してお
ります。

＜上下水道課関係＞
上水道事業については、平崎上岱（南鷹巣住宅）地区配水管布設工事、新鷹巣浄水場取水井築
造工事２件を発注しております。
簡易水道事業については、綴子簡水配水管移設工事（その１）が完成しております。
また、綴子前野地区配水管布設工事、阿仁合地区簡易水道低区及び高区配水流量計取替工事、
五味堀橋橋梁補修に伴う水道管橋梁添架金物架設工事、北秋田市統合簡易水道事業企業会計移行
支援業務委託４件を発注しております。
森吉・合川地区統合簡易水道施設整備事業については、簡易水道既設配水管廃止仕切弁設置他
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、生活排水処理施設整備構想策定に伴う認可変更申請のため、公共下水道効率的事業計画
策定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 28 年５月 23 日から平成 28 年８月 18 日までの火災、救急救助等については、林野火災が
１件となっており、救急出場件数は 370 件で、種別では急病 262 件、一般負傷 41 件、交通事故 31
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件となっております。ドクターヘリは９件の出場要請をしており、９名の傷病者を搬送しており
ます。救助出場は 17 件で８名を救出しております。
また、管内における捜索救助出場はこれまで４件発生しており、死亡発見２名、生存発見２名
となっております。
７月５日秋田県消防学校において行なわれた第 45 回消防救助技術秋田県大会（陸上の部・ロー
プブリッジ渡過）で当消防本部佐藤光世消防士が１位となり、８月 24 日愛媛県松山市で開催され
た第 45 回全国消防救助技術大会に秋田県代表として出場しております。
水難救助訓練については、７月 11 日から８月５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、水難事案における基礎訓練、人命検索、船舶操縦などの総合訓練を実施
しております。
消防本部管内における住宅用火災警報器の設置状況については、６月１日現在、87.2％（市 87.3%）
となっており、引き続き当機器の設置向上のため、設置調査及び広報等を継続し設置促進に努め
てまいります。

＜非常備消防関係＞
北秋田市消防訓練大会が、７月 10 日、合川農村環境改善センター駐車場で開催され、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。また、出場した
各部２隊が、７月 24 日に大館市比内グラウンドで行な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。
老朽化していた第１分団の小型動力ポンプ付き積載車を小型動力ポンプ付き軽四輪駆動積載車
に更新し、７月 26 日から運用しております。

教育委員会

＜総務課関係＞
本年度から始まった教育留学推進事業の一環として、８月 25 日から 30 日まで５泊６日の日程
で、「短期チャレンジ留学」を実施しました。短期留学へは、首都圏の子供達を中心に小学生 24
名、中学生１名の計 25 名が参加しました。主に体験活動を中心に行いましたが、合川小学校及び
合川中学校において２日間、こちらの子供達と一緒に実際の授業も受けました。
７月 31 日で鷹巣中部学校給食センターが閉鎖され、鷹巣北部学校給食センターへ統合になりま
した。夏期休業期間を利用し、北部給食センターの調理機器の入れ替えを行い、８月 25 日の２学
期始業から統合後の業務を開始しております。現在のところ問題も無く、順調に給食の提供を行
っております。
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＜学校教育課関係＞
７月 28 日に第１回小中学校適正規模再編プラン検討委員会が開催されました。８月 24 日には
第２回検討委員会が開催され、今後 15 年間を見据えた学校再編プランについて協議をしました。
８月３日に東京ビッグサイトで開催された「第 51 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 25 位と大健闘しました。
８月９日に東北中学校総合体育大会ソフトテニス競技で森吉中学校の佐藤・岩間ペアが見事優
勝しました。８月 23 日に石川県で行われた全国大会では５位入賞を果たしました。
８月 23 日に３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。保護者や市民の皆さんにも参観いただき、小中学生の真剣
な話し合いを見入っていました。

＜生涯学習課関係＞
子どもふるさと交流推進事業については、合川中学校１～３年生 12 名と関係者 13 名が７月 23
日～25 日に東京都国立市を訪問し、地元中学生や実行委員の方々と共同作業・実演を通して交流
を行いました。
防災キャンプ推進事業については、７月 23 日 24 日に大阿仁小学校で全校児童と保護者、地域
住民や関係者の計 132 名が参加し開催されました。災害が発生した場合を想定し、地震や煙の模
擬体験、心肺蘇生の手順や AED の使用方法の指導を受けました。また、学校が避難所になった場
合を想定し、地域婦人会による炊き出しや児童によるダンボールを使った間仕切り設営、市保健
師による防災教室など、災害時の対応や防災意識の重要性を学びました。
成人事業については、平成 28 年度の北秋田市成人式が、８月 15 日に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 314 名で、その内 253 名が出席し、恩師をはじめ関係者か
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。
クマの出没により全面閉鎖しておりました伊勢堂岱遺跡については、７月 16 日から爆音装置を
設置し、環状列石周辺を部分開放しました。また、昨年度から行っているジュニアボランティア
ガイドについては、今年度は小学校４年生から高校２年生までの 24 名で行い、来場者から大変好
評を得ております。
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７日に文化会館を会場に開催さ
れ、阿仁前田獅子踊保存会、前山郷土芸能保存会、米内沢共勇会、綴子大太鼓上町保存会の市内
４団体のほか、特別出演として八郎潟町から一日市郷土芸術研究会（『願人踊』）が出演し、会
場に詰めかけた約 200 名の観客から大きな拍手が送られました。

＜スポーツ振興課＞
７月 27 日 28 日の２日間、森吉総合スポーツセンターを会場に、スポーツ推進委員会主催によ
る第１回北秋田市８人制バレーボール大会を開催しました。昨年まで、森吉地区において開催し
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ておりました家庭婦人バレーボール大会と夫婦バレーボール大会を廃止し、新たに市内全域を対
象に募集したところ８チームの参加があり、白熱した戦いが繰り広げられました。
また、８月３日には、同じくスポーツ推進委員会主催による小学校児童を対象とした第１回北
秋田市なわとび大会を開催しました。27 名の参加があり、自己記録更新を目指し自分との戦いに
挑みました。
体育施設の工事関係については、鷹巣北野球場改修工事及び阿仁体育館屋根修繕工事について
発注しております。
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