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令和２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、５月 29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＞ 

特措法に基づく「緊急事態宣言」対象区域が全国に拡大されたことにより、実施を延期してお

りました令和２年度北秋田市職員「大学卒程度一般行政・建築士・土木技師」採用試験は、６月

９日から８月７日の期間で受付を再開し、８月 23日に北秋田市役所庁舎内において第１次試験を

実施しています。 

また、「高校卒程度一般行政」採用試験の受験申込みを、７月１日から８月 28日の期間で受付

しました。「高校卒程度一般行政」第１次試験は、９月 20日を予定しています。 

令和２年度人権啓発活動であります「人権の花」運動を、６月１日から 16 日の期間に実施し、

市内小学校５校、中学校１校の児童生徒により総計 493本の花苗が植栽されました。 

６月 27日、「７月２日正午に市役所本庁舎敷地内に爆発物を投げ込む」との市役所宛のメール

が届いていることを確認したため、直ちに、本庁舎及び各庁舎を確認しましたが不審物は確認さ

れませんでした。また、予告日当日の午前 11時から本庁舎を閉鎖し、北秋田警察署と連携し建物

内外を調査しましたが、爆発物等の不審物は確認されなかったことから、同日午後０時 40分から

通常業務を再開しております。 

新型コロナウイルス感染症への警戒が続く中、大地震や豪雨などの自然災害が発生した場合の

避難所運営のあり方が課題となっていましたが、避難所における感染リスクを下げるため、３つ

の密（密閉・密集・密接）を避ける事前準備と避難所開設・運営の対応を適切に行うため、「避

難所運営マニュアル（新型コロナウイルス感染症対策編）」を７月に策定しました。 

７月 15日、国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所、鷹巣観光物産開発株式会社及び秋

田たかのす農業協同組合と道の駅「たかのす」を防災拠点とする「災害時の相互応援に関する協

定」を締結しております。この協定により大規模な道路災害等が発生した場合、適切かつ迅速な

災害対処を可能にし、地域住民や道路利用者の安全安心が確保されます。 
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８月２日、気圧の谷や湿った空気の影響により、大気の状態が不安定となり大雨・洪水警報及

び土砂災害警戒情報が発表されたため、災害警戒部を設置しました。危険度の高い地域は非住家

地域のため、避難勧告等の発令は行っておりません。また、人的被害等はありませんでした。 

災害対策事業につきましては、防災ラジオの不感地域解消対策として新たに鉄塔等を新設する

ため発注した 280MHzデジタル同報無線システム実施設計業務委託が完成し、同整備工事を新たに

発注しております。 

 

＜総合政策課関係＞ 

 ６月１日、ビデオ通話アプリ「Zoom」や「LINE」によるオンライン移住相談窓口を開設しまし

た。新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の中でも自宅にいながらスマートフォンやパソ

コン等でリモート相談ができる環境が整い、一人目として７月に神奈川県横浜市在住の移住希望

者とオンライン移住相談を実施し、本市の移住支援制度や仕事などを情報提供しました。 

 ６月３日、第１回第２次北秋田市総合計画後期基本計画策定委員会を開催し、委員に対し市長

より委嘱状を交付しました。委員会では、第２次総合計画後期基本計画、第２期北秋田市まち・

ひと・しごと創生総合戦略、北秋田市人口ビジョンの策定について、策定方針及びスケジュール

等を確認しました。今後は、前期計画に対する評価結果を踏まえ、新たな方向性及び施策等を加

味しながら計画策定を進めることとしております。 

７月１日、新たに移住コーディネーターとして活動する地域おこし協力隊の斎藤美奈子さん（神

奈川県相模原市出身）へ委嘱状を交付しました。斎藤さんは都内の大学を卒業後、飲食業界に長

く携わり支店長の経験があるほか、アメリカ、スペインでの海外生活を通算５年過ごしてきた中

で、有名レストランのフロアマネージャーとしての経験もお持ちです。斎藤さんは、「秋田の食

文化に大変興味があり、YouTube等の SNSを活用して国内外に北秋田の食の魅力も発信していきた

い」などと抱負を述べました。 

７月９日、出会いや結婚を希望する独身の方、その家族及び友人に対して、気軽に個別相談で

きる場を提供するための結婚相談窓口を開設しました。結婚を希望する方一人一人に適した方法

を考案し、きめ細やかなサポートを行いながら結婚活動を応援します。対面や電話相談のほか、

メール、LINE、Zoom などご希望に応じた相談方法で、結婚に関する様々な相談を受付けしており

ます。 

7月下旬、株式会社サイネックスと官民協働で編集製作を行ってきた「北秋田市くらしのガイド

ブック」が、多数の市内事業者からの広告協賛により完成しました。最新情報を載せたガイドブ

ックは全世帯への配布が完了し、今後、転入された方に対しても配布する予定としています。 

８月 28日、令和２年度第１回行政評価委員会を開催し、委員に対し令和３年度までの任期とし

て市長より委嘱状を交付しました。その後、行政評価の概要及び手法等について意思統一を図り、

スムーズな行政評価が行える体制を整えました。 

 



3 
 

＜内陸線再生支援室関係＞ 

令和２年度秋田内陸地域公共交通連携協議会総会が、7月１日に開催され、前年度の事業報告と

決算が承認されました。また、新型コロナウイルス感染症により乗車人数が減少している対策と

しての乗車促進事業を含む、今年度の事業計画と予算が承認されました。 

今年で９年目を迎えた「秋田内陸線田んぼアート」は、５月末から６月初めに沿線５箇所で田

植えが行われ、現在、見頃を迎えております。８月１日からは、北秋田市民・仙北市民を対象に

フリーきっぷなどをプレゼントする「内陸線に乗って、田んぼアートの迫力を体感キャンペーン！」

を開始しました。 

秋田県民を対象に、６月から始まった「秋田内陸線フリーきっぷプレゼントキャンペーン」は、

大好評により、予定より１か月以上も早い７月 20日で予算上限に達し、申込受付を終了しており

ます。計 149 組（延べ 703 人）の皆さまからお申込みがあり、初めて内陸線に乗車するとの声も

多数いただいております。 

 

 

財 務 部 

 

 

＜財政課関係＞  

令和２年５月１日から令和２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。 

工事等発注一覧表 

※500万円以上（消費税含む）          令和２年５月１日～令和２年７月 31日                                         

工事名または業務名等 契約年月日 
契約額 

（千円） 
請負業者名 

280MHz防災ラジオ受信機 Ｒ２.５.７ 9,900 東京テレメッセージ(株) 

第２次北秋田市総合計画後期基本

計画等策定業務 
Ｒ２.６.１ 9,680 (株)ぎょうせい東北支社 

280MHzデジタル同報無線システム

整備工事（第２期） 
Ｒ２.７.９ 100,650 北海電気工事(株) 

総務部 ３件  120,230  

内部情報系パソコン Ｒ２.５.20 34,309 
東光コンピュータ・サービス

(株)北秋田営業所 

令和２年度固定資産路線価鑑定評

価業務委託 
Ｒ２.５.28 6,545 シンコウ補償(株) 
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家屋評価システム賃貸借業務 Ｒ２.６.19 6,600 (株)両備システムズ 

地籍調査測量業務委託（鷹巣第２） Ｒ２.７.９ 7,700 技苑コンサル(株) 

財務部 ４件  55,154  

外側線設置工事（市道 元町～柳生

～みたこ線ほか２４路線） 
Ｒ２.５.14 10,857 秋田ライン興業(株) 

米代流域衛生センター水槽内清掃

等業務委託 
Ｒ２.５.18 30,030 (株)青南 RER 

市民生活部 ２件  40,887  

医事業務委託（６～３月） Ｒ２.５.14 7,370 
東北ビル管財(株)北秋田営

業所 

フードセンターたかのす貯湯槽更

新工事 
Ｒ２.５.14 9,823 日通プロパン鷹巣販売(有) 

北秋田市森吉生活支援ハウスエア

コン設備入替工事 
Ｒ２.５.28 54,450 秋田土建(株) 

北秋田市立旧阿仁診療所解体工事 Ｒ２.５.28 124,300 秋田土建(株) 

北秋田市基幹相談支援センター事

業委託 
Ｒ２.７.１ 11,567 社会福祉法人 県北報公会 

北秋田市立阿仁診療所外構工事 Ｒ２.７.９ 38,720 秋田土建(株) 

北秋田市立旧阿仁診療所リハビリ

棟改修工事 
Ｒ２.７.10 22,660 織山建築 

健康福祉部 ７件  268,890  

太平湖遊覧船修繕 Ｒ２.５.15 5,008 東北産業(株) 

森吉山阿仁スキー場無効電力補償

装置改修工事  
Ｒ２.５.28 74,437 (有)保安産業 

アグリハウストイレ改修工事 Ｒ２.６.11 5,201 (有)トシ設備工業 

ゴンドラ制動機油圧装置改修工事

（森吉山阿仁スキー場） 
Ｒ２.７.１ 25,300 

ＪＦＥプラントエンジ(株)

営業本部 

森吉山阿仁スキー場第１ロマンス

リフト足掛け 
Ｒ２.７.16 15,055 

ＪＦＥプラントエンジ(株)

営業本部 

産業部 ５件  125,001  
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北秋田市 道路橋定期点検業務委

託 
Ｒ２.５.８ 14,402 

市町村橋梁等長寿命化連絡

協議会 

北秋田市 道路トンネンル定期点

検業務委託 
Ｒ２.５.８ 13,952 

市町村橋梁等長寿命化連絡

協議会 

南鷹巣団地第５期１５号棟建設工

事 
Ｒ２.５.14 43,780 朝日建設(株) 

南鷹巣団地第５期（１６号棟Ａ）建

設工事 
Ｒ２.５.14 30,613 (有)アート住備 

南鷹巣団地第５期（１６号棟Ｂ）建

設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ｒ２.５.14 30,283 (株)米沢建築 

道路改良工事（その他市道 寄延沢

線） 
Ｒ２.５.14 24,618 (株)藤島組 

道路改良工事（その他市道 綴子家

の下線）１工区 
Ｒ２.５.14 46,200 ほくよう建設(株) 

道路改良工事（その他市道 空港法

泉坊沢線） 
Ｒ２.５.28 27,500 (有)丸栄建設 

道路改良工事（２級市道 摩当～大

沢線） 
Ｒ２.５.28 9,735 (有)丸栄建設 

舗装維持工事（その他市道 高森岱

～公園線ほか） 
Ｒ２.５.28 8,415 (有)丸栄建設 

橋梁補修詳細設計業務委託（中屋敷

橋） 
Ｒ２.５.28 5,434 (株)フルテック秋田支店 

ます設置工事（鷹巣処理区その１） Ｒ２.５.28 5,940 かつら造園建設(株) 

面整備工事（鷹巣処理区その１） Ｒ２.５.28 76,230 朝日建設(株) 

橋梁補修工事（東の又橋） Ｒ２.６.25 31,900 秋田土建(株) 

橋梁補修工事（学校橋） Ｒ２.６.25 15,950 (有)米広組 

合川地区不明水調査業務委託 Ｒ２.６.25 5,467 
(株)北日本ウエスターン商

事 秋田支店 

舗装復旧工事（鷹巣処理区その２） Ｒ２.６.25 16,280 (有)丸栄建設 

施設統廃合整備工事（米内沢処理区

その１） 
Ｒ２.６.25 105,600 (株)佐藤庫組 

施設統廃合整備工事（米内沢処理区

その２） 
Ｒ２.６.25 19,635 (有)米広組 

北部１号幹線工事（鷹巣処理区その

２） 
Ｒ２.６.25 95,700 (株)津谷組 
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マンホールポンプ設置工事（鷹巣処

理区ＭＰ663） 
Ｒ２.７.９ 21,780 

大館桂工業(株)北秋田営業

所 

橋梁補修詳細設計業務委託（鳥坂

橋） 
Ｒ２.７.９ 19,800 

(株)東北開発コンサルタン

ト 秋田営業所 

地質調査業務委託（第二木戸石橋ほ

か） 
Ｒ２.７.９ 6,380 東邦技術(株)秋北営業所 

除雪機械車検・特定自主・塗装修繕

（合川地区 15台分） 
Ｒ２.７.13 5,950 暁商工(株) 

除雪機械車検・特定自主・塗装修繕

（森吉地区 14台分） 
Ｒ２.７.13 7,019 暁商工(株) 

除雪機械車検・特定自主・塗装修繕

（阿仁地区 11台分） 
Ｒ２.７.13 5,176 暁商工(株) 

北部１号幹線工事（鷹巣処理区その

３） 
Ｒ２.７.30 28,050 ほくよう建設(株) 

道路改良工事（２級市道 神成大岱

線） 
Ｒ２.７.30 67,540 (株)藤島組 

建設部 28件  789,329  

旧校舎解体工事設計委託業務 Ｒ２.５.28 7,337 (有)奈良田建築設計事務所 

小型動力ポンプ付軽４輪消防自動

車（第２分団前山、第４分団小森） 
Ｒ２.６.11 13,519 (株)能代消防センター 

防火水槽新設工事（Ｎｏ．１） Ｒ２.６.25 5,819 (有)中嶋施設工業 

防火水槽新設工事（Ｎｏ．２） Ｒ２.７.31 7,150 (有)千葉建設 

消防本部 ４件  33,825  

合川小・中学校スクールバス運行業

務委託（６～３月分） 
Ｒ２.５.14 7,343 あきた北観光バス(株) 

森吉中学校・米内沢小学校スクール

バス運行業務委託（６～３月分） 
Ｒ２.５.14 8,908 秋北バス(株) 

統合鷹巣中央南小学校プール改築

工事（解体工事） 
Ｒ２.５.28 7,590 朝日建設(株) 

工事監理業務（統合鷹巣中央南小学

校大規模改造工事） 
Ｒ２.６.23 6,864 (有)奈良田建築設計事務所 

統合鷹巣中央南小学校大規模改造

工事（建築工事） 
Ｒ２.６.23 243,650 (株)芳賀工務店 

統合鷹巣中央南小学校大規模改造

工事（機械設備工事） 
Ｒ２.６.23 79,750 日通プロパン鷹巣販売(有) 
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統合鷹巣中央南小学校大規模改造

工事（電気設備工事） 
Ｒ２.６.23 75,790 (株)小畑電気商会 

統合鷹巣中央南小学校プール改築

工事（建築工事） 
Ｒ２.７.30 106,040 (株)芳賀工務店 

統合鷹巣中央南小学校プール改築

工事（機械設備工事） 
Ｒ２.７.30 19,910 (有)和田設備工業 

統合鷹巣中央南小学校プール改築

工事（電気設備工事） 
Ｒ２.７.30 6,050 (有)小塚電気商会 

北秋田市民プール空調設備改修工

事 
Ｒ２.７.30 21,604 (有)中嶋施設工業 

教育委員会 11件  583,499  

合計 64件  2,016,815  

地籍調査事業については、大町及び米代町の土地所有者への説明を終え、土地所有者の皆様か

ら立会いの協力をいただき、７月６日から対象面積 0.17km²、411筆について一筆地調査を実施し

ております。 

 

 

＜税務課関係＞ 

令和２年度の個人市民税及び国民健康保険税の当初賦課状況は、下記のとおりです。 

１．個人市民税の当初賦課状況 

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

納

税

義

務

者

数  

２年度 2,469 人 
給与 9,820 人 

14,384 人  
年金 2,095 人  

元年度 2,454 人 
給与 9,813 人 

14,350 人 
年金 2,083 人 

前年比 15人 
給与 7人 

34 人 
年金 12人 

区  分 普通徴収 特別徴収 計 

税 

額  

２年度 145,717,200 円 837,418,300 円 983,135,500 円 

元年度 144,277,400 円 828,482,500 円 972,759,900 円 

前年比 1,439,800 円 8,935,800 円 10,375,600 円 
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２．国民健康保険税の当初賦課状況     

○世帯数 4,720世帯（前年比△112世帯）    

うち一般世帯数 4,720世帯（前年比△111世帯）、退職世帯数 ０世帯（前年比△１世帯） 

○被保険者数 6,874人（前年比△274人）    

うち一般被保険者数 6,874人（前年比△243人）、退職被保険者数 ０人（前年比△31人） 

区  分 
課 税 額 等 

普通徴収 特別徴収 計 

一

般

分  

２年度 432,969,200 円 97,974,800 円 530,944,000 円 

元年度 430,046,646 円  93,370,543 円  523,417,189 円  

前年比 2,922,554 円 4,604,257 円 7,526,811 円 

区  分 普通徴収 特別徴収 計 

退

職

分  

２年度 ０ 円 ０ 円 ０ 円 

元年度 895,654 円  11,357 円  907,011 円  

前年比 △895,654 円 △11,357 円 △907,011 円 

また、きめ細やかな収納対策の取組として、日中相談に来られない方のための夜間及び休日納

税相談窓口を８月 21日と 23日、28日の計３回開設しております。 

 

 

市民生活部 

 

 

＜生活課関係＞ 

市民提案型まちづくり事業については、これまでに１団体が採択され、地域を元気づけるため

の活動が展開されました。 

北秋田市男女共同参画計画については、令和３年度から令和７年度までの新たな計画策定に関

する審議等を行うため、７月 29日に北秋田市男女共同参画企画策定委員会を設置し、委員 10名

に対し委嘱状を交付しました。また、交付後、第１回策定委員会を開催し、事業の趣旨や内容、

スケジュールについて確認しました。 

夏の全国交通安全運動が８月１日から 10日までの 10日間実施されました。例年運動初日に行

われている街頭での運動については、コロナウイルス感染拡大防止のため、春の交通安全運動に

引続き中止となりました。 
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＜市民課関係＞ 

 令和２年７月末現在の住民登録者数は 31,066人（内外国人 174人）で、その内訳は、男 14,585

人（同 23人）、女 16,481人（同 151人）、世帯数は 13,996世帯（内外国人を含む世帯 168世帯）

となっております。前年同期に比べ、住民登録者数が 640人の減少、世帯数が 48世帯の減少とな

っております。 

マイナンバーカ－ドについては、７月末現在で交付枚数が 4,704枚となっております。交付枚

数の人口に占める割合は、15.1％となっております。 

 国民健康保険については、令和２年７月末現在の被保険者数は 6,697人、加入世帯数は 4,618

世帯で、前年同期に比べ、被保険者数が 219人の減少、加入世帯数が 89世帯の減少となっており

ます。 

 後期高齢者医療については、令和２年７月末現在の被保険者数は 7,776人で、前年同期に比べ、

105人の減少となっております。 

 

 

健康福祉部 

 

 

＜福祉課関係＞ 

 新型コロナウイルス感染症の影響による負担の増加と収入の減少を支援する「ひとり親世帯臨

時特別給付金」については、８月 27日から支給しております。 

障がい福祉に係る相談支援の中核的な役割を担う機関として「北秋田市基幹相談支援センター」

を、８月１日に地域福祉センター２階に設置しております。障がい福祉に係る一般的な相談はも

とより、多種多様な障がい特性や、複雑・困難化する各種ニーズに対応し、総合的かつ専門的な

相談支援を行ってまいります。 

北秋田市戦没者追悼式を、８月 18日に北秋田市文化会館において開催しております。新型コロ

ナウイルス感染症予防を勘案し関係者並びに遺族代表約 20人の参列のもと、戦後 75年を経て恒

久平和を誓うとともに、本市関係戦没者 1,700人余りの英霊の遺徳を偲び、黙とうと献花を行い

ました。 

 

＜高齢福祉課関係＞ 

敬老式については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、全地区において式典の開催を

中止としました。なお、７月１日現在の今年度の敬老式対象者（75 歳以上）は 7,985 人（前年比

195 人減）で、うち白寿対象者が 32 人（同 11 人増）、米寿対象者が 403 人（同 40 人増）、新敬

老者が 348人（同 116人減）となっております。 
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介護保険については、７月末現在の要支援・要介護認定者数が 2,789人（前年同期比５人増）

で、そのうちサービス受給者は 2,478人（同 12人増）、認定に対する受給率は 88.8％（同 0.2％

増）となっております。 

地元就職支援及び介護職員の人材確保を目的として、今年で５年目となる高校生を対象とした

介護職員初任者研修を、夏季休業中に実施しました。受講生 7名は、130時間の研修と修了試験を

経て、全員資格を取得しました。 

 

＜医療健康課関係＞ 

成人健診については、新型コロナウイルス感染症により延期・中止しておりましたが、振替日

を追加し実施しております。各種集団健診の受診数は８月末現在で、特定健康診査 1,065 人、後

期高齢者健康診査 738人、さわやか健康診査 44人、一般健康診査 8人となっており、各種がん検

診等は、大腸がん検診 2,040人、肺がん等検診 1,897人、胃がん検診 931人、前立腺がん検診 694

人、肝炎ウイルス検診 5 人、子宮頸がん・婦人科超音波検診 300 人、乳がん検診 297 人、骨粗し

ょう症検診 183人となっております。 

健康増進事業については、６月 10日に今年度第１回目となる市民ウォークを実施しております。

道の駅たかのす、大太鼓の館周辺をウォーキングし、27人が参加しております。 

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８月３日から６日までの日

程で市内３会場にて実施し、合わせて 63人の参加がありました。今後も食に関心を持ち幼少期か

らのよりよい食習慣の定着を図ってまいります。 

北秋田仮設診療所設置運営事業については、東北厚生局及び県への開設許可に関する手続きが

完了し、開所期間を７月 15日から 10月 28日まで、診療日時を毎週水曜日の午後３時から午後４

時までとし、県、北秋田保健所、鷹巣医師団、北秋田市民病院等の連携のもと、ドライブスルー

方式による新型コロナウイルスに伴うＰＣＲ検査の検体採取ができる体制を整えております。 

 

＜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 1,938人で

前年同期対比 29人（1.5％）の減、外科 2,231人で前年同期対比 36人（1.6％）の減、歯科 707

人で前年同期対比 195人（21.6％）の減となっております。次に、合川診療所では 1,611人で、

前年同期対比 209人（11.5％）の減となっております。次に、米内沢診療所では、内科 3,142人

で前年同期対比 169人（5.1％）の減、小児科 267人で前年同期対比増減なし、整形外科 739人で

前年同期対比 16人（2.2％）の増、脳血管外科 128人で前年同期対比増減なし、心臓血管外科 15

人で前年同期対比６人（28.6％）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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阿仁診療所改築事業については、事業最終年度である今年度において予定している旧診療所の

解体工事、リハビリ棟改修工事、診療所外構工事の契約を締結し、現在、受注者間との調整を行

いながら、年度内の事業の完了に向け順調に進行しております。 

 

 

産 業 部 

 

 

＜農林課関係＞ 

 水稲については、６月から７月にかけて高温・多照となったことなどから、平年並みか平年並

みよりやや早く生育が進んでおります。いもち病や斑点米カメムシ類等の病害虫被害防止のため、

関係機関と連携し防除等の徹底を呼びかけております。 

 きゅうりの出荷数については、昨年より少ないものの、ほぼ平年並みとなっています。また、

共同選果場については、市の青果物集荷体制支援事業による選果機の改修を完了し、７月 10日よ

り作業が順調に進められております。 

 園芸メガ団地整備事業については、昨年度から継続の綴子地区において、ほ場用作業機や調製

作業機の導入が完了し、予定の事業を終了しました。今後も関係機関との連携を密にし、成果目

標の達成に向け、各団地の支援に取り組んでまいります。 

 有害鳥獣対策については、市街地等におけるツキノワグマ出没対応として、その状況に迅速か

つ適正に対応するため、行政や関係機関の連絡体制を整備し情報共有を図るとともに、役割分担

を定めた「ツキノワグマ市街地等出没対応マニュアル」を策定し業務に努めております。また、

昨年度と比較したクマの状況については、８月 20日現在で目撃情報が 37件多い 91件、捕獲申請

件数が９件多い 35 件、捕獲頭数が５頭少ない 13 頭となっており、今後も農作物被害及び人身被

害の未然防止に努めてまいります。 

 森林体験学習（フォレストキッズ）については、木を子どもの頃から身近に使っていくことや

森林を散策することを通じて、人と、森や木との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育てる

ことを目的に、鷹巣小学校４年生を対象とした「木育」を実施し、木工教室では下駄箱を製作、

森林散策では慶祝森林自然公園において「森の案内人」を講師に迎え森の働きなどについて学習

を行っております。 

 森林・木材活用地域連携については、市有林において北鷹生による間伐実習を行っているほか、

ワーキンググループによる「木製記念品」の企画に取り組んでおります。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う農林業の支援については、国や県の緊急対策事業の周知

を図るほか、市独自の緊急経済対策の第３弾として 10事業を創設し、申請受付や支援金支給等の

手続きを進めております。 
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＜商工観光課関係＞ 

毎年、７月に行なわれております秋田県企業誘致推進協議会主催の『あきたリッチセミナーｉn 

ＴＯＫＹＯ』、『東海地区企業懇談会』及び『北秋田市首都圏企業懇談会』は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で大都市部への往来に対して慎重な対応が求められていることから中止となっ

ております。また、特産品販売促進事業として観光ＰＲも兼ねて参加しておりました板橋区ハッ

ピーロード大山商店街の『大山ふるさと夏まつり』についても中止となっております。 

「くまくま園」については、７月１日から８月 31日まで市の緊急経済対策として入園を無料と

し、７月は 4,590人（昨年同期 2,237人）、８月は 14日時点で 4,414人（昨年同期 2,874人）と

大変多くの方にご来園いただきました。また、夏休みイベントについては、小中学校等の夏休み

期間の短縮を踏まえ例年より期間を短縮し、８月１日から８月 23日まで手洗いや消毒の励行等を

呼びかけ感染防止対策を施しながら実施しました。例年、多くを占める首都圏を中心とした県外

からの入園者がコロナ禍で減少する中で、今年は様々な取組みもあって多くの県民の皆さんに楽

しんでいただけたのではないかと考えております。 

 

＜新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室関係＞ 

 国民に一律 10万円を支給する特別定額給付金については、８月 11日で申請の受付を終了しま

した。住所不定の方などの申請先変更により、最終的な対象人数は 31,190人となり、13,983世帯、

31億 1千 5百万円を給付し、給付率は 99.9％でありました。申請されていない方には、勧奨通知

や個別訪問等を随時実施してきましたが、給付辞退や身元不明などの理由から給付されておりま

せん。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の資金繰りを支援する北秋田市中小企業振

興資金保証制度（融資限度額 500万円）、通称マル北特別については、7月末日現在で 20件、7,050 

万円の融資が実行されました。 

 ８月 14日までの市独自の緊急経済対策の状況については、事業継続支援金として感染症拡大を

受けて事業経営に影響を受けた事業者を支援するため、第１弾、第２弾合わせて、申請は 422件、

6,810万円を支給しております。また、高校生以下の子どものいる世帯に対して給付した緊急子育

てサポート給付金は申請 1,811件、3,562万円を給付しており、また、親元を離れて生活する大学

生等の保護者の負担軽減と修学継続を支援するための学生生活支援臨時給付金として 472人の大

学生等の保護者に対して、2,360万円の給付を行いました。 

スーパープレミアム付応援チケット事業については、過去最大のプレミアム率 50%、10,000円

で 15,000円分のチケットを１世帯あたり５セットまで購入できるものとし、6,226世帯、27,743

セット、４億１千６百 14万５千円分を販売しました。チケット取扱店についても多くの地元の飲

食店、小売店をはじめ自動車整備業や塗装業、理美容、歯科医院など 444店舗からご協力をいた

だき、様々な用途に利用できるようになりました。また、短期間で消費に刺激を与えたことで多

くの業種で取引が発生し、市内における消費活性化が促進されたものと考えております。 
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「行っ得・泊まっ得 遊んで無料・泊まって半額キャンペーン」として実施しました宿泊者半

額応援事業については、20の宿泊事業者から申込みがあり、延べ 3,632人の県民（北秋田市民含

む）にご利用いただきました。また、北秋田市が誇る観光文化施設無料招待事業については、観

光施設で前年比 368.7％を超える入場者を数える施設もあり、延べ 30,781人の方々にご利用いた

だきました。 

また、地場産品消費応援事業では、地場産品である比内地鶏商品をＰＲできたことやアンケー

トを通して宿泊利用者から北秋田市や土産品等に対する生の声を聞くことができました。 

これらの市独自の緊急経済対策は、テレビや新聞などマスコミにも大きく取り上げられたほか、

多くの方々から問い合わせをいただくなど、コロナ禍の中、ご利用いただいた方々に笑顔と心の

ゆとりを届け、また、北秋田市の「自然、食、歴史文化、観光、土産」などの魅力と観光コンテ

ンツを発信できたものと考えております。 

（単位：人・％） 

施 設 名 
令和２年 

(R2.7.1～8.14) 

令和元年 

(R1.7.1～8.31) 
対比人数 前年比 

森吉山阿仁スキー場ゴンドラ 10,820 4,819 6,001 224.5 

太平湖遊覧船 2,835 769 2,066 368.7 

大太鼓の館 4,056 3,794 262 106.9 

マタギ資料館 1,022 759 263 134.7 

阿仁郷土文化伝承館・異人館 1,338 772 566 173.3 

くまくま園 9,004 6,378 2,626 141.2 

浜辺の歌音楽館 333 345 △12 96.5 

伊勢堂岱遺跡縄文館 1,373 2,144 △771 64.0 

合  計 30,781 19,780 11,001 155.6 

 

 

建 設 部 

 

 

＜都市計画課関係＞ 

 南鷹巣団地第５期建替事業の建築本体工事２棟７戸及び外構工事は、９月下旬の完成に向け、

順調に進捗しています。 

公共下水道事業については、鷹巣処理区で面整備工事３件、マンホールポンプ設置工事１件、

舗装復旧工事２件を、米内沢処理区で施設統廃合整備工事２件を発注しております。 
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また、公共下水道管路調査業務委託１件、公共下水道マンホール腐食調査業務１件、北秋田市

公共下水道効率的事業計画策定業務委託２件、合川地区で不明水査業務委託１件を発注しており

ます。 

 

＜建設課関係＞ 

令和２年５月１日から令和２年７月 31 日までの道路関係工事発注及び完成状況は、下記のとお

りとなっております。 

工事等発注一覧表 

令和２年５月１日～令和２年７月 31日 

工事名または業務名等 

舗装維持工事（その他市道 高森岱～公園線） 

 

道路維持工事 

（その他市道 七日市中町線ほか） 

道路維持工事（２級市道 大畑～葛黒線）  

 

道路維持応急工事 

（その他市道 平里巻渕線） 

  道路等維持工事 ４件 

道路改良工事（その他市道 空港法泉坊沢線） 道路改良工事（その他市道 寄延沢線） 

道路改良工事（その他市道 綴子家の下線） 

                 １工区 

道路改良工事（２級市道 摩当～大沢線） 

 

道路改良工事 ４件       

根子トンネル迂回路整備工事 橋梁補修工事（東の又橋） 

橋梁補修工事（学校橋） 橋梁補修詳細設計業務委託 （小又橋） 

橋梁補修詳細設計業務委託 （平田橋） 橋梁補修詳細設計業務委託 （中屋敷橋） 

橋梁補修詳細設計業務委託 （外ノ倉橋） 橋梁補修詳細設計業務委託 （鳥坂橋） 

北秋田市道路橋定期点検業務委託 北秋田市道路トンネル定期点検業務委託 

地質調査業務委託 （第二木戸石橋ほか）  

防災・安全交付金事業 11件      

 

工事等完成一覧表 

令和２年５月１日～令和２年７月 31日 

工事名または業務名等 

排水維持工事（その他市道 北家下１号線） 

 

排水維持工事 

（その他市道 七日市～妹尾館線） 

道路維持工事 

（その他市道 堂ヶ岱～高森岱線） 

道路維持工事（１級市道 ブナ森線） 
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舗装維持工事 

    （１級市道 銀山水無線） 

舗装維持工事 

   （その他市道 田子ヶ沢～岩谷線） 

舗装維持工事（その他市道 摩当３号線） 舗装維持工事（その他市道 松山町線） 

交通安全施設工事（１級市道 李岱芹沢線） 
道路維持応急工事 

（その他市道 平里巻渕線） 

道路等維持工事 10件        

 

橋梁補修工事 （葛黒橋） 

 

 

奥羽本線前山・鷹ノ巣間元町こ線橋架け替え

工事に伴うこ線橋撤去工事委託 

（元町跨線橋） 

橋梁補修詳細設計業務委託 （三両橋） 

 

橋梁補修詳細設計業務委託  

（第二木戸石橋） 

トンネル補修詳細設計業務委託  

（小様トンネル） 
 

     防災・安全交付金事業 ５件 

河川維持工事 （普通河川 高畑沢川）  

 河川維持工事 １件 

 

 

水道局 

 

 

＜水道課関係＞ 

水道事業については、水道事業アセットマネジメント及び水道ビジョン策定業務委託を令和２

年度から令和４年度までの３年間の事業として発注しております。 

工事については、七座浄水場の旧施設解体工事と阿仁合配水池水位計更新工事を発注し完成し

ております。また、打当地区配水管布設工事、七座浄水場場内整備工事、増沢地区給水管路舗装

復旧工事、森吉地区２施設の解体工事を発注しております。 
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消防本部 

 

 

＜常備消防関係＞ 

５月から７月までの火災発生状況及び消防活動については、火災は建物火災が１件、原野火災

が１件発生し、人的被害は傷者１名となっております。救急出場は 233 件で、救急救命士の行っ

た医療処置は血管確保が 12件、薬剤投与が７件、気管挿管が２件となっております。ドクターヘ

リによる三次医療機関への搬送は４件となっております。救助出場は８件で、内交通事故が５件

となっております。 

捜索活動については、５月６日に本城地内で山菜採りの女性１名の遭難、7 月 24 日に奥森吉で

トレッキング中の男性１名の道迷いがありましたが、何れも無事発見に至っております。 

訓練については、毎年開催されている全国、東北、秋田県の消防救助技術訓練大会が新型コロ

ナウイルスの影響により中止となりましたが、隊員の救助技術の向上を目的として４月 20日から

６月 22日まで救助訓練を行いました。森吉山阿仁スキー場の夏季ゴンドラ運行にあわせ、６月４

日にゴンドラからの救助事案を想定した索道救出訓練を行いました。この訓練では、施設関係者

からの技術指導を受け、特殊環境下における安全行動の基本的事項を確認したほか関係機関との

連携が図られました。 

また、７月 29日に農事組合法人北秋田広域カントリーエレベーターの協力のもと、カントリー

エレベーター施設を利用した高所救出訓練及びサイロ内進入訓練を実施したほか、６月 29日から

８月６日までの間、水難事故に備え水難救助隊員による訓練を実施し市民プールでの基本動作や

河川、ため池を利用した実践的訓練を行いました。 

「県民防災の日」の訓練については、新型コロナウイルスの影響により各地域の防災訓練に代

えて、全市一斉シェイクアウト訓練を行いました。この訓練では、小・中学校、高校及び各事業

所、自治会の協力の下、多数の参加があり、自身の安全確保の重要性を確認するなど防災意識の

高揚が図られました。 

昭和 25 年６月に発生した鷹巣大火から 70 年の節目に際し、火災の悲惨さやその教訓を伝える

ため、「鷹巣大火 70 年パネル展」を５月 30 日からイオンタウン（６月７日まで）及び市民ふれ

あいプラザコムコム（６月 28日まで）にて行い、多くの市民にご覧いただきました。 

 

＜非常備消防関係＞ 

６月 30日に阿仁前田の藤島組、7月 31日に木戸石の佐藤庫組に対し、消防団協力事業所表示証

の交付式を行い、長年にわたる協力に感謝の意を伝えるとともに、今後のさらなる協力をお願い

しました。 

令和２年春の叙勲・褒章により元北秋田市消防団長 藤田久悦氏が消防功労「瑞宝単光章」を

受章され、６月 30日に市役所において伝達式が行われました。 



17 
 

新型コロナウイルスの影響により、北秋田市水防訓練、北秋田市消防訓練大会、大館北秋田支

部消防訓練大会が中止となっております。 

７月 31日現在の消防団員数については、定数 760名に対して 644名となっており、内昨年発足

した機能別消防団員は 21名となっております。 

 

 

教育委員会 

 

 

＜総務課関係＞ 

小・中学校の整備については、鷹巣中央小学校と鷹巣南小学校の統合校舎として使用する旧鷹

巣南中学校校舎の大規模改造工事を発注し、年度内の完成に向けて順調に進捗しております。 

空調設備関係では、７月までに中学校にエアコンを設置して稼働しており、小学校についても、

早期に稼働できるよう進めております。 

 

＜学校教育課関係＞ 

中学校総合体育大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、全国、東北、秋田県大

会が中止となる中、観客の制限などの対策をとった上で６月 20、21 日と７月 12 日に大館北秋田

大会が開催されました。吹奏楽もコンクールが中止となる中、感染症拡大防止対策を万全にした

上で代替演奏会を８月２日に開催しました。 

 小・中学校の夏季休業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により臨時休業

とした４月 22日から５月６日の授業日を回復するため、８月１日から８月 23日までとしました。 

 

＜生涯学習課関係＞ 

６月３日の市民ふれあいプラザコムコムの定期講座を皮切りに新型コロナウイルス感染症の影

響で延期していた各種講座が各公民館において始まっております。 

７月 22日、世界遺産登録に向け「北海道・北東北の縄文遺跡群」のイコモス調査のリハーサル

が伊勢堂岱遺跡で実施されました。 

８月４日から３日間の日程で伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガイドの学習会を開催しまし

た。 

広島の原爆の日である８月６日に、平和への願いを込めて収録した歌「広島 愛の川」の動画

が「広島 愛の川ホームページ」で配信され、本県からは浜辺の歌音楽館少年少女合唱団が参加

しました。 

施設関係では、合川駅前公民館と合川公民館の解体工事、清鷹小学校放課後児童クラブの建築

工事を発注しております。 
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＜スポーツ振興課関係＞ 

 北秋田市スポーツ･文化合宿等誘致促進事業は、昨年に引き続き三井住友海上女子陸上部が利用

し、８月 25日から改修を終えた鷹巣陸上競技場や北欧の杜公園などで強化合宿を行いました。 

期間中の８月 29日には、鷹巣陸上競技場を会場に市内スポーツ少年団員や市民を対象にした、

女子１万ｍ日本記録保持者の渋井陽子氏と部員による陸上教室を計画しております。 

９月に予定されておりました秋田内陸リゾートカップ 100キロチャレンジマラソンは、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。 

 体育施設の工事関係については、陸上競技場の３種公認継続に係る改修工事を行い、８月５日、

日本陸上競技連盟による検定が終了しました。また、市民プールの空調設備改修に係る工事等を

発注しております。 

 


