行 政 報 告
公有林整備事業は︑市有林の下刈
が完成しました︒

林道施設災害復旧事業は︑繰越事

・

業の阿仁線１号箇所ほか２件が完成
しました︒
鳥獣被害対策は︑農林作物の被害
拡大及び人的被害の未然防止のため︑

した︒
■商工観光課

算比

・３％です︒

市営住宅宮前町団地建設事業は︑
本体工事︑倉庫棟︑外構工事が完成
月１日

し︑建設事業に関連する工事をすべ
て完了しました︒引き続き
供用開始に向けた引越し等の作業を
開始しました︒
既存市営住宅は︑居住環境の維持
向上を図るため︑東裏簡二団地の屋
根塗装工事を実施しました︒
■建設課

いただいたスキー協会関係者と交流

いました︒今回は︑昨年当市へ訪問
大向〜蟹沢線ほか２件が完成︒排水

成︒道路維持工事はブナ森線を発注︑

を発注︑大沢〜李岱線ほか３件が完

舗装維持工事は︑横町〜伊勢町線

したほか︑航空会社数社を訪問し森
維持工事は長坂線ほか５件を発注︑
桂瀬駅前線ほか２件が完成しました︒

吉山阿仁スキー場の新たな魅力をＰ
Ｒしました︒
交通安全施設工事は小森摩当線を

﹁あきたリッチセミナー
日に開催され︑首都

で行われた︑秋田県消防協会大館北

救急出場件数は４５６件で︑種別

件︑前年同期比で１件の増です︒

して子どもたちの指導にあたってい

部の７人の学生に︑ボランティアと

キャンプでは︑秋田大学教育文化学

建設部関係
■都市計画課
住宅リフォーム緊急支援事業の７

浄水場１号送水ポンプ更新工事が完
成しました︒
森吉・合川地区統合簡易水道施設

月末の補助金交付決定数は１８９件︑ 整備事業は︑平成 年度完成を目指
交付決定額２７５９万２千円︑対予

表児童生徒が︑いじめ根絶に向けて

合川中学校の生徒 人と︑まと火

■生涯学習課

保存会などの関係者 人が︑７月

日から 日に東京都国立市を訪問し︑

合川まと火の実演などで国立市の中

し︑米内沢浄水場土木建築工事︑米

伝えました︒
北秋田市民俗芸能大会を８月 日

に文化会館で開催し︑上杉獅子踊り

保存会︑阿仁からめ節保存会︑根子
番楽保存会︑北秋雅楽会の４団体が
多彩な伝統芸能を披露しました︒

■スポーツ振興課

北秋田市成人式が︑８月 日に文

場で開催され︑小中学生 人がタイ

８月１日に改修された鷹巣陸上競技

勢堂岱遺跡の特別公開を８月 日か

ケットボール大会が８月１日と２日︑

ムが参加して熱戦を繰り広げました︒
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産業部関係
■農林課

が

７月 日から 日に発生した豪雨
により︑糠沢川の増水で２・
冠水し︑大豆に 万７千円の被害が
発生しました︒農地・農業施設災害
は︑農地１か所︑農業用施設５か所 ８月 日現在︑合川地区１頭︑森吉
が国庫補助事業の査定を受け︑順次︑ 地区３頭の合計４頭の熊を捕獲しま
復旧事業を実施する予定です︒
第８回東北チェンソーアート競技
北秋田市スーパープレミアム商品
市のアンテナショップである東京

発注︑運動公園線ほか１路線が完成︒

券を７月４日から市内４か所で販売

大会が︑７月 日と 日に北欧の杜

都板橋区ハッピーロード大山商店街
県道鷹巣川井堂川線の歩道橋撤去工

し︑７月 日をもって６万７５００
振興組合主催の﹁第５回大山ふるさ
事を発注しました︒また︑道路新設

公園で開催されました︒また︑７月

秋田 県 企 業 誘致 推 進 協議 会 主催 の

と夏まつり﹂に︑８月 日と 日に
改良工事は米代町線歩行空間整備工

セットを完売しました︒
ＴＯＫＹ

参加し︑市の観光や特産品などをＰ

日には２０１５あきた水と緑の森

林祭も同時開催され︑多くの方の参
加を得て成功裏に終了しました︒
Ｏ﹂が︑７月

Ｒしました︒
事ほか１件を発注︑七日市〜松沢線

圏の企業に対して北秋田市をＰＲし

井神社線を発注しました︒

ほか２件が完成︒舗装新設工事は川

ニューアルオープン１周年記念イベ

阿 仁 熊 牧 場︵く ま く ま 園︶の リ
ントを︑７月 日に開催しました︒

ました︒

３回目となる﹁北あきたバター餅
■上下水道課

内沢浄水場機械電気設備工事︑長野
秋田支部主催の消防訓練大会に出場

る河川の増水では︑水防団員が出動

人︑

では急病３００件︑一般負傷 件︑

ただきました︒

簡易水道事業は︑東地区簡易水道

の日﹂記念イベントが︑７月 日に
開催され︑バター餅の振る舞いのほ
か︑バター餅手作り体験などが行わ
れ︑たくさんの参加者でにぎわいま
した︒
市長が８月 日から 日にかけて

沢基点配水場建築工事の３件を２か
しました︒

台湾を訪問し︑トップセールスを行

年継続工事として発注しました︒
７月 日から 日の集中豪雨によ

おいて面整備工事２件︑舗装復旧工
して河川の警戒にあたり被害の軽減

公共下水道事業は︑鷹巣処理区に
事２件のほか︑南部管渠詳細設計業

シ ュ 学 園﹂の １ 学 期 利 用 者 は

県 の 委 託 事 業﹁あ き た リ フ レ ッ

■総務課

教育委員会関係

務委託︑南部地質調査業務委託など︑ に努めました︒
業務委託３件を発注しました︒

消防本部関係
■常備消防
５月 日から８月 日までの火災

日 で す︒ま た︑８ 月

交通事故 件︑その他 件です︒今

■学校教育課

で︑サマーキャンプを実施しました︒ 真剣に話し合いました︒

４日から７日まで３泊４日の日程

及び救急出場件数は次のとおりです︒ 利 用 日 数 は
建物火災は２件︑車両火災２件︑
その他火災２件で︑本年の累計数は

夏における熱中症傷病者はこれまで

第 回北秋田市民陸上選手権が︑
国大会が︑８月５日に行われ︑鷹巣

化会館を会場に開催され︑本年度の

学生と交流を深めました︒

は８件の出動を要請し︑８人の傷病

南小学校自転車部が団体の部で同校

第 回全国交通安全子供自転車全

者を搬送しました︒また︑救助出動

ムを競いました︒

年度北秋田市・北秋田郡中
回 合 川 招 待 女 子 小・中 学 校 バ ス

学校新人バスケットボール大会兼第

に合川健康広場で開催し︑規律訓練︑ 議会の仕組みや役割︑市の行政の仕

チー

合川体育館と合川中学校体育館で開

自動車ポンプ操法︑小型ポンプ操法

の質問や提案を行いました︒

14

ンティア 人が務め︑遺跡の魅力を

10

16

２回目の
﹁いじめゼロサミット﹂を︑ 年度発足した小・中・高校生のボラ
日に開催し︑各小中学校の代

27

校男子２チーム︑中学校女子

ら 日の３日間実施し︑２４５人の

現在︑一般公開を休止している伊

しました︒

平成

対象者３７７人のうち２９７人が出
〜小・中学生﹂を８月６日に開催し

90
組みなどを学び︑まちづくりのため

ました︒各小中学校の代表 人が︑

席し︑新成人としての誓いを新たに

最高成績の４位に入賞しました︒

行いました︒
■非常備消防

27

かれ︑女子ミニバス５チーム︑中学

21

３回目の﹁きたあきた子ども議会

は 件で︑救出活動及び救急支援を

８人を搬送しました︒ドクターヘリ
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in
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10. １

▲市内小中学校代表16人が、いじめ問題につい
て話し合いました
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76

の各部で日頃の訓練成果を競い合い
ました︒また︑成績上位の分団は︑

８月

25

2015.

26

見学者が訪れました︒ガイドは︑今

北秋田市消防訓練大会を７月 日
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７月 日に上小阿仁村民グラウンド
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▲台湾の航空会社を訪問し、北秋田市を
売り込む津谷市長
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▲豊かな環境を次世代に残していくこと
を確認した、あきた水と緑の森林祭
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▲市民俗芸能大会で披露された、北秋雅楽会によ
る「雅楽」
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