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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 宇宙のまちづくり推進事業費 7,500 0 7,500
銀河フェスティバルin能代事業費負担金、銀河連邦ノシロ共和国活動
費補助金、能代宇宙イベント活動事業費補助金

〃 バスケの街づくり推進事業費 11,579 0 11,579
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

〃 行政協力員及び自治会費 14,982 100 14,882 能代地域行政協力員報酬、自治会報償費等

〃 恋文商店街推進事業費 9,738 6,258 3,480 恋文すぽっときみまち運営業務委託等

〃 きみまち阪活性化事業費 15,589 15,285 304 記念撮影碑製作委託等

〃 ロマンチックロード創造事業費 5,211 5,211 0 七座山周辺案内板設置委託等

民生費 民生委員費 14,644 10,736 3,908 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

　　（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 1,332 0 1,332
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、図書ボランティア養成講座の開催等

〃 子ども館活動事業費 4,352 448 3,904
プラネタリウム投影、科学実験等各種講座を開催し子どもの科学知識
の普及啓発を図る
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　　（３）地域で育み社会で支える子育て・子ども支援
（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
【新】子ども・子育て支援新制度電子シス
テム構築事業費

11,718 10,616 1,102 子ども・子育て支援新制度に係るシステム構築費用

〃 法人保育所特別保育事業費等補助金 80,676 47,890 32,786
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）

9,803 6,282 3,521 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 14,250 9,500 4,750
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

〃
【新】子育て世帯臨時特例給付金給付事業
費

63,573 63,573 0
児童手当の受給者（生活保護者、臨時福祉給付金対象者を除く）へ子
育て世帯臨時特例給付金を支給（児童１人につき給付額10,000円）

〃 法人保育所等運営費負担金 686,400 496,530 189,870 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 696,850 589,469 107,381

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 295,383 98,460 196,923 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 179,213 74,713 104,500
第一保育所、第四保育所、二ツ井子ども園、きみまち子ども園の運営
費

〃 へき地保育所運営費 10,397 3,160 7,237 へき地保育所３施設の運営費

〃 放課後児童会費 60,285 18,956 41,329
放課後児童会９施設(能代地域６、二ツ井地域３)の運営費、留守家庭
児童会青空会改修工事

衛生費 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

〃 未熟児養育医療給付事業費 5,990 4,581 1,409 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 85,191 18,913 66,278 幼稚園の入園料及び保育料の補助



（単位：千円）

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

〃 すこやか子育て支援事業費（幼稚園） 26,268 20,440 5,828 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 15,606 0 15,606 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 【新】教育バス等購入費 10,194 0 10,194
教育バス（マイクロバス29人乗り）及び二ツ井小学校スクールバス
（ワゴン）の更新

〃 奨学金貸付事業費 17,585 17,520 65
高校生16人（うち新規貸付10人）、大学生等26人（うち新規貸付13
人）　計42人

〃
ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事
業費

38,281 38,280 1
大学生等71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）

〃 【新】豊島区との教育連携事業費 1,382 0 1,382
教育連携協定を締結した豊島区との文化や情報通信技術教育等双方の
取り組みを学びあう。職員派遣・児童生徒交流

〃 特別支援教育支援員設置事業費 27,453 8,435 19,018 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

〃 要保護及び準要保護児童生徒援助費 76,500 2,126 74,374
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 33,542 94 33,448
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

〃 中学校振興費 36,121 19 36,102
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
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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 健康チャレンジポイント事業費 3,301 0 3,301
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

〃 保健センター健診事業費 67,905 33,674 34,231 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 90,356 19,522 70,834
各種がん検診の実施、制度周知、受診勧奨、ピロリ菌感染検査の費用
助成等の実施

〃 母子保健事業費 36,917 459 36,458
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 109,304 0 109,304
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 8,173 1,932 6,241
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 13,318 0 13,318
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 15,815 11,000 4,815
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 11,357 0 11,357
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 8,201 0 8,201 高齢者や要援護者を見守るため巡回相談員を配置

〃 高齢者ふれあい交流施設整備事業費 151,326 151,100 226 機械設備、冷泉管布設、電気設備工事等

〃 能代山本広域市町村圏組合負担金 39,373 0 39,373 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 地域生活支援事業費 27,193 20,390 6,803
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 26,298 19,723 6,575 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 79,525 59,643 19,882 障がい者の医療費の自己負担額を軽減

〃 障害者補装具費 15,282 11,425 3,857 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

〃 障害児通所給付費等事業費 33,330 24,997 8,333 放課後等デイサービス、児童発達支援等

〃 障害福祉サービス等給付費 1,022,597 766,947 255,650 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

　　（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 文化財保護費 1,660 18 1,642
県指定有形文化財『浄明寺山門』屋根補修工事に係る補助
資料管理（春慶塗資料調査、出土遺物保管等）

〃 檜山安東氏城館跡保存管理事業費 1,692 0 1,692 檜山安東氏城館跡の保存管理及び立木伐採計画策定

〃 秋田県国民文化祭推進事業費 10,317 7 10,310
第29回国民文化祭・あきた2014における能代市主催事業の開催
現代舞踊の祭典、市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、金勇での呈茶会

〃 文化会館大規模改修事業費 52,472 51,800 672 中ホール冷暖房送風機改修工事、大ホールホリゾント幕取替工事

　　（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 113,929 0 113,929 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
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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

教育費 体育振興費 9,918 0 9,918
各種ｽﾎﾟｰﾂ振興事業に係る大会等への支援
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｰ実行委員会補助、全日本ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ大会開催費補助等

〃 バスケの街づくり事業費 2,045 0 2,045
バスケの街推進事業に係る大会への支援、普及事業委託等
能代ｶｯﾌﾟ中学校選抜ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会事業費補助、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・ｷｬﾗﾊﾞﾝ
ｻﾏｰﾘｰｸﾞin能代事業費補助等

〃 体育施設管理運営費 171,267 0 171,267
総合体育館等スポーツ施設指定管理料、能代球場改修調査業務委託、
土床体育館屋根改修工事等

〃 【新】ソフトボール場整備事業費 22,823 0 22,823
ソフトボール場整備（試合用グラウンドの整備）に係る工事関係費及
び試合用備品の配置

　　（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 652 165 487 ４周年事業の開催、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

〃 人権啓発活動事業費 512 512 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 港湾利活用地域振興基金事業費 991 991 0
港湾利活用地域振興基金を活用し、リサイクルポート能代港の利用促
進を図るため、ポートセールスや啓発事業を行う

〃 能代港利活用促進事業費 2,974 0 2,974
能代港の利活用を促進するため、各種会議・研修会に参加し情報収集
を行う



　　（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 伝統的工芸品等後継者育成支援事業費 4,268 0 4,268
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

〃 企業開発費 14,989 0 14,989
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
こ隊農業体験事業、企業への雇用奨励金等

〃 中小企業融資あっせん等事業費 416,615 380,000 36,615
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)

　　（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

経営所得安定対策推進事業費補助金 13,724 13,724 0 能代市農業再生協議会に対する運営費補助金

〃 【新】園芸メガ団地育成事業費 33,762 0 33,762
轟地区に大規模園芸団地を整備し、産地の底上げを図るとともに、専
作的に取り組む経営体を育成する。

〃
あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費
補助金

13,221 8,816 4,405
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】農家支援活動事業費 7,896 0 7,896
農家に対する市の総合窓口として農家等を訪問・巡回し市の農業振興
補助事業等の活用支援のほか農業技術センターで実証した栽培技術の
普及などを行い、本市農業全体の底上げを図る。

〃
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

9,098 0 9,098
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）

〃 多面的機能支払交付金事業費 56,752 900 55,852
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

〃 県営ほ場整備事業費負担金（轟地区） 3,500 0 3,500
事業費35,000千円の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)

〃 県営ほ場整備事業費負担金（下田平地区） 53,300 53,300 0
事業費533,000千円の10%負担(全体計画：区画整理A=101.5ha、暗渠排
水A=101.5ha、用水路工L=19.3km、排水路工L=18.2km、道路工L=18.7
㎞)

〃
【新】河戸川・浅内地区ほ場整備事業費補
助金

2,325 0 2,325
県が、ほ場整備事業の予定地区の計画策定のための調査計画概要を作
成するが、地元負担分の1/2を補助し、地元農家の負担軽減を図る
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　　（４）山・川を生かす林業・木材産業・水産業
（単位：千円）

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

農林水
産業費

林業専用道整備事業費 14,017 13,000 1,017
県営事業に対する負担金（1/6）等
大平下線　L＝600ｍ　39,000千円×1/6＝6,500千円
杉ノ岱線　L＝600ｍ　39,000千円×1/6＝6,500千円

〃 森林資源供給基地整備事業費 18,000 0 18,000
150ha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

〃 林道補修事業費 17,425 0 17,425
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

〃 松くい虫対策事業費 16,975 8,597 8,378 伐倒駆除490㎥、薬剤散布8ha、現況調査180ha、樹幹注入

〃 林道西ノ沢小滝線開設事業費 14,300 14,300 0
平成16年度～26年度予定 Ｌ＝4,700ｍ 総事業費596,320千円
平成26年度Ｌ＝480ｍ

〃 森林整備事業費 35,551 19,850 15,701
市有林の管理（枝打・間伐・除伐　16,120千円、森林作業道開設
14,455千円　等）

　　（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

総務費 【新】北高跡地活用調査事業 3,980 0 3,980
検討会議費、活用調査事業（イベント開催等）費、交通量調査等委託
料

商工費 空き店舗流動化支援事業補助金 7,443 0 7,443
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

　　（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】第69期本因坊戦能代市開催補助金 5,000 0 5,000 第69期本因坊戦能代市開催補助金

商工費 行事観光支援費 37,664 6,182 31,482
能代観光協会補助金、二ツ井町観光協会補助金、港まつり能代の花火
補助金、おなごりフェスティバル補助金等



（単位：千円）

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

〃 大館能代空港利用促進事業費 13,977 0 13,977 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 9,909 0 9,909
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

〃 大型七夕推進事業費 7,170 5,658 1,512 大型七夕組立解体業務委託料、車両感知器可動式取替工事等

　　（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 24,800 0 24,800
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
公共施設再生可能エネルギー等導入推進事
業費

184,216 184,216 0
災害時の避難所となる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を実施
（26年度は10施設に設置）

　　（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 771,425 253,000 518,425
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 33,664 0 33,664 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 32,789 23,677 9,112 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 14,951 0 14,951 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 52,313 0 52,313
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％）
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　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

（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 防災対策費 18,678 0 18,678
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、水防倉庫設置工事、土のうステーション購入等

〃
【新】秋田県総合防災情報システム整備事
業費

3,228 3,200 28 秋田県総合防災情報システム整備負担金（平成27年度運用予定）

〃 防災行政無線施設整備事業費 173,555 173,500 55
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】地域防災計画策定事業費 9,110 0 9,110 地域防災計画策定業務委託等

〃 【新】空き家対策事業費 4,123 0 4,123 空き家等審査会委員報酬、空き家応急措置委託料等

土木費 交通安全施設費 30,759 0 30,759 区画線、道路照明灯、道路反射鏡等設置維持補修費

〃 街灯費 59,078 0 59,078 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 1,299,114 282,500 1,016,614
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整備工事、多目的搬送車、救急車の更新

〃 消防団員費 34,812 0 34,812 消防団員報酬（778人）、費用弁償等

〃 上水道消火栓更新事業費 22,246 21,200 1,046 上水道消火栓３０基の更新

〃 消防ポンプ車購入費 19,994 19,800 194 消防ポンプ車の更新１台：能代第９分団

〃 小型動力ポンプ・積載車購入費 14,326 13,700 626
積載車の更新2台:二ツ井第2分団(小繫班)､二ツ井第7分団(梅内班)
小型動力ポンプの更新4台：能代第6分団(開拓班)､能代第9分団(大森
班)､能代第12分団(外割田班､轟班)

〃 車庫兼休憩所等改築事業費 11,105 10,000 1,105
車庫新築：能代第9分団(中母体班)
消防器具置場改築：能代第8分団(四ツ屋班)､能代第12分団(豊栄班)
水道切替工事：二ツ井第6分団（きみまち班､高岩班)

〃 耐震性貯水槽整備事業費 39,352 39,336 16 耐震性貯水槽設置工事等：二ツ井（田ノ沢、下田平）



（単位：千円）

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

〃 簡易水道消火栓新設事業費 11,238 11,200 38 二ツ井・荷上場簡易水道消火栓新設工事等業務補償金

教育費 【新】耐震補強事業費 3,263 1,085 2,178
H25年度に実施した耐震診断の結果により、耐震性能が低い施設の耐
震補強計画・実施設計委託を実施（向能代公民館、二ツ井公民館、B
＆G体育館）

　　（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 18,257 1,972 16,285
交通空白地域で実施した乗合タクシー本格運行の継続、向能代・落合
地区での巡回バス試験運行の継続および本格運行への移行

〃 生活バス路線等維持費対策事業費 79,463 8,973 70,490 赤字路線バス（24系統）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 134,713 0 134,713 市道維持補修費

〃 除排雪対策費 297,396 0 297,396 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】浸水対策事業費 14,295 0 14,295 排水対策測量設計、基本設計

〃 不用管路廃止事業費 9,400 0 9,400
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
の廃止対策工事等

〃 改良事業費 73,800 0 73,800 道路・側溝改良工事等

〃 中川原地区整備事業費 205,312 195,000 10,312
測量設計業務等委託、道路改良工事Ｌ＝448.7ｍ、舗装新設工事
Ｌ＝690.7ｍ、道路用地購入、移転補償

〃 向能代地区整備事業費 60,187 57,100 3,087 測量設計業務等委託、道路用地購入、移転補償

〃 道路改良事業費（交付金） 620,870 613,814 7,056
道路改良工事（材木町東能代線、外24路線）、橋りょう工事（大台野
橋、外8橋）、除雪機械購入等
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　　（３）効果的で調和のとれた土地利活用
（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 地籍調査費 5,476 3,255 2,221 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 6,468 0 6,468
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 10,580 0 10,580

〃 簡易水道事業特別会計繰出金 75,600 0 75,600

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 31,104 18,402 12,702 浄化槽７０基分の補助

〃 農業集落排水事業特別会計繰出金 11,955 0 11,955

〃
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）
繰出金

68,212 0 68,212

〃 下水道事業会計繰出金等 627,237 0 627,237

〃 能代公園環境整備事業費 28,181 27,043 1,138 遊歩道設置工事

〃 公営住宅等長寿命化事業費 129,641 128,742 899
給湯設備等改修工事(大瀬・竹原・山根)、水洗化工事(竹原・山根)、
受水槽改修工事（芝童森）等

〃 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
（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 福祉医療費 429,995 215,736 214,259
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 15,162 0 15,162 救急医療対策費負担金

〃 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 国民健康保険特別会計繰出金 412,421 202,533 209,888
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 200,754 148,106 52,648 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 699,064 0 699,064 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 984,313 0 984,313 保険給付費分、地域支援事業費分、事務費分

〃 生活保護費 1,581,706 1,208,738 372,968
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）

〃 【新】臨時福祉給付金給付事業費 239,454 239,454 0
市民税が課税されていない者（生活保護者、市民税課税扶養親族を除
く）へ臨時福祉給付金を支給（給付額10,000円、加算措置5,000円）

　　（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 【新】庁舎整備関連事業費 24,255 0 24,255 電話交換機移設委託及び第二・第三庁舎引越委託等

〃 情報化推進費 46,252 0 46,252
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
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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

〃 住民情報システム運用事業費 74,745 0 74,745 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等

〃 滞納処分推進事業費 4,577 0 4,577 市税滞納処分等の経験者及び事務補助の雇用

〃 【新】県議会議員選挙費 4,206 4,206 0

〃 市長市議選挙費 93,700 6 93,694

〃 庁舎整備事業費 240,350 240,350 0
第二・第三庁舎解体工事、旧渟城第二小学校施設耐震改修等工事、旧
渟城第二小学校体育館・プール等解体工事等

公債費 長期債元金 2,417,113 51,456 2,365,657

〃 長期債利子 391,600 29,673 361,927


