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１．仙北北市とは

平成17年年合併「仙北北市」誕⽣生

⾓角  館  町  ▷武家屋敷と桜並⽊木 　
⽥田沢湖町▷⽇日本⼀一深い⽥田沢湖、乳頭温泉郷 　
⻄西  ⽊木  村  ▷⽇日本⼀一⼤大きな栗栗 　

⼈人 　⼝口：27,275  ⼈人（10,667  世帯）
市⾯面積：約1100平⽅方キロメートル
観光客数：年年間約520万⼈人
平成29年年5⽉月31⽇日※少⼦子⾼高齢化が進む過疎地域

■仙北北市の⼈人⼝口推移

	  
角館の桜	  
刺巻の水芭蕉	  
八津・鎌足のカタクリ群
生地	  

秋田駒ヶ岳：高山植物	  
田沢湖（湖水浴、カ
ヌー）	

角館のお祭り	  
紅葉（抱返り渓谷など）	  
	  
	

たざわ湖スキー場	  
温泉	  
（小正月行事）	  

四季



２

国有林林野⾯面積
 　約600平⽅方キロメートル

緑⾊色部分：国有林林野

１．仙北北市とは



３

歴史に触れる 　⼩小京都・⾓角館
⾓角 　館 　武 　家 　屋 　敷 　通 　り
（国の重要伝統的建造物群保存地区）

紅葉葉に彩られる⽯石⿊黒家新緑が眩しい⻘青柳柳家と⼈人⼒力力⾞車車桜咲く岩橋家

１．仙北北市とは



光る⿓龍龍 　踊る⽥田沢湖

瑠璃⾊色の湖⽔水が神秘的な⽥田沢湖
伝説に彩られた湖は幻想的で美しく神秘を体感する

⽥田沢湖のシンボル 　たつこ像

１．仙北北市とは

４



雪景⾊色の秘湯 　乳頭温泉郷
素朴な温泉情緒が漂う温泉ファン憧れの地

５

１．仙北北市とは



６

⼤大地の息吹を感じる⽟玉川温泉

⽟玉川温泉 　全景

全国各地から温泉療療
養に訪れる湯治客で
にぎわう⼀一⼤大湯治場

アスピーテライン

岩盤浴場

⽟玉川温泉

⽟玉川温泉 　⼤大噴

１．仙北北市とは



７

⾃自然を満喫 　⻄西⽊木エリア
豊かな⾃自然と⼈人情に触れる⽥田舎を体験

１．仙北北市とは



２．仙北北市の課題
■深刻な⼈人⼝口減少・少⼦子⾼高齢化
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■基幹産業である観光、農業に加え、近未来技術を積極的に活⽤用した
 　新しい産業を創造し、抜本的に産業構造を改⾰革することが有効
■チャレンジできる事は、何でも実⾏行行！

・⾼高齢化率率率39%
・⾼高齢化率率率が50%を越える限界集落落が存在
・何らかの対策を取らなければ、
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　⾃自治体が消滅する危機

 　若若者が魅⼒力力を感じるまちづくりを進め、
 　早期にＵターンをさせることが必要



３．近未来技術に関連する取り組み



■ドローンに関する取り組み①

開催⽇日：平成28年年4⽉月11⽇日（⽉月） 　
会 　場：⻄西明寺⼩小学校〜～⻄西明寺中学校
実施者：国⽴立立研究開発法⼈人 　情報通信研究機構
 　 　 　 　株式会社 　プロドローン
概 　要：図書検索索システムを活⽤用し、学校図書
 　 　 　 　の輸送要望があった想定で実施。星の
 　 　 　 　王⼦子さまなど3冊を積載したドローン
 　 　 　 　が学校間1.2キロを⾶飛⾏行行。

♦ドローンと秘匿匿通信による
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　図書輸送の実証実験	

♦ドローンによるソメイヨシノの撮影会	
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開催⽇日：平成28年年4⽉月20⽇日（⽔水） 　
会 　場：仙北北市落落合運動公園
実施者：インフォテリア株式会社
概 　要：桧⽊木内川の河川敷にあるソメイヨシ
 　 　 　 　ノをドローンで撮影するデモンスト
 　 　 　 　レーションの実施。撮影した映像は
 　 　 　 　iPadに取り込み、仙北北市内観光施設
 　 　 　 　で観光PRに活⽤用。
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♦⼈人材育成(SEMBOKUドローンスクール）
n  ⽬目的
 　実際にドローンを活⽤用したり、利利活⽤用業務の
 　事例例を学ぶことで、安全運⽤用に必要な知識識と
 　技術を習得。

n  プログラム
 　映像・測量量・農業

n  講師陣
・主任講師：宇佐美孝太⽒氏㈱Skyer代表取締役
・映 　 　像：イノマタトシ⽒氏（映画監督等）
 　 　 　 　 　 　佐々⽊木孔明⽒氏（DJI  Store  Shinjuku）
 　 　 　 　 　 　Hiro  Fukuda⽒氏    (カメラマン）
・農 　 　業：春原久徳⽒氏
 　 　 　 　 　 　（ドローン・ジャパン㈱取締役会⻑⾧長）
・測 　 　量量：エアロセンス㈱ 　真栄城 　朝弘
 　 　 　 　 　 　（ソフトウエア 　エンジニア)

■ドローンに関する取り組み②
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■ドローンに関する取り組み③
♦⾓角館空中さんぽ実証実験

11

開催⽇日：平成２９年年５⽉月１⽇日（⽉月） 　
会 　場：桧⽊木内川桜並⽊木公園（仙北北市⾓角館町）
実施者：仙北北市 　株式会社くまがい印刷
概 　要：桧⽊木内川堤（桜並⽊木）をドローンで空撮し、その映像をリアルタイムでヘッ
 　 　 　 　ドマウントディスプレイに映し出し、バーチャルリアリティーで体験。1フラ
 　 　 　 　イト約４分間で、10時〜～15時の間に約150名が参加。
機 　材：ファントム４



n ⽬目的
・災害や事故が発⽣生し陸陸路路での現場到達が困難な状況
 　において、ドローンを操縦し現場の状況把握や
 　⼈人命救助の⼀一翼を担う⼈人材の育成を視野。
・競技会を通じて、近未来技術の更更なる理理解と浸
 　透、賑わいの創出を図る。

n  ⽇日程
・平成29年年7⽉月22⽇日、23⽇日

n  場所
・⽥田沢湖スポーツセンター体育館

n  参加者
・学⽣生部⾨門:
 　⼤大曲農業⾼高校、秋⽥田コアビジネスカレッジ、
 　秋⽥田県⽴立立⼤大学、⼤大曲⼯工業⾼高校、⻘青⼭山学院⼤大学、
 　国学館⾼高校（6校）
・⼀一般部⾨門:17名

♦ドローンテクニカルチャレンジ  in  仙北北市
■ドローンに関する取り組み④
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♦ドローンテクニカルチャレンジ  in  仙北北市
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ü ⼟土砂が堆積している箇所から約
200m程度度は、道路路状況に問題
がないことを確認。

ü 森林林の中でドローンを⾶飛⾏行行させ
る場合には、通信距離離が短くな
ることを確認。
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 　災害時におけるドローンの活⽤用
■ドローンに関する取り組み⑤



n ⿊黒森沢⼟土砂流流出現場の状況確認
ü ⿊黒森沢付近で、⼟土⽯石崩れが発
⽣生しているとの、住⺠民の通報
により、状況を確認。

ü ⿊黒森沢をせき⽌止めている状況
ではないと確認。

15	  



16	  



位 　 　置：⽥田沢湖⾼高原スキー場跡地上空
アクセス：JR⽥田沢湖駅から⾞車車で約20分  
広 　 　さ：2km×1km（森林林含む）
 　 　 　 　 　

JR田沢湖駅	

飛行エリア	

JR角館駅	

♦平成27年年11⽉月 　「仙北北市指定ドローン⾶飛⾏行行エリア」を設定
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■ドローンに関する取り組み⑥

【活⽤用状況】
平成28年年度度〜～ 　約70名利利⽤用
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■⽬目指したいドローン技術の活⽤用イメージ

♦インフラ点検
♦測量量・計測

♦薬剤の輸送

♦⽀支援物資の輸送

♦学校図書の輸送

＿\\	 ＿\\	

＿\\	

♦⼭山岳遭難救助
♦⽕火⼭山監視



♦無⼈人運転バス公道実証実験
⽇日 　時：平成28年年11⽉月13⽇日（⽇日）9時45分〜～11時
場 　所：⽥田沢湖畔
   　 　 　（湖畔の杜レストランORAE〜～かたくりの花）
実施者：内閣府、仙北北市、株式会社ディー・エヌ・エー
試乗者：６３名

■⾃自動⾛走⾏行行に関する取組み

内閣府は今後の技術開発や
 　法整備の構築等に繋げる予定  	
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 　⾞車車両の特徴
•  フランスEasyMile社製
•  センサー（DGPS、カメラ、⾛走⾏行行距離離計、慣性計測装置、等）
•  安全対策（緊急停⽌止ボタン、安全制御装置、障害物検知⽤用レーザーセンサー、緊急ブレーキ・フェ
イルセーフ停⾞車車装置（電源系統が切切断されても機能）、ホイールエンコーダ）  
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４．近未来技術を市⺠民⽣生活の課題解決に



n 農林林業のIT化
p  ドローンによる農薬散布
p  ドローンによる圃場の観察

Ø ⽔水稲の⽣生育状況を把握し、適切切な追肥を施すための技術開発が進展
しており、農業の効率率率化が可能。

p  森林林管理理へのドローンの活⽤用
Ø 地理理情報システムとドローンの映像を連携することで、航空写真に
代わる最新情報を反映した森林林管理理を⽬目指す。⺠民有林林の森林林の価値
の把握に有効。

n ヘルスケア産業の創出
p  市内の温泉施設を活⽤用した市⺠民の健康増進

Ø ウェアラブルセンサーを活⽤用し、IoTを活⽤用した温浴効果のエビデ
ンスの構築

Ø ⾼高齢者の⾒見見守り
Ø テレワーク

n ⾃自動運転
p  観光振興（⽥田沢湖⼀一周、⾓角館武家屋敷等での運⾏行行）
p  交通弱者の⾜足の確保

n 雪崩センサー
p  IoTを活⽤用した雪崩、⼟土砂崩れの監視

近未来技術の可能性
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【担当】
秋⽥田県仙北北市総務部地⽅方創⽣生・総合戦略略室
 　
〒014-‐‑‒1298  
秋⽥田県仙北北市⽥田沢湖⽣生保内字宮ノ後30【⽥田沢湖庁舎】
電話番号：0187-‐‑‒43-‐‑‒3315 　  
ファックス：0187-‐‑‒43-‐‑‒1300
 　
電⼦子メール：sousei@city.semboku.akita.jp
URL：http://www.city.semboku.akita.jp/

ご清聴いただき
 　 　 　 　ありがとうございました。


