
No. 学　校　名 要　望　内　容 陳情

1 鷹巣小学校 鷹巣字東中岱踏切付近道路脇の用水路口への柵の設置 新

対応困難

　要望箇所を確認しましたが、用水路は確認できませんでした。なお、現
状の用地では拡幅は困難であり、転落防止柵等を設置すると、道路の有
効幅が少なくなるとともに、冬期の除雪では更に狭くなると推察されま
す。このことから、柵の設置は困難ですので、通行に当たっては、十分に
注意するよう指導願います。

市建設課
工務係

2 鷹巣東小学校 栄字中綱63-2付近丁字路脇の木の伐採 新

対応を依頼
　市道の安全な通行の確保のため、所有者へ伐採を依頼します。なお、
個人財産であるため、市として強制できないことをご理解願います。

市建設課
管理係

3 綴子小学校 綴子郵便局前横断歩道・グリーンベルトの塗り直し 新

対応済み
令和４年度対応
予定

　横断歩道及びグリーンベルトの塗り直しは対応済みです。なお、ドットラ
インが少し残っておりますが、現段階では必要ないものと判断しておりま
す（北秋田警察署）。
　令和3年度及び令和4年度に綴子地区において下水道の敷設工事が予
定されているため、工事終了後に外側腺（白線）の整備を行います(生活
課）。

北秋田警
察署

市生活課
地域推進
係

4 綴子小学校 綴子駐在所前路側帯白線の塗り直し 新

令和４年度対応
予定

　　令和3年度及び令和4年度に綴子地区において下水道の敷設工事が
予定されているため、工事終了後に外側腺（白線）の整備を行います(生
活課）。

市生活課
地域推進
課係

5 綴子小学校 綴子字中堤交差点の路側帯白線・停止線の塗り直し 新

対応済み
令和3年度対応
予定

　停止線については既に対応済みです（北秋田警察署）。
　令和3年度に外側線（白線）の整備をするよう準備を進めます（生活
課）。

北秋田警
察署

市生活課
地域推進
係
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6 綴子小学校 糠沢字中谷内付近路側帯白線の塗り直し 新

令和3年度対応
予定

　令和3年度に外側線（白線）の整備をするよう準備を進めます。
市生活課
地域推進
係

7 鷹巣中央小学校 脇神字高村岱歩道脇の除草及び樹木の伐採 新

対応済み
　定期的に草刈は実施している箇所ですが、歩道の安全な通行確保の
ため、草刈及び街灯周辺の枝切等を実施します。なお、通行に支障が生
じた場合は随時連絡をお願いします。

市建設課
管理係

8 米内沢小学校 米内沢字上野地内　用水路への柵の設置 新

依頼済み

　ご要望の箇所については、管理者である北秋田市土地改良区へ要望
してまいりました。なお、回答は以下のとおりです。
【北秋田市土地改良区より回答】
　「当土地改良区でも現地確認したところ、上流部開水路から落差工の
間については大変危険であるため、転落防止用の網等の設置を実施し
たいと思います。」

市農林課
農業振興
係

北秋田市
土地改良
区

9 米内沢小学校 米内沢字大野岱140-2付近　一部歩道がない部分の歩道の延伸 新

Ｒ３年度以降対
応予定

　ご要望の箇所については、北秋田地域振興局へ要望してまいりまし
た。なお回答は以下のとおりです。
【回答】来年度(令和3年度)以降の事業化に向けて、予算要望してまいり
ます。

北秋田地
域振興局

10 前田小学校 学校前通学路脇のアユ釣り客へのマナー注意喚起 新
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依頼済み

　「発券の際に利用客に対し今般のコロナ対策を含みマナーや治安を守
るための要請がどの程度行われているか確認し、注意喚起等をお願いし
たい。」とのご要望について、当該漁協に対し更なる注意喚起等をお願い
したほか、ご依頼の確認をしたところ、以下のとおりでした。
【阿仁川漁業協同組合より回答】
　「当阿仁川漁業組合としてはかかる迷惑行為に対して看板の設置、監
視員の巡回チラシの配布等で対応しております。今シーズンにおきまして
は駐車禁止、進入禁止、ゴミ捨て等のマナー遵守を呼びかける看板およ
そ50枚を新たに設置しております。またマナー遵守協力のお願いチラシ
約500枚を監視員が川を巡回し釣り人に直接配布したところです。おとり
アユ販売店、コンビニ等にもマナー遵守を呼びかけていただくようお願い
しておりますが、一部の釣り人の方々がつい犯してしまうマナー逸脱行為
には頭を痛めているところです。県外からのコロナ感染防止対策として
は、アユ釣り人に影響力のある組合員によるホームページ”あきた阿仁
川鮎釣り情報”を閉鎖していただいております。釣り情報を出さないことで
県外、特に感染拡大地域からの方々の釣行を控えていただくことが狙い
です。またおとりアユ販売店等にも感染防止対策は十分にとるよう呼び
掛けているところです。
　以上、他に要望、注意、ご意見等ございましたら、阿仁川漁協までご連
絡のほどお願い申し上げます。」

市農林課
農業振興
係

阿仁川漁
業協同組
合
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11 前田小学校 阿仁前田下山根　国道脇の枝葉の伐採 新

対応済み

　秋田県が管理する道路ですので、秋田県へ要望しました。なお、回答
は次のとおりです。
【回答】
　ご要望内容について、本来山林所有者が適切な管理を行うものであ
り、道路管理者として適切な管理を行うように指導することとしておりま
す。
　しかしながら、枝葉等と車両の接触などで安全な走行が懸念される場
合は、山林所有者と協議を行い枝等の切除を行っており、今回も要望箇
所は８月に対応済みとなっております。

北秋田地
域振興局

12 阿仁合小学校 阿仁銀山字上新町の空き家の解体 継

依頼予定

　空家等の管理は、所有者等が自らの責任において適切に対応すること
が前提となりますが、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家
等に対しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所定
の施策を講ずることとなります。
　要望の空家につきましては、所有者等の調査を実施しているところです
が、判明次第、適切な管理をしていただくようお願いしてまいります。
なお、それまでの間、敷地内に立ち入らないよう看板の設置などにより対
応してまいります。

市総務課
危機管理
係

13 阿仁合小学校 阿仁銀山上新町のブロック塀倒壊防止対策 継

依頼済み

　当該ブロック塀につきましては、個人所有物のため所有者に適切な管
理を呼びかけております。想定される危険を回避するため、通学路の変
更や立ち入り禁止エリアの設置、注意喚起表示等の対応を関係機関に
働きかけてまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

市総務課
総務係

14 阿仁合小学校 阿仁銀山字下新町16-8　街灯の切り替え 新：学校

対応予定 今年度ＬＥＤに更新します。
市生活課
地域推進
係

15 大阿仁小学校
阿仁比立内梨木台付近　通学路脇用水路に流される危険を回避する対
策

新

対応困難

　ご要望の用水路につきましては、貴地域の”からみない堰管理会”が管
理する水路となっており、市が管理する農業用施設となっておりません。
　管理者に確認したところ、「危険箇所は承知しておりますが、現時点で
の対策は困難」とのことでした（農林課農業振興係）。

　要望箇所を確認しましたが、転落防止柵等を設置すると、道路の有効
幅が少なくなるとともに、冬期の除雪では更に狭くなると推察されます。こ
のことから、柵等の設置は困難ですので、通行に当たっては、十分に注
意するよう指導願います（建設課管理係）。

市農林課
農業振興
係

市建設課
工務係
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16 大阿仁小学校 阿仁幸屋字菅ノ沢付近　通学路脇の池への柵の設置 新

対応困難

　要望箇所を確認しましたが、転落防止柵等を設置すると、道路の有効
幅が少なくなるとともに、冬期の除雪では更に狭くなると推察されます。こ
のことから、柵等の設置は困難ですので、通行に当たっては、十分に注
意するよう指導願います。

市建設課
工務係

17 合川小学校 羽根山から李岱信号までの路側帯白線の引き直し 新

対応済み 今年度外側線を整備しました。
市生活課
地域推進
係

18 鷹巣中学校 東横町交差点付近の側溝の蓋の段差解消 新

対応済み 　段差を解消するため、補修対応しました。
市建設課
管理係

19 鷹巣中学校 脇神字平崎の米代川堤防と住宅街間への街灯設置 新

令和3年度対応
予定

　要望の個所は河川敷及び個人有地となっていることから、占有許可ま
たは設置の協議後、令和3年度での整備をするよう準備を進めます。

市生活課
地域推進
係

20 森吉中学校 五味堀字柏木岱家ノ前「柏木岱踏切」への遮断機設置 新

対応困難

　秋田内陸線縦貫鉄道株式会社が管理する施設ですので、　秋田内陸
線縦貫鉄道株式会社へ要望しました。なお、回答は次のとおりです。
【回答】
　ご要望の柏木岱踏切は、踏切道第4種踏切（警報機、遮断機の無い踏
切）であります。現在、当路線には、踏切道67ヵ所があり、うち29ヵ所が第
4種踏切となっております。ご要望の遮断機設置につきましては、踏切道
第1種踏切（警報機及び遮断機設置）に改良となります。この改良には、
工事費約5千万円＋電力供給工事と毎月の電気料が加算となります。現
状において、自社負担設置は大変困難な状況であります。何卒、当社の
事情をご理解いただき、引続きのご指導並びにご支援をお願い申し上げ
ます。

秋田内陸
縦貫鉄道
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