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“わ”のまち能代をめざして

　１　輝きとぬくもりのまち

　　（１）コミュニティで支え合う特色ある地域づくり
（単位：千円）

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費
【新】バスケの街づくり推進事業費（緊急
雇用）

7,375 6,140 1,235 空き店舗を活用してバスケ資料館機能を整備

〃 行政協力員及び自治会費 14,072 100 13,972 能代地域行政協力員報酬、自治会報償費等

〃 【新】恋文データ化事業費 2,410 0 2,410 データ化した恋文を検索・抽出できるようにするためのシステム構築

〃 【新】恋文データ化事業費（緊急雇用） 2,580 2,580 0 恋文のデータ化作業委託

民生費 民生委員費 14,493 10,631 3,862 民生委員児童委員協議会補助金等（委員182人）

〃 社会福祉協議会補助金 20,483 0 20,483 能代市社会福祉協議会公益事業(単独実施分)人件費に対する補助金

　　（２）学び合い高め合って地域に活かす生涯学習

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

教育費 生涯学習推進事業費 1,153 0 1,153
社会教育指導員報酬、生涯学習推進協議会委員報酬、秋田県生涯学習
奨励員協議会負担金等

〃 【新】図書館空調設備改修事業費 42,569 42,500 69 冷暖房設備の改修

〃 【新】子ども館展示物リニューアル事業費 27,084 0 27,084
宇宙航空研究開発機構ＪＡＸＡ提供の人工衛星模型の展示や既存展示
物の整理、リニューアル
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　　（３）地域で育み社会で支える子育て・子ども支援

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

民生費 法人保育所特別保育事業費等補助金 81,218 50,667 30,551
延長保育事業費、障害児保育事業費、一時預かり事業費、病児・病後
児保育事業費、保育所地域活動事業費、休日保育事業費への補助

〃 病児・病後児保育事業費 13,750 9,166 4,584
病気で保育所等に通えない児童や家庭で保育できない児童の医療機関
での一時預かり（２医療機関で実施）への補助

〃 法人保育所等運営費負担金 745,378 530,992 214,386 法人保育所９施設、認定こども園３施設への運営費負担金

〃 子どものための手当費 764,525 651,591 112,934

中学校修了前の子どもへ支給
・3歳未満　　　　　　　　　　　　　15,000円
・3歳以上小学校終了前（第1子・2子）10,000円
・3歳以上小学校修了前（第3子以降） 15,000円
・中学生　　　　　　　　　　　　 　10,000円
・所得制限世帯　　　　　　　　　　　5,000円

〃 児童扶養手当費 325,390 108,463 216,927 母子家庭・父子家庭等の児童を養育する者に支給

〃 認可保育所運営費 180,256 76,685 103,571
第一保育所、第四保育所、二ツ井子ども園、きみまち子ども園、高丘
子ども園の運営費

〃 へき地保育所運営費 20,496 5,748 14,748 へき地保育所７施設の運営費

〃 放課後児童会費 35,976 16,087 19,889 放課後児童会９施設(能代地域６、二ツ井地域３)の運営費

〃 母子生活支援施設改築事業費 27,472 24,362 3,110 母子生活支援施設建設工事（H24～H25継続費設定）

教育費 幼稚園就園奨励費 81,858 17,852 64,006 幼稚園の入園料及び保育料の補助（国の補助事業）

〃 すこやか子育て支援事業費（幼稚園） 35,152 35,134 18 幼稚園の保育料等の補助（県の補助事業）

〃 すくすく子育て幼稚園保育料支援事業費 18,300 18,300 0 幼稚園児の保護者に支援金（月2,000円）を給付



　　（４）次代を担う子どもの成長を支える学校教育

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

教育費 奨学金貸付事業費 27,058 26,994 64
高校生20人（うち新規貸付10人）、大学生等42人（うち新規貸付13
人）　計62人

〃
ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事
業費

34,980 34,980 0
大学生等65人（うち新規貸付20人／能代市13人、三種町4人、八峰町2
人、藤里町1人）

〃 不登校児童生徒対策事業費 3,296 14 3,282
【新】児童生徒支援アドバイザー１人配置
適応指導教室指導員１人、Ｑ－Ｕテスト（小６～中２）等

〃 特別支援教育支援員設置事業費 11,469 11,467 2 特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支援員を11人配置

〃
特別支援教育支援員設置事業費（緊急雇
用）

13,624 13,624 0 特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支援員を11人配置

〃 【新】防災教育費 668 0 668
津波・地震等災害発生時の実践的な防災教育のための、防災教育担当
者の研修及び小中学校へ標高表示看板を設置

〃
要保護及び準要保護児童生徒援助費（小・
中学校）

82,328 1,302 81,026
経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に学用品費、医療費
及び学校給食費等を援助

〃 小学校振興費 31,440 113 31,327
振興費、教育用コンピューター整備事業費、学校図書環境整備事業
費、ブラスバンド用楽器購入費

〃
【新】プール改築事業費（第五小学校・浅
内小学校）

14,153 13,400 753 実施設計委託等

〃 中学校振興費 38,438 22 38,416
振興費、教科書改訂に係る経費、教育用コンピューター整備事業費、
学校図書環境整備事業費、ブラスバンド用楽器購入費

　　（５）子どもも大人も心と体の健康づくり

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

衛生費 保健センター健診事業費 60,897 30,681 30,216 保健センターで特定健康診査等を実施

〃 がん対策強化推進事業費 74,025 21,633 52,392 各種がん検診の実施、制度周知、受診勧奨等の実施

〃 母子保健事業費 36,063 12,160 23,903
妊婦健康診査委託等、一般健診14回、子宮頸がん等検診1回、歯科健
診1回

〃 予防接種費 107,631 22,575 85,056
二種混合、三種混合、ポリオ、麻しん風しん混合、高齢者インフルエ
ンザ、日本脳炎、ＢＣＧ、子宮頸がん、ヒブワクチン等
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　　（６）地域で活躍する元気な高齢者

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

民生費 老人福祉施設委託費 13,190 3,147 10,043 三種町「やまもと」及び秋田市「松峰園」への委託

〃 軽度生活援助事業費 14,360 14,300 60
草取りや除雪など日常生活上の軽易な作業を援助（65歳以上の高齢者
のみの世帯等へ利用券12枚交付に加え、平成24年度から新たに除雪専
用券４枚を交付）

〃 【新】元気・交流200円バス事業費 7,458 7,440 18
平成24年10月から65歳以上の高齢者に1乗車200円でバスに乗車できる
パスを交付

〃
【新】地域支え合い高齢者等見守り事業費
（緊急雇用）

8,491 8,491 0
能代地域の65歳以上のみの高齢者世帯等への見守り及び地域生活を支
援するための巡回相談員を配置し、65歳以上のみの高齢者世帯に救急
搬送等の緊急時に対応するための救急医療情報キットを配布

〃 【新】救急医療情報キット等配布事業費 650 0 650
二ツ井地域の65歳以上のみの高齢者世帯に救急搬送等の緊急時に対応
するための救急医療情報キットを配布

〃 二ツ井ふくし会補助金等 12,371 0 12,371
特別養護老人ホームよねしろ建設による償還金に対する補助（償還期
間　平成8年度～平成27年度）

〃 能代山本広域市町村圏組合負担金 37,385 0 37,385 高齢者交流センター運営費負担金、公債費負担金

　　（７）地域で社会で自立する障害者

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

民生費 障害者自立支援介護給付費等事業費 852,952 639,714 213,238 居宅介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労継続支援等

〃 地域生活支援事業費 22,352 16,761 5,591
日常生活用具給付事業、福祉ホーム事業、日中一時支援事業、障害者
社会参加促進事業、移動支援事業等

〃 特別障害者手当等給付費 27,452 20,588 6,864 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付費

〃 障害者自立支援医療費 65,191 48,892 16,299 人工透析等の医療費の自己負担額を軽減

〃 障害者補装具費 14,793 11,058 3,735 身体障害者用補装具の交付及び修理並びに難聴児の補聴器購入助成



　　（８）ふるさとの誇りを受け継ぐ文化・芸術

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 市史編さん事業費 18,008 240 17,768
「通史編Ⅱ　近世」印刷製本、編集委員長・編さん委員報酬、パート
職員賃金、編集委員校閲謝礼等

教育費 【新】秋田県国民文化祭推進事業費 419 0 419
平成26年度秋田県開催の国民文化祭を見据え、平成24年度開催地の徳
島市を視察

〃 文化会館主催事業業務委託費 5,000 0 5,000 主催事業６本

　　（９）だれもが気軽に楽しめるスポーツ

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 能代山本広域市町村圏組合負担金 111,502 0 111,502 一般管理費等負担金、スポーツリゾートセンター運営費負担金

教育費 体育施設管理運営費 168,579 0 168,579
総合体育館等スポーツ施設指定管理、バスケットボールコートライン
改線に係る工事費等

〃 【新】ソフトボール場整備事業費 22,664 21,500 1,164 落合三面球場（Ｃ球場）をソフトボール場（２面）として整備

　　（１０）認め合い支え合う社会づくり

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 男女共同参画社会推進費 634 481 153
男女共同参画月間記念事業の開催、国立女性教育センターへの研修旅
費及び受講料

〃 日本語学習ふれあい交流支援事業費 1,662 0 1,662
日本語講座、日本語指導ボランティア養成講座の講師・協力員への謝
礼

〃 人権啓発活動事業費 744 744 0
人権の花運動用のプランター・花の苗等の購入、人権の花運動看板制
作・設置委託、子どもへの暴力防止講座の講師謝礼・旅費
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　２　元気とうるおいのまち

　　（１）環境を核とした活力ある産業創出

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

衛生費 バイオマスタウン構想推進事業費 1,294 0 1,294
地域のバイオマス（生物由来の資源）の利活用の推進及び事業化に向
け農業残渣、生ごみ利活用、木質バイオマス利活用調査研究委託料等

商工費 みなと祭り補助金 1,100 0 1,100
港のＰＲのため、港に親しむイベントの開催
主催者：みなと祭り実行委員会

土木費 能代港改修事業費負担金 7,500 7,500 0
秋田県が実施する重要港湾改修事業（中島地区外港北防波堤改良事
業）に対し、事業費の５％を負担

　　（２）雇用を産み出す企業立地

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

商工費 企業開発費 11,001 0 11,001
企業誘致推進員を置き、県企業立地事務所と連携し、企業誘致活動を
展開

〃 中小企業融資あっせん等事業費 407,554 380,000 27,554
中小企業者への融資あっせん（貸付期間10年以内、限度額1,500万
円）、小規模企業への利子補給(貸付利率の1/2を2年間)

〃
東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補
給費補助金

64,000 0 64,000
秋田県の東北地方太平洋沖地震復旧支援資金に係る利子の一部を補助
（利子補給期間２年間、利子補給率１．５％）

　　（３）力強くて持続する農業

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

農林水
産業費

【新】秋田県種苗交換会事業費補助金 35,000 0 35,000 第135回秋田県種苗交換会能代市協賛会(仮称)に対する補助金

〃 【新】秋田県種苗交換会事業費(緊急雇用) 3,488 3,488 0 第135回秋田県種苗交換会の各種催事を円滑に行うための業務委託

〃
あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費
補助金

73,901 69,817 4,084
複合経営に取り組む農業者(法人含む)の農業機械･施設導入費に対す
る助成(県1/3、市1/6又は1/10)



款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

〃 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 12,124 12,124 0 地域農業再生協議会に対する運営費補助金

〃
【新】あきた白神農業協同組合カントリー
エレベーター利用向上対策補助金

5,700 0 5,700 カントリーエレベーターの利用農家の負担を軽減

〃
【新】不作付け水田等再生活用事業費補助
金

400 400 0
農業者の減少・高齢化により不作付けとなっている農地を再生作業を
行う農業者に対する支援

〃 農地・水保全管理支払交付金事業費 42,498 1,200 41,298
地域の農業者以外の多様な主体の参加を得て農地・農業用水等の適切
な保全管理への取組に対する支援

〃
能代地区国営総合農地開発事業受益者負担
軽減対策費補助金

19,911 0 19,911
能代地区土地改良区の公共施設用地と未造成地に対する助成（平成２
年度～26年度）

　　（４）山・川を生かす林業・木材産業・水産業

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

農林水
産業費

松くい虫対策事業費 42,840 33,330 9,510 伐倒駆除840m3、薬剤散布７ha、現況調査180ha、樹幹注入

〃 林道西ノ沢小滝線開設事業費 63,500 63,500 0
平成16年度～26年度予定 Ｌ＝4,700ｍ 総事業費596,320千円
平成24年度Ｌ＝713ｍ

〃 森林整備事業費 34,715 16,942 17,773
市有林の管理（枝打・間伐　19,493千円　森林作業道　7,936千円
等）

〃 【新】森林資源供給基地整備事業費 12,000 4,800 7,200
重点的に木材生産に取り組み、森林を面的に集約することで団地化
し、林地残材も含めた森林資源の供給基地を整備

商工費 【新】地場産材供給促進事業費(緊急雇用) 9,905 9,905 0
被災地を中心とした県外の木材需要等の情報収集を図るとともに、住
宅の建築用部材の品揃えについて情報発信

　　（５）まちのにぎわいをつくり出す商業

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

商工費 空き店舗流動化支援事業補助金 7,040 0 7,040
空き店舗取得者への改装費、固定資産税相当額等の助成、賃借者への
改装費、賃借料の助成、賃借者への固定資産税相当額の助成

〃
能代街なか商業情報発信調査事業費（緊急
雇用）

6,526 6,526 0
中心市街地の商店街（会）の集客を高めるため、積極的な事業主の情
報発信を支援

〃 【新】のしろ木工品市場事業費(緊急雇用) 6,651 6,651 0
能代の木工品を一堂に展示販売できる場所を設置するとともに、出張
展示販売を実施し、木都能代の木工品を宣伝
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　　（６）豊かな自然とその恵みを活かす観光

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 【新】旧金勇保存改修事業費 4,868 4,800 68 保存改修のための実施設計業務委託

商工費 行事観光支援費 23,154 0 23,154
おなごりフェスティバル補助金、能代港まつり花火大会会場設営費補
助金、二ツ井町観光協会補助金、能代観光協会補助金等

〃 大館能代空港利用促進事業費 16,255 0 16,255 大館能代空港利用助成金（片道5千円）14,000千円　等

〃
【新】道の駅ふたつい観光強化事業費（緊
急雇用）

2,683 2,683 0
道の駅ふたついの観光機能を強化するため、ＨＰ等による情報発信、
各種案内チラシの作製等総合的な観光業務を実施

〃 【新】観光案内所設置等事業費(緊急雇用) 5,688 5,688 0
観光振興のため観光案内所を設置し、ＨＰ等による情報発信、列車内
でのＰＲなどを実施

〃
【新】地域資源活用観光力向上事業費（緊
急雇用）

2,572 2,572 0
カヌーによる観光客等を対象とした営業に結びつけるための基盤づく
りを実施

〃 【新】大型七夕復活推進事業費(緊急雇用) 8,617 8,617 0
大型の能代七夕を復活し、市民、観光客が一緒に参加できるイベント
として地域活性化につなげるため準備

土木費 【新】きみまち阪公園休憩所等施設整備費 23,854 0 23,854
休憩所等施設建設工事、既存施設撤去工事、遊具撤去工事、支障木撤
去委託等

　　（７）自然と共生し地域で支える環境保全

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

衛生費 一般環境調査費 4,291 0 4,291
一般環境調査業務委託（水質調査、大気調査、生物調査、土壌調査）
及び騒音振動調査業務委託等

〃 下水道事業会計繰出金 24,000 0 24,000
能代産業廃棄物処理センターの処理水を公共下水道に受け入れること
に伴う下水道使用料相当額等の繰出

商工費 【新】再生可能エネルギー導入促進事業費 19,633 0 19,633 再生可能エネルギーの導入に取り組むためのビジョンの策定等



　　（８）資源を大切にし社会を持続できる衛生環境

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

衛生費 能代山本広域市町村圏組合負担金 696,307 100,300 596,007
衛生総務費負担金、南部清掃工場、北部粗大ごみ処理工場運営費負担
金、中央衛生処理場運営費等負担金、公債費負担金

〃 指定ごみ袋等管理費 29,258 0 29,258 指定ごみ袋印刷､証紙取扱手数料、指定ごみ袋保管配達業務委託等

〃 日影沢最終処分場管理費 26,581 24,152 2,429 運転管理委託料、水質分析手数料、埋立地重機借上料等

〃 リサイクルセンター管理費 15,968 0 15,968 運転管理委託料、資源化物分別保管委託料等

〃 北秋田市周辺衛生施設組合負担金 47,152 0 47,152
し尿処理施設（米代流域衛生センター）の運営、維持管理費の負担金
（人口割２０％、搬入割８０％）

　３　安全と安心のまち

　　（１）安全な暮らしを守る防災・防犯体制

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 【新】防災対策設備等整備事業費 17,349 0 17,349
備蓄品の補充、防災用公用車の購入、災害時における特設公衆電話整
備等

〃 防災行政無線（固定系）施設整備事業費 195,927 195,900 27
防災行政無線（固定系）施設整備工事（平成26年度までに市内全域に
防災行政無線を整備予定）

〃 防災行政無線難聴地域対策事業費 5,438 5,400 38
二ツ井地域防災行政無線難聴対策子局増設工事（富根地域：屋外拡声
子局1局増設、戸別受信機15個設置）

土木費 交通安全施設費 22,292 0 22,292 区画線、道路照明灯、道路反射鏡等設置維持補修費

〃 街灯費 43,797 0 43,797 街灯電気料、修繕料、街灯設置費

消防費 能代山本広域市町村圏組合負担金 1,047,975 26,600 1,021,375
消防本部費、署費、消防施設費負担金、公債費負担金
はしご車オーバーホール、タンク車の更新

〃 消防団員費 35,204 0 35,204 消防団員報酬（778人）、費用弁償等
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款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

消防費 消防施設維持補修費等 13,254 0 13,254 消防用ホース購入費（49本）、防火水槽解体工事費（小掛、中和）

〃 消防ポンプ車購入費 20,145 19,600 545 ポンプ車更新１台　能代第12分団

〃 小型動力ポンプ積載車等購入費 13,871 13,100 771
積載車更新２台　能代第11分団（河戸川）能代第12分団（四日市）
ポンプ更新４台　能代第９分団（小沢口）能代第11分団（黒岡）
　　　　　　　　二ツ井第２分団（小繋）二ツ井第５分団（仁鮒）

〃 車庫兼休憩所新築事業費 29,649 29,500 149
車庫兼休憩所新築　二ツ井第６分団（きみまち、高岩）
消防器具置場改築　能代第15分団（荷八田、築法師）

〃 【新】耐震性貯水槽整備事業費 43,821 38,554 5,267 耐震性貯水槽設置工事等（富根、小掛、大須賀）

教育費 【新】耐震診断業務委託費 4,908 4,800 108 中央公民館及び文化会館の耐震診断業務委託

　　（２）機能的で利用しやすい道路・交通ネットワーク

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

商工費 生活バス路線等維持費対策事業費 71,731 9,375 62,356 赤字路線バス（25路線）に対する補助金及び市街地巡回バス運行委託

土木費 道路維持費 116,453 0 116,453 市道維持補修費

〃 除排雪対策費 77,732 0 77,732 防雪柵設置・撤去工事、除雪車運転業務賃金、除雪委託等

〃 改良事業費 37,800 0 37,800 道路・側溝改良工事等

〃 中川原地区整備事業費 100,193 95,100 5,093 測量設計業務等委託、道路工事Ｌ＝1,269ｍ、移転補償

〃 道路改良事業費（交付金） 415,386 408,811 6,575
道路改良等工事（材木町東能代線、切石大林線、外８路線）、除雪機
械購入等



　　（３）効果的で調和のとれた土地利活用

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 地籍調査費 9,572 6,292 3,280
二ツ井地域一筆地調査地籍測量等（0.13ｋ㎡）
地震影響による検証測量

商工費
【新】能代街なか商店街景観改修モデル事
業費

10,104 0 10,104 中心市街地の拠点施設の景観改修モデル工事等

〃 【新】能代街なか商店街景観改修補助金 5,000 0 5,000
街なかの景観向上によるイメージアップ等のための補助（50万円を限
度額として1/2を補助）

　　（４）快適で暮らしやすい住環境

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 辺地共聴施設整備事業費補助金 19,879 17,432 2,447 地上デジタルテレビ放送の難視聴地域解消（大柄地区）

衛生費 水道事業会計繰出金 10,564 0 10,564

〃 【新】給水装置工事資金融資あっせん費 324 0 324
井戸等の使用者が上水道等へ改造する費用を市中金融機関へ融資あっ
せんし、その利息を補助する。

〃 簡易水道事業特別会計繰出金 28,155 0 28,155

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 34,955 20,836 14,119 85基分の補助

〃 農業集落排水事業特別会計繰出金 10,823 0 10,823

〃
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）
繰出金

55,601 0 55,601

〃 檜山川運河改修事業費 50,900 49,100 1,800 中川原２号橋架替工事(上部工設置)

〃 下水道事業会計繰出金等 610,272 0 610,272

〃 【新】緑の基本計画策定事業費 7,980 2,600 5,380 能代市の緑に関するマスタープランとなる基本計画の策定

〃 市営住吉町住宅建替事業費 32,589 20,419 12,170 市営住吉町住宅解体工事費、入居者移転等補償費
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款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

土木費 市営住宅耐震診断事業費 11,070 5,053 6,017 向ヶ丘住宅等耐震診断業務委託

〃 公営住宅等長寿命化事業費 102,503 98,563 3,940 大瀬、山根、高丘住宅外壁・屋根等改修工事

〃 住宅リフォーム緊急支援事業費 80,061 0 80,061
住宅投資を促進するとともに、市民の居住環境の質を向上するため、
住宅のリフォーム等を支援

　　（５）安心でき健康を保てる医療体制

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

民生費 福祉医療費 424,729 212,108 212,621
乳幼児、高齢身体障害者、重度心身障害者、ひとり親家庭の児童を対
象に医療費の一部負担金を助成（平成24年8月から乳幼児について、
県補助対象分を小学生まで拡大し、所得制限を引き上げる）

衛生費 能代山本広域市町村圏組合負担金 15,215 0 15,215 救急医療対策費負担金

〃
山本組合総合病院放射線治療装置等導入費
補助金

11,596 0 11,596 山本組合総合病院放射線治療装置等の導入費に対する補助金

〃
【新】能代山本医師会病院増改築事業費補
助金

111,370 111,300 70 能代山本医師会病院増改築費に対する補助金

　　（６）不安のない生活を支える社会保障制度

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

民生費
働きながら資格をとる介護雇用プログラム
事業費（緊急雇用）

24,299 24,299 0
介護施設で働き給与を得ながら、養成機関の受講を経て介護資格を取
得する事業を介護施設へ委託

〃 国民健康保険特別会計繰出金 512,029 230,617 281,412
保険基盤安定分、出産育児一時金分、財政安定化支援事業分、事務費
分等

〃 後期高齢者医療特別会計繰出金 209,891 154,913 54,978 保険基盤安定分、事務費分

〃 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 704,936 0 704,936 医療給付費負担金、共通経費負担金

〃 介護保険特別会計繰出金 882,457 0 882,457 保険給付費分、地域支援事業費分、事務費分

〃 生活保護費 1,818,067 1,398,627 419,440
生活困窮者を保護する（生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、
介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助）



　　（７）効率的で住民サービスに資する行財政基盤

款名 事　　　　業　　　　名 予算額 特定財源 一般財源 事　　　　業　　　　概　　　　要

総務費 情報化推進費 39,146 0 39,146
庁内システム保守委託、ネットワーク利用料、パソコン・ネットワー
ク機器リース料等

〃 住民情報システム運用事業費 164,839 0 164,839
住民情報システム利用料、住民情報システム用パソコンリース料及び
新システムデータ移行料等

〃 【新】災害時情報発信体制整備事業費 430 0 430
災害時や停電時にもインターネットを通じて情報発信等ができるよう
パソコンや通信機器を購入

〃 【新】知事選挙費 10,006 10,006 0

公債費 長期債元金 2,353,437 70,959 2,282,478

〃 長期債利子 466,582 38,422 428,160
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