行 政 報 告
見を述べてもらうなど︑来場者参加

音で語り合い︑一般傍聴者からも意
を会場に開催され︑秋田内陸線沿線

本秋田駅東西連絡通路
︵ぽぽろーど︶

９日と１月

日にＪＲ東日

型の活発なディスカッションを行い
の地場産品販売及び沿線の魅力紹介

した移住サポーターの方々から活発

﹁おひな様列車﹂を運行しました︒

ちが描いた絵やつるし雛で装飾した

間中は︑内陸線の列車内を子どもた

４００点以上が展示されました︒期

し雛をはじめ御殿まり︑押し絵など

や高さ２・５メートルの巨大なつる

と文化センターで開催され︑雛人形

日から３月３日にかけて阿仁ふるさ

北秋田のおひなまつりが︑２月

とＰＲ等を行いました︒

日から

ました︒

第４回北秋田移住定住ネットワー

県内６市町村等とともに出展し︑秋
な意見が出されたほか︑今後の活動

人が参加しました︒両

日と１月

日に２回実

今後は数点を２０１９年度保存版健

ろ︑２８５作品の応募がありました︒

月１日から平成

年１

人が参加して困難事例対応

■診療所
月から１月までの市立３診療所
の外来患者数は次のとおりです︒
人減︑外科２１６４人

阿仁診療所は︑内科１９７３人で
前年同期比

人減︑歯科９３５人で同１４

20
1
4.
2019.

３月定例議会

日に開催され︑特定空家等の判

秋田県等主催のＡターンフェア

■総合政策課

空家等として３件認定しました︒

断・認定について協議を行い︑特定

月

平成 年３月定例議会は︑２月 日に開会し︑３月 日まで
の会期で開かれました︒議会初日には︑行政報告︑上程された
各議案の大綱質疑︑また︑４日と５日には一般質問が行われま
した︒６日からは︑各常任委員会で付託された議案を審査し
日の最終日に採決が行われました︒
３月定例議会の行政報告の概要についてお知らせします︒

年度職員採用試験︵追加募

総務部関係
■総務課
平成
集︶は︑大学卒業程度一般行政５人︑
土木技師２人を合格者として告示し

秋 田 が︑ 月 日 に 秋 田 拠 点 セ ン
クスムスム全体会議が︑１月６日に
ターアルヴェで開催され︑企業 社︑ 市民ふれあいプラザで行われ︑出席

防 災 ラ ジ オ を︑貸 与 申 し 込 み の
田県への就職と移住を検討している
や交流事業について話し合いました︒

ました︒
あった市民や事業所等に対し 月３
帰省客や学生等約４００人の来場の
市のふるさと大使である豪風旭関

日から配布を開始しました︒
もと︑本市の制度や北秋田暮らしの

米代川大規模氾濫時の住民避難を
の大相撲初場所応援ツアーが︑１月
日と

情報を提供しました︒
高校生と語る北秋田市をテーマに
はじめ市民

想定したタイムライン︵行動計画︶
に関するワークショップの事前説明
市長と語ろう！タウンミーティング

日にかけて行われ︑市長を

日に国土交通省能代河
国国技館で本場所の取組を応援した
平成

■財政課

財務部関係

会が︑１月
ほか︑夕食会では︑豪風旭関を招い

日に市民ふれあ

︵第 ２ 回︶を
てツアーに参加した市民と交流が行

月

われました︒
また︑
ワークショップが︑ い プ ラ ザ で 開 催 し︑ト ラ 男 プ ロ

川国道事務所と北秋田市の合同で行
デューサーの武田昌大さんをナビ

１３６１万４０００円です︒

０万円以上︶は

件︑契約額は９億

日までの工事等発注状況︵５０

年

２月８日に開催され︑災害体制にお
われました︒
■内陸線再生支援室

月

ける庶務班︑
救助班︑
文教班が参加し︑ ゲーターに︑市内で生まれ育った高
人とともに市に対して考
月８日から

帯は８３０世帯で︑昨年度末より

を１月

秋田内陸線市場が︑

館で開催されました︒安全祈願式で

世帯減少しています︒内訳は︑一人

所から

第２回認知症部会ワークショップ

は︑それぞれの連合会が活動の安全

暮らしの高齢者世帯が６５６世帯︑

への研修等を行いました︒

新年度から３圏域となる地域包括
支援センターは︑体制が円滑に移行
するよう準備を進めています︒
■医療健康課
月

成人保健事業は︑すこやか健康講
座を︑

施し︑延べ１５９人が参加しました︒

ハローキティデザイン記念証の交

日に開催し︑医療介護事業

を祈願し︑査閲式では服装及び規律

高齢者のみの世帯が１４２世帯︑そ

■生活課
の確認が行われ︑それぞれの隊長が

件です︒

世帯です︒

し尿処理施設建設工事は︑多少雪

個人番号カードの申請枚数は︑１

■市民課

言し︑隊の意志統一を図りました︒

の他の世帯が

％となっています︒

交通事故防止及び犯罪防止活動を宣

進捗率が約
クリーンリサイクルセンターエネ
月末で３２４５枚︑交付枚数は２６

ルギー回収推進施設は︑適正な運転
管理が恒常的に行われており︑供用

４６枚となっています︒また︑通知
している件数は

カードを受け渡しできずに市が保管

開始２年目に向けて順調に推移して
います︒
消費生活は︑安全三法に基づく立

北秋田市いのち支える自殺対策計
画策定の一環事業として︑市内小学

国民健康保険の加入世帯数は︑１
月末で４８３６世帯︑被保険者数は

５年生と中学２年生を対象にいのち

月 日に市内４店舗にお

いて実施し︑日常使用する生活商品

７１７８人で︑そのうち前期高齢者

入検査を
や暖房器具などの検査対象商品が全

は４０８７人です︒
付枚数は︑１月末で出生記念証が１

康ガイドに掲載し︑自殺予防につい

１２枚︑結婚記念証が

８枚を交付しています︒

で同

３人の増です︒合川診療所は１９０

月末のインフルエンザ予防接種
者数は︑高齢者が６７９１人︑子ど

６人で前年同期比２５４人減です︒

後期高齢者医療制度の被保険者数

ち若年障害者認定数は１９９人です︒ もと妊婦が３１０９人で︑高齢者の

米内沢診療所は︑内科３６８４人で
人減︑小児科８８１人
で同１２３人増︑整形外科６９９人

前年同期比
北秋田市地域医療連携センター事

で同１０６人減︑脳血管外科１２９
人で

人で同

人の減です︒

日

月末の完成に向けて

阿仁診療所改築工事は︑
から着工し︑

月

人減︑心臓血管外科

日に文

月

化会館で開催し︑市内外の参加者約

業は︑市民公開講座を

同
月末で７１８

人の方に協力していただいています︒ 工事を進めています︒

献血推進事業は︑

理解を深めました︒

５００人が認知症への意識の向上と

を受けています︒

肺炎球菌予防接種は４９６人が接種

年度保育所等の

健康福祉部関係
■福祉課
平成

年度当初の入所

福祉の雪事業は︑１月末の登録世

■高齢福祉課

児童数と比較して４人の増です︒

なっており︑平成

での入所申し込み状況は７５９人と

月末時点

は︑１月末で７８７０人で︑そのう

て啓発していきます︒

枚の計１５

とこころの健康標語を募集したとこ

て適正に販売されていることを確認
しました︒

安全祈願式及び査閲式が︑北秋田
地区交通指導隊連合会と防犯指導隊
連合会の合同で１月６日に合川公民

1

広報きたあきた

20

の影響があるものの︑１月末現在で

えていることや感じていることを本

タイムラインの深度化を図りました︒ 校２年生
北秋田市空家等対策協議会が︑１
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市民生活部関係
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▲雛人形など多くの作品が並んだ北秋田の
おひなまつり
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▲交通事故防止及び犯罪防止活動を宣言した
安全祈願式典及び査閲式

▲認知症について理解を深めた市民公開講座
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▲高校生と語り合った市長と語ろう！タウン
ミーティング

27

11

in

31

30

14

51

12

10

31

３月定例議会行政報告（その１）
３月定例議会行政報告（その１）

