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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 バスケの街づくり推進事業費 11,185 4,403 6,782
バスケミュージアムの運営、バスケの街づくり市民チャレンジ事業支
援等によるバスケの街づくり推進

〃 銀河フェスティバルin能代事業費負担金 1,500 0 1,500
宇宙のまちづくり推進のため、イベント『銀河フェスティバルin能
代』の実施

〃 行政協力員及び自治会費 14,508 100 14,408 能代地域行政協力員報酬、自治会報償費等

〃 【新】地域集会所建設事業費補助金 2,000 0 2,000
地域集会所建設に対する補助金（新築・増築　建設面積割 １㎡あた
り2万円、建築費割　建設費の40％　それぞれ100万円を限度）
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り2万円、建築費割　建設費の40％　それぞれ100万円を限度）

〃
【新】恋文のまちづくり推進費（緊急雇
用）

1,707 1,707 0 恋文のまちづくり事業事務補助

〃 【新】恋文商店街推進事業費 6,898 3,541 3,357
恋文のまちづくりのためのアドバイザー招へい及びイベント開催費補
助等

〃 【新】恋文商店街推進事業費（緊急雇用） 5,754 5,754 0 恋文すぽっときみまち運営業務委託

〃 【新】きみまち阪活性化事業費 6,211 1,127 5,084 きみまち阪公園休憩所の改修工事等

〃 【新】ロマンチックロード創造事業費 1,358 1,358 0 七座山周辺案内板等整備調査業務委託

〃 【新】旧天神小学校利活用事業費補助金 36,890 36,890 0 旧天神小学校改修工事費及び木工教室用工作機械等の補助

民生費 民生委員費 14,555 10,625 3,930 民生委員児童委員協議会補助金等

〃 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の公益事業（人件費）に対する補助金
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　　（２）学び合い高め合って地域に活かす生涯学習
（単位：千円）

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

教育費 【新】公民館大規模改修事業費 21,692 17,000 4,692 中央公民館トイレ全面改修工事、馬子岱分館体育館解体工事

〃 生涯学習推進事業費 1,276 0 1,276
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

　　（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 82,347 50,237 32,110
延長保育事業、保育所地域活動事業、一時預かり事業、病児・病後児
保育事業、休日保育事業、障害児保育事業への補助

〃
すこやか子育て支援事業費（認定こども
園・認可外）

12,066 6,032 6,034 認定こども園（保育所）及び認可外保育施設の保育料等の補助〃
園・認可外）

12,066 6,032 6,034 認定こども園（保育所）及び認可外保育施設の保育料等の補助

〃 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
での一時預かりへの補助（２医療機関で実施）

〃 保育所等施設整備費補助金 14,721 10,014 4,707
認定こども園（保育所及び幼稚園）の耐震補強に要する費用の一部を
補助

〃 法人保育所等運営費負担金 735,598 521,940 213,658 法人保育所及び認定こども園への運営費負担金

〃 児童手当費 728,840 616,764 112,076

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

〃 児童扶養手当費 307,039 102,346 204,693 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 178,803 79,171 99,632
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 13,175 4,210 8,965 へき地保育所４施設の運営費

〃 放課後児童会費 39,326 16,283 23,043 放課後児童会９施設(能代地域６、二ツ井地域３)の運営費



（単位：千円）

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

〃 母子生活支援施設改築事業費 269,100 232,356 36,744
老朽化している母子生活支援施設の改築事業（H24年9月着工、H25年
10月完成予定）

〃 【新】保育所施設整備事業費 88,571 86,500 2,071
平成２６年度から二ツ井地域の子ども園３園を２園に統合することに
伴う二ツ井子ども園及びきみまち子ども園の改修工事

衛生費 【新】不妊治療費助成事業費 2,800 0 2,800 特定不妊治療費及び一般不妊治療費への助成

〃 【新】未熟児養育医療給付事業費 9,258 7,050 2,208 未熟児の入院にかかる医療費自己負担分を給付する

教育費 幼稚園就園奨励費 80,313 16,903 63,410 幼稚園の入園料及び保育料の補助

〃 すこやか子育て支援事業費（幼稚園） 31,155 23,812 7,343 幼稚園の保育料等の補助

〃 すくすく子育て幼稚園保育料支援事業費 17,300 9,900 7,400 幼稚園児の保護者に支援金（月2,000円）を給付
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〃 すくすく子育て幼稚園保育料支援事業費 17,300 9,900 7,400 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 23,931 23,700 231
高校生19人（うち新規貸付10人）、大学生等36人（うち新規貸付13
人）　計55人

〃
ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事
業費

35,341 35,340 1
大学生等66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）

〃 特別支援教育支援員設置事業費 25,364 24,374 990 特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支援員を22人配置

〃 【新】特別支援教育事業費 2,011 0 2,011
特別支援が必要な子どもを早期発見、適切な指導を行うため５歳児の
親子相談やアドバイザーによる相談業務を行う

〃 要保護及び準要保護児童生徒援助費 81,338 2,213 79,125
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者と被災児童生徒の保護
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 30,747 94 30,653
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、理科の不要試薬等の処分

〃
プール改築事業費（第五小学校・浅内小学
校）

153,155 146,434 6,721 第五小学校及び浅内小学校のプール改築（平成25年6月完成予定）

〃 中学校振興費 31,038 19 31,019
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、理科の不要試薬等の処分
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　　（５）子どもも大人も心と体の健康づくり
（単位：千円）

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

衛生費 保健センター健診事業費 65,964 33,930 32,034 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 85,129 22,548 62,581
各種がん検診の実施、制度周知、受診勧奨、【新】ピロリ菌感染検査
の費用助成等の実施

〃 母子保健事業費 35,409 320 35,089
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

〃 【新】健康チャレンジポイント事業費 3,429 0 3,429
健康に関する活動の実施、検診受診等にポイントを付与し、ダンク
カードまたはもっくんカードのポイントと交換する

〃 予防接種費 110,335 0 110,335
二種混合、三種混合、ポリオ、四種混合、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

　　（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 13,289 3,075 10,214
養護老人ホームやまもと（三種町）、養護老人ホーム松峰園（秋田
市）への入所委託

〃 軽度生活援助事業費 15,405 0 15,405
草取りや除雪など日常生活上の軽易な作業を援助（対象者は65歳以上
の高齢者のみの世帯等。利用券12枚＋除雪専用券4枚）

〃 元気・交流200円バス事業費 11,330 0 11,330
65歳以上の高齢者に1乗車上限200円で路線バスに乗車できる乗車証を
交付

〃 二ツ井ふくし会補助金等 11,864 0 11,864
特別養護老人ホームよねしろ建設の償還金に対する補助（償還期間
平成8年度～27年度）

〃 地域支え合い高齢者等見守り事業費 5,536 0 5,536 高齢者や要援護者を見守るため巡回相談員を配置

〃 【新】高齢者ふれあい交流施設整備事業費 10,900 7,700 3,200 地質調査、基本設計、実施設計等

〃 能代山本広域市町村圏組合負担金 39,238 0 39,238 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
（単位：千円）

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

民生費 障害福祉サービス等給付費 945,764 709,323 236,441 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

〃 障害児通所給付費等事業費 29,207 21,904 7,303 放課後等デイサービス、児童発達支援等

〃 地域生活支援事業費 25,554 19,161 6,393
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 26,790 20,091 6,699 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 65,318 48,988 16,330 障がい者の医療費の自己負担額を軽減

〃 【新】障害児自立支援医療費 1,635 1,225 410 障がい児の医療費、補装具費の自己負担額を軽減
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〃 障害者補装具費 15,457 11,556 3,901 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

〃 【新】福祉バス更新事業費 9,052 0 9,052 マイクロバス（24人乗り）の更新

　　（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

教育費 文化会館主催事業業務委託費 5,000 0 5,000
主催事業５本（六代目桂文枝襲名披露公演、秋川雅史コンサート、東
京都交響楽団演奏会等）

〃 【新】文化会館大規模改修事業費 91,554 55,600 35,954
トイレ全面改修工事、大ホール・中ホール舞台機構改修工事、正面玄
関自動ドア設置工事
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　　（９）だれもが気軽に楽しめるスポーツ
（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 能代山本広域市町村圏組合負担金 72,784 0 72,784 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 163,375 0 163,375
総合体育館等スポーツ施設指定管理料、赤沼球場バックスクリーン改
修工事等

　　（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 645 162 483 ３周年フォーラムの開催、国立女性教育センターへの研修旅費

〃 日本語学習ふれあい交流支援事業費 1,675 0 1,675
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

〃 日本語学習ふれあい交流支援事業費 1,675 0 1,675
礼

〃 人権啓発活動事業費 1,227 1,227 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

　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

商工費 能代港利活用促進事業費 2,275 0 2,275 能代港の利活用を促進するため、ポートセールスや情報収集を行う

〃 港湾利活用地域振興基金事業費 983 983 0
港湾利活用地域振興基金を活用し、シンポジムの開催やリサイクル
ポートの利用促進を図る



　　（２）雇用を産み出す企業立地
（単位：千円）

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 12,608 0 12,608
企業誘致推進員の賃金・活動費、のしろの魅力体感塾誘致企業こめっ
こ隊農業体験委託、企業への雇用奨励金等

〃 中小企業融資あっせん等事業費 412,010 380,000 32,010
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)

〃 【新】創業等サポート事業費 2,500 0 2,500
創業塾の開催及び創業等相談窓口を開設し、専門の相談員から事業に
必要な知識、ノウハウなどを提供してもらう

〃
東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補
給費補助金

12,000 0 12,000
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％）

〃
【新】伝統的工芸品等後継者育成支援事業
費

4,222 0 4,222
伝統的工芸品等の知識及び技術を習得しようとする者を雇用、派遣、
指導する事業者への補助及び製作体験の開催

　　（３）力強くて持続する農業
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　　（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】能代の果樹生産強化等支援事業費補
助金

1,609 0 1,609
なしやぶどう、りんご等の栽培拡大や新品種の導入等を行う果樹販売
農家に苗木購入費や支柱等の定植資材費の1/2を助成

〃
あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費
補助金

25,187 23,797 1,390
複合経営に取り組む認定農業者(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)

〃
【新】がんばる兼業農家機械等更新支援事
業費補助金

8,431 0 8,431
作付1ha以上の水田農業を営み、経営所得安定対策制度に加入してい
る1種・2種兼業農家の農業機械等の更新費用に対する助成（1/6）

〃 経営所得安定対策推進事業費補助金 12,124 12,124 0 能代市農業再生協議会に対する運営費補助金

〃 重点品目産地づくり支援交付金事業費 15,838 15,838 0
経営所得安定対策制度の実施により従来の助成水準を下回る重点推進
品目等の激変を緩和し、転作田を活用した産地づくりを支援

〃
【新】売り込め野菜ランドのしろＰＲ強化
事業費

2,731 2,731 0
専門家のアドバイスを基に統一したＰＲ戦略を構築し、ＰＲ強化と積
極展開を図る(推進母体の組織化、ワークショップの開催等)

〃 【新】健康野菜づくり支援事業費 3,566 3,566 0
山間地の耕作放棄地等を活用したニンニク・生姜・菊芋の栽培実証試
験及びニンニク等栽培農家の種苗代等に助成(基本助成1/2)

〃
【新】野菜づくり地力強化支援事業費補助
金

7,562 7,562 0
地場産ゼオライトや完熟堆肥等で野菜づくりの基盤となる畑の地力強
化に取り組む農家を支援(ゼオライト等購入費用の1/2助成)
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（単位：千円）

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

〃 【新】有機・特別栽培現地実証展示事業費 4,471 1,692 2,779
農薬散布等の影響が少ない不作付水田にて米及び野菜の有機、減農
薬・減化学、無農薬・無化学肥料栽培の実証試験等を実施

〃
【新】恋文の里で暮らそう新規就農支援モ
デル事業費

3,462 0 3,462
農山村集落に新規就農者を就農・定住させることで、周辺農地等の持
つ多面的機能の維持保全を図る(現地見学会の実施)

〃 【新】葉ねぎ栽培現地実証事業費 1,801 1,801 0
長ねぎの栽培技術を活かして、関西市場等でニーズの高い葉ねぎの実
証試験を行い、水稲との複合経営による作型の確立を図る

〃 農地・水保全管理支払交付金事業費 37,109 1,000 36,109
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

13,541 0 13,541
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（債務負
担行為：平成２年度～26年度）

〃 県営ほ場整備事業費負担金（轟地区） 27,000 27,000 0
事業費270,000千円の10%負担(全体計画：区画整理A=68.0ha、暗渠排
水A=68.0ha、用水路工L=9.1km、排水路工L=7.2km)

〃
【新】土地改良施設維持管理適正化事業費
補助金

1,210 0 1,210 能代市東土地改良区の揚水機設備補修事業に対する補助〃
補助金

1,210 0 1,210 能代市東土地改良区の揚水機設備補修事業に対する補助

〃
【新】農業水利施設長寿命化対策支援事業
費

12,968 10,700 2,268
老朽化した農業水利施設の補修等に対し負担又は補助をし、長寿命化
対策を支援

　　（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 35,543 26,476 9,067 伐倒駆除732㎥、薬剤散布7.89ha、現況調査200ha、樹幹注入

〃 林道西ノ沢小滝線開設事業費 63,600 63,600 0
平成16年度～26年度予定 Ｌ＝4,700ｍ 総事業費596,320千円
平成25年度Ｌ＝913ｍ

〃 森林整備事業費 36,431 19,864 16,567
市有林の管理（枝打・間伐・除伐　20,387千円、森林作業道開設
11,187千円　等）

〃 森林資源供給基地整備事業費 18,000 0 18,000
300ha以上の団地において実施する植栽、搬出間伐、森林作業道開設
及び改良を支援し、林業生産基盤の強化を図る

〃 【新】林道補修事業費 12,298 0 12,298
路肩決壊した林道の補修工事及び側溝の泥上げ等維持管理業務を行
い、災害を未然に防止し、林道機能の継続を図る

〃 【新】田床内地区治山事業費 3,500 2,240 1,260 山地災害の未然防止や林地保全のための工事



　　（５）まちのにぎわいをつくり出す商業
（単位：千円）

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 7,410 0 7,410
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、賃貸者への固定資産税相当額の助成

〃 能代街なか商店街景観改修補助金 5,000 0 5,000
街なかの景観向上のための工事費補助（壁面木質化改修、シャッター
塗装、日除けテント新設等）

〃
能代街なか情報発信支援事業費（緊急雇
用）

3,008 3,008 0
中心市街地の商店街の集客を高めるため、積極的な事業主の情報発信
を支援

　　（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 旧金勇保存改修事業費 124,013 124,000 13 保存改修のための工事及び外構工事等
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商工費 行事観光支援費 26,515 0 26,515
おなごりフェスティバル補助金、港まつり能代の花火会場設営費補助
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 12,968 0 12,968 大館能代空港利用助成金（片道3千円）等

〃 滞在型観光推進事業費 12,213 0 12,213
でらっとのしろ観光キャンペーン実行委員会補助金、スポーツ・文化
合宿補助金等

〃 【新】大型七夕推進事業費 6,167 4,403 1,764 大型七夕保管庫改修工事、大型七夕組立解体費補助金等

　　（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 下水道事業会計繰出金 23,800 0 23,800
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 再生可能エネルギー導入促進事業費 11,087 0 11,087
再生可能エネルギー勉強会の実施、研修会への参加及び市内の再生可
能エネルギー発電会社への出資

〃
公共施設再生可能エネルギー等導入推進事
業費

110,418 110,418 0
平成24年度～26年度の３年間で小学校等公共施設に太陽光発電設備、
蓄電設備を設置し、災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの導
入（25年度は８施設に設置）
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　　（８）資源を大切にし社会を持続できる衛生環境
（単位：千円）

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 783,868 285,700 498,168
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負担金、公債費負担金

〃 指定ごみ袋等管理費 27,696 0 27,696 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 26,082 25,180 902 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 20,566 0 20,566 屋根葺替工事、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 49,794 0 49,794
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 防災対策費 11,871 0 11,871
備蓄品の補充、避難看板等設置、防災対策車・防災行政無線の維持管
理等

〃 防災行政無線施設整備事業費 176,572 176,500 72
防災行政無線施設整備工事（平成26年度までに市内全域に防災行政無
線を整備予定）

〃 【新】日本海中部地震３０周年事業費 1,081 0 1,081 津波避難等防災と減災に関する講演会開催

土木費 交通安全施設費 23,558 0 23,558 区画線、道路照明灯、道路反射鏡等設置維持補修費

〃 街灯費 51,845 0 51,845 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 1,050,036 39,700 1,010,336
消防本部費、署費、消防施設費負担金、公債費負担金
消防救急デジタル無線実施設計業務委託、トイレ等改修工事、多目的
車、タンク車の更新



（単位：千円）

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

〃 消防団員費 34,578 0 34,578 消防団員報酬（778人）、費用弁償等

〃 上水道消火栓更新事業費 15,680 14,800 880 上水道消火栓３０基の更新

〃 消防ポンプ車購入費 20,098 19,500 598 消防ポンプ車の更新１台：二ツ井第３分団

〃 小型動力ポンプ・積載車購入費 19,972 18,900 1,072

積載車の更新２台：能代第11分団（河戸川）能代第11分団（成合）
小型動力ポンプの更新４台：能代第10分団（谷地）能代第12分団
　　　　　　　　　（大柄）二ツ井第５分団（切石）二ツ井第６
　　　　　　　　　分団（きみまち）

〃 車庫兼休憩所等改築事業費 28,448 28,200 248
車庫兼休憩所改築：二ツ井第５分団（切石）二ツ井第３分団（富
　　　　　　　　　根）
消防器具置場改築：能代第９分団（中母体）能代第17分団（須田）
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〃 耐震性貯水槽整備事業費 35,173 35,093 80 耐震性貯水槽設置工事等：能代（二中）、二ツ井（麻生）

　　（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 地域公共交通活性化事業費 18,381 5,197 13,184
交通空白地域で運行開始した乗合タクシーの試験運行の継続、本格運
行への移行及び向能代地区での巡回バス試験運行を実施

〃 生活バス路線等維持費対策事業費 70,335 8,949 61,386 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 130,485 0 130,485 市道維持補修費

〃 除排雪対策費 183,311 0 183,311 除排雪委託、除雪車運転業務賃金、防雪柵設置・撤去工事等

〃 【新】不用管路廃止事業費 4,300 0 4,300
柳町新道地区土地区画整理の際に敷設替えされた都市下水路の旧管路
の廃止に向けた調査委託

〃 改良事業費 57,285 0 57,285 道路・側溝改良工事等
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（単位：千円）

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

〃 中川原地区整備事業費 92,234 87,600 4,634
測量設計業務等委託、道路改良工事Ｌ＝430ｍ、舗装新設工事
Ｌ＝172ｍ、道路用地購入、移転補償

〃 道路改良事業費（交付金） 559,250 555,800 3,450 道路改良等工事（大森線、下田平線、外１８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 4,500 2,602 1,898 二ツ井地域の地籍調査及び能代地域の地籍調査訂正

商工費 中心市街地活性化推進事業費（緊急雇用） 9,563 4,188 5,375
中心市街地活性化ビジョンに基づき策定した中心市街地活性化計画の
事業を実施・促進

　　（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

衛生費 水道事業会計繰出金 10,743 0 10,743

〃 簡易水道事業特別会計繰出金 28,256 0 28,256

〃 【新】水道等整備計画策定事業費 1,852 0 1,852 能代市水道等整備計画を見直すための水道等整備計画策定業務委託料

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 26,245 10,162 16,083 浄化槽６０基分の補助

〃 農業集落排水事業特別会計繰出金 11,200 0 11,200

〃
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）
繰出金

54,517 0 54,517

〃 下水道事業会計繰出金等 615,144 0 615,144



（単位：千円）

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

〃 【新】能代公園環境整備事業費 3,386 0 3,386 歩道測量設計委託等

〃 公営住宅等長寿命化事業費 126,055 126,052 3
外壁屋根改修等実施設計委託(大瀬)、給湯設備等改修工事(大瀬・高
丘・山根)、水洗化工事(高丘・山根)

〃 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 443,264 222,192 221,072
乳幼児及び小学生、高齢身体障害者、重度心身障害(児)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

衛生費 能代山本広域市町村圏組合負担金 15,399 0 15,399 救急医療対策費負担金
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〃 能代山本医師会病院増改築事業費補助金 16,730 16,700 30 能代山本医師会病院増改築費に対する補助金

〃 【新】山本組合総合病院運営費補助金 51,920 0 51,920 山本組合総合病院の運営費に対する補助金

　　（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）

21,166 21,166 0
仕事を探している人が、養成機関での受講時間も含めて給与を得て、
働きながら介護資格を取得するプログラム

〃 国民健康保険特別会計繰出金 443,493 211,760 231,733
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 197,458 145,551 51,907 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 693,170 0 693,170 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 924,786 0 924,786 保険給付費分、地域支援事業費分、事務費分

〃 生活保護費 1,706,736 1,311,369 395,367
生活困窮者に対する保護費（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、葬祭扶助等）

- 13 -



- 14 -

　　（７）効率的で住民サービスに資する行財政基盤
（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 情報化推進費 48,442 0 48,442
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 71,820 0 71,820
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

〃 能代山本広域市町村圏組合負担金 30,243 0 30,243 一般管理費等負担金

〃 【新】滞納処分推進事業費 3,118 0 3,118 市税滞納処分等の経験者及び事務補助の雇用

〃 【新】参議院議員選挙費 38,180 38,180 0

〃 知事選挙費 25,465 25,465 0

〃 【新】市長市議選挙費 3,176 3 3,173

公債費 長期債元金 2,441,422 70,786 2,370,636

〃 長期債利子 418,509 28,161 390,348


