
順位 総　務　部 市　民　部 福　祉　部 産　業　部 建　設　部 比内総合支所 田代総合支所 教育委員会 病　　　院　 消　　　防　

1
８月９日豪雨災害・９月
１６日台風１８号災害が
発生

８月９日豪雨災害が発
生。大量の災害廃棄物
を処理

８月９日豪雨災害・９月
１６日台風１８号災害が
発生。被災者に見舞
金、義援金を支給

８月９日豪雨災害・９月
１６日台風１８号災害が
発生。復旧工事・復旧
支援を実施

８月９日豪雨災害・９月
１６日台風１８号災害が
発生。復旧工事・復旧
支援を実施

８月９日豪雨災害が発
生

８月９日豪雨災害・９月
１６日台風１８号災害が
発生。田代地域で甚大
な被害

特色あふれる「ふるさと
キャリア教育」～地域イ
ベントでも小中学生が
活躍

病院機能評価の認定
（総合病院）

８月９日豪雨災害・９月
１６日台風１８号災害に
より甚大な被害

2
本庁舎建設検討委員会
から市長に答申、議会
特別委員会での審議へ

市税・国保税収納率が
県内トップ

大館・北秋田地域医療
推進学講座の設置

企業誘致、新規投資が
好調～雇用情勢の改善

日沿道「大館～小坂」開
通

９月１６日台風１８号災
害が発生

田代地域の誘致企業の
新・増設が今年も好調

「大館の教育」に県内外
から相次ぐ教育視察

病院事業中期経営計画
の策定

秋田自動車道開通に伴
い消防相互応援協定を
締結

3
空き公共施設利活用促
進条例適用に２事業者
を指定

第2期国民健康保険特
定健康診査等実施計画
がスタート

機構改革による福祉部
の新設

県営工業団地拡張事業
の進捗と釈迦内工業団
地の整備

「市営新町住宅他建替え事
業」に着手。向町住民への
説明不足から、階数を修正
して再スタート

１１月７日の突風により
被害

山田部落会が銀座のビ
ル屋上で原木マイタケ
の栽培に成功

体育施設及び公園施設
の指定管理者の指定

脳卒中連携パスの運用
開始
（総合病院）

消防救急デジタル無線
の整備工事に着手

4
地域応援プランステップ
アップ事業の創設

ご当地ナンバーの交付
開始

総合福祉センターで太
陽光発電システムが稼
働

本場大館きりたんぽま
つり大盛況

御成町南地区土地区画
整理事業の進捗率２
５％

統計グラフ全国コンクー
ルで比内中３年の生徒
が入選一席

大館ＧＧＰセンターが本
格操業に向けて交配・
分娩を開始

小中学校耐震補強事業
の平成27年度完了を決
定

里帰り出産の人数制限
撤廃
（総合病院）

機能別消防団の発足

5
老朽危険家屋対策事業
要綱を制定

旧ごみ処理場の解体現
場からダイオキシンを含
む焼却灰を発見

高齢者比率が33．２％
に

コメの生産調整（減反）
の見直し

田代地区統合簡易水道
事業の開始

秋田県種苗交換会で中
田好雄氏が農林水産大
臣賞を受賞

松田農園でドジョウ養殖
を開始

上川沿公民館が旧大館
市交流センターに移転

フューチャー・ドクター・
セミナーの開催
（総合病院）

大館市立総合病院　副
院長　村川徳昭氏が総
務大臣表彰「救急功労
者表彰」を受賞

6
川口旧食肉センター跡
地にメガソーラー誘致
決定

小柄沢墓園の新規造成
分として３００区画を募
集開始

「大館市子ども・子育て
会議」の新設

秋田デスティネーション
キャペーンの開催

公共下水道の供用区域
を拡大

ふるさと比内会が設立２
５周年

平滝地区の耕作放棄地
で企業農園により野菜
を作付

国民文化祭プレ事業の
開催

高校生病院見学会の開
催
（総合病院）

地域密着型防災訓練を
実施

7
国の要請による給与削
減の実施

田代墓地公園の大規模
改修工事を実施

「児童発達支援センター
ひまわり」の新設

比内地鶏鶏糞処理施設
（ヒナイドリームセン
ター）の稼動

秋北バスターミナル廃
止、バス路線を見直し

㈶比内町観光開発公社
の解散

越山地区で廃校舎を利
用した凍み大根づくりを
開始

チャレンジデーの実施

電子カルテを含む医療
情報システム導入業者
の決定
（総合病院）

消防団１２０年・自治体
消防６５周年記念大会
に参加

8
中心街区再生推進会議
を設置

ペイジーによる口座振
替申込の簡素化を実施

がん検診受診率向上を
めざしコールリコールモ
デル事業を実施

グリーンツーリズムと移
住対策が好調

除雪費が過去 大の８
億円超

熊による人身被害発生
２０１３ あきた水と緑の
森林祭が田代スポーツ
公園で開催

北地区統合校の校名・
校歌・校章・制服が決定

DMAT初めての出動
（総合病院）

比内・田代地域消防団
に纏を配備

9
広報大館創刊1000号
声の広報発行７００回

戸籍副本データ管理シ
ステムの運用開始

介護サービス基盤の整
備が進む

市公共施設での太陽光
発電の稼働

局所がけ崩れ対策事業
実施要綱の制定

大雪により「竜が森 山
開き神事」の場所を変
更

修学旅行の農業体験を
田代地域でも受け入れ
開始

郷土博物館展示図録を
発行

ペレットボイラー導入工
事着工
（扇田病院）

秋田県消防長会署長研
修会を大館市で開催

10
地域おこし協力隊（大葛
地区２人）の任期が満
了

出張所の公金回収業務
を委託

老人福祉センター（四十
八滝温泉）がリニューア
ルオープン

「雪沢温泉どじょう」創出
事業がスタート

別所地区水道未普及地
域解消事業の開始

第１回比内民俗フェス
ティパル開催

田代地域遭難者死亡事
故が２年ぶりにゼロ

文化財マップの完成と
検索システムの公開

院内照明のLED化
（総合病院）

大館第１２分団（餌釣）
に小型動力ポンプ軽積
載車を配備

11
光ブロードバンドのエリ
ア拡大

下水道マンホールのふ
たがキーホルダーに

12
大館ふるさと応援寄付
金が大幅増加

13

秋田県知事選挙が初の
無投票。参議院議員通
常選挙が７月に執行さ
れ、自民党圧勝

平成２５年 大館市各部局の１０大ニュース

叙勲・褒章受章者(地方自治功労及び市役職経験者)
  ＜春＞  元消防団分団長 菅原利雄氏(瑞宝単光章）    ＜危険業務従事者＞  元消防次長 虻川義幸氏（瑞宝双光章）　＜秋＞  元総合病院薬剤部長 山田亮逸氏（旭日双光章）　元消防団分団長 武田方昭氏（瑞宝単光章）  元消防団分団長 花岡義彦氏（瑞宝単光章）

物故者
  市功労者 一関武氏(1/1)  市功労者･元市議会議長 日景比内氏(1/9)  二井田財産区議会議長 冨澤壽氏(1/18)  市功労者 髙坂儀悦氏(1/20)  元市収入役 栗盛章介氏(2/6)  市功労者 小笠原圭一氏(4/28)  元比内町議会議員 渡邉伊之松氏(4/28)  元市議会議員 三浦義昭氏(4/30)
  市功労者 小畑文夫氏（5/7）  元市助役 丸屋悧氏（5/9）  市功労者 若松正氏（5/30）市功労者 佐藤福蔵氏（6/6）  元田代町議会議員 五十嵐貞一氏(6/11)  市功労者･元市議会議長 吹谷栁太郎氏（6/23）  二井田財産区議会議員 芳賀良一氏（7/7）市功労者 近藤多治郎氏（11/9）
  市功労者 佐々木謙吉氏（11/28）


