
                  　　                  　　                  　　                  　　

平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度　　　　当初予算歳出概要当初予算歳出概要当初予算歳出概要当初予算歳出概要



 

※【新】新規事業
　【戦】能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲載している新規・拡大・先行型事業



“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 【戦】シティセールス推進費 8,492 0 8,492
【新】ウェブコンテンツ情報発信業務委託（ホームページ改修、ＳＮ
Ｓ等情報発信、ＡＲマーカーチラシ）、アドバイザー報償費等

〃 【戦】バスケの街づくり推進事業費 11,948 0 11,948
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

〃 【戦】地域おこし協力隊事業費 12,028 30 11,998 地域おこし協力隊員報酬、活動費

〃 宇宙のまちづくり推進事業費 5,930 0 5,930
のしろ銀河フェスティバル事業費補助金、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

〃 行政協力員及び自治会費 14,970 100 14,870 能代地域行政協力員報酬、自治会報償費等

〃 【戦】地域集会所修繕費補助金等 6,290 0 6,290 地域集会所修繕費補助金、自治会館等修繕用原材料費

〃 町内会活動支援事業費 2,478 45 2,433 二ツ井地域町内会長報酬、町内会活動費等

〃 道の駅ふたつい整備事業費 147,522 60,900 86,622
道の駅ふたつい整備事業建築・造成実施設計等業務委託料、管理運営
計画策定業務委託料、用地購入費等

〃 恋文商店街推進事業費 11,071 11,071 0 恋文すぽっときみまち運営業務委託、シリーズ恋文公演委託料等

　　（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 施設管理費（図書館） 56,192 0 56,192 能代市立図書館指定管理料等

〃 【新】子ども館空調設備改修事業費 72,537 72,500 37 子ども館空調設備改修工事
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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

総務費 【新・戦】出会い創出支援事業費 1,000 0 1,000
独身男女の出会いの場を創出する事業を行う団体や個人に対して補助
（平成26年度地方創生先行型事業）

民生費 【戦】法人保育所等特別保育事業費補助金 80,199 47,128 33,071
延長保育事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、障害児保育
事業への補助

〃 すこやか子育て支援事業費 25,154 21,995 3,159 認定こども園の保育料の補助

〃 病児・病後児保育事業費 15,588 10,392 5,196
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 19,840 19,827 13 【新】愛慈幼稚園の改修工事に対する補助

〃 めんchoco誕生事業費 1,296 0 1,296 オリジナル絵本・木製品等のプレゼント、父子健康手帳の交付

〃
【新・戦】あきた結婚支援センター入会登
録料支援事業費

300 0 300
あきた結婚支援センター入会登録料を全額助成（入会登録料10,000
円：3年間有効）（平成26年度地方創生先行型事業）

〃 児童手当費 630,520 533,079 97,441

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 301,143 100,380 200,763 母子家庭・父子家庭等の児童を養育する者に支給

〃
【戦】子ども・子育て支援事業費（施設型
給付費・委託費）

1,062,455 699,475 362,980
子ども・子育て支援新制度に基づく保育所、認定こども園等の児童に
係る保育費用の支給

〃 認可保育所運営費 186,245 51,546 134,699
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

〃 【戦】放課後児童会費 83,724 36,084 47,640 放課後児童会８施設(能代地域７、二ツ井地域１)の運営費

衛生費 【戦】不妊治療費助成事業費 2,800 0 2,800 不妊治療を受ける夫婦に対する治療費の助成



　　（４）次代を担う子どもの成長を支える学校教育
（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】教育バス等購入費 7,976 0 7,976 教育バス３号車の更新

〃 奨学金貸付事業費 17,287 17,208 79
高校生15人（うち新規貸付10人）、大学生等26人（うち新規貸付13
人）計41人

〃
ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事
業費

38,642 38,640 2
大学生等72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 41,988 206 41,782 特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支援員を35人配置

〃 【新】グラウンド芝生化事業費（小学校） 4,130 3,900 230 渟城南小学校グラウンド芝生化実施設計業務委託料

〃
要保護及び準要保護児童生徒援助費（小学
校）

32,325 144 32,181
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

〃 振興費（小学校） 42,974 150 42,824
教育振興費、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

〃 グラウンド芝生化事業費（中学校） 49,854 46,200 3,654 能代第二中学校グラウンド芝生化工事等

〃
要保護及び準要保護児童生徒援助費（中学
校）

36,905 517 36,388
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

〃 振興費（中学校） 53,624 80 53,544
教育振興費、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、教師用指導書購入費

〃
【新】理科教育等設備整備事業費（中学
校）

1,400 700 700 教科書改訂に伴う教材備品の追加整備（平成27年度6月補正）

〃 学校給食管理費 176,593 13 176,580 学校給食調理業務等委託料、調理場施設設備修繕料等
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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 79,029 35,502 43,527 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 88,420 10,590 77,830
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 29,757 550 29,207
妊婦健康診査委託等、一般健診16回、子宮頸がん等検診1回、歯科健
診1回、【新】多胎妊娠用健診6回

〃 健康チャレンジポイント事業費 3,376 0 3,376
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

〃 【新・戦】めんchoco親子応援事業費 1,560 0 1,560
産後１か月健康診査、母乳育児相談
（平成26年度地方創生先行型事業）

〃 【戦】予防接種費 98,788 0 98,788
二種混合、四種混合、麻しん・風しん、高齢者及び中学生までのイン
フルエンザ、日本脳炎、ＢＣＧ、小児用・高齢者用肺炎球菌、ヒブ
等、【新】インフルエンザの対象を高校生・妊婦に拡大

　　（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 軽度生活援助事業費 10,564 10,500 64
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 15,932 0 15,932
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

〃 全国健康福祉祭開催準備費 9,220 0 9,220
【新】（仮称）ねんりんピック秋田2017能代市実行委員会補助金、旅
費等

〃 【新】高齢者雪下ろし費用助成事業費 1,500 0 1,500
住居の屋根の雪下ろしに要した費用の1/2を助成（対象世帯は65歳以
上の高齢者のみで構成される非課税世帯等。年１回/世帯）

〃 養護老人ホーム運営費 131,161 33,185 97,976 養護老人ホーム松籟荘の指定管理料等

〃 高齢者ふれあい交流施設管理費 17,918 5,952 11,966 高齢者ふれあい交流施設の管理運営費



　　（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 1,057,149 792,861 264,288 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 34,008 25,499 8,509
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 26,963 20,222 6,741 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 81,315 60,985 20,330 障がい者の医療費の自己負担額を軽減

〃 障害者補装具費 13,762 10,394 3,368 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 33,547 25,159 8,388 放課後等デイサービス、児童発達支援等

〃 在宅障害者支援施設運営費 33,942 10,524 23,418 在宅障害者支援施設とらいあんぐるの指定管理料等

　　（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

総務費 市史編さん事業費 10,221 236 9,985 能代市史通史編近世の編集等

教育費 檜山安東氏城館跡保存管理事業費 8,158 2,510 5,648 環境整備計画策定、【新】城館跡発掘調査、支障木伐採等

〃 文化会館設備改修事業費 40,149 40,100 49 文化会館受水槽取替工事、自動火災報知設備更新工事等
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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 121,932 0 121,932 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 体育振興費 15,240 14 15,226
各種スポーツ振興事業に係る大会等への支援、チャレンジデー開催費
補助、【新】能代球場リニューアルオープン記念試合事業費補助金、
心のプロジェクト「夢の教室」事業委託等

〃 バスケの街づくり事業費 7,520 0 7,520
バスケの街推進事業に係る大会への支援、普及事業委託、屋外バス
ケットリング改修工事

〃 管理運営費（体育施設） 188,623 0 188,623
総合体育館等スポーツ施設指定管理料、各施設修繕、備品購入、草刈
業務委託、グラウンド整備委託、二ツ井町総合体育館簡易水道切替工
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 486 0 486
６周年事業の開催、国立女性教育センターへの研修旅費、啓発看板設
置

〃 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

　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 2,169 0 2,169 能代港の利活用を促進、ポートセールス、情報収集

〃 港湾利活用地域振興基金事業費 3,153 3,153 0
港湾利活用地域振興基金を活用したシンポジムの開催、リサイクル
ポートの利用促進



　　（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

労働費 【新・戦】就業資格取得支援事業費 2,097 0 2,097
求職者及び高校生に対し、就業機会の拡大に資する資格の取得に対す
る助成（平成26年度地方創生先行型事業）

商工費 【戦】企業開発費 25,339 0 25,339
企業誘致専門員の賃金・活動費、のしろの魅力体感塾事業費、企業へ
の雇用奨励金、【新】工場等省エネルギー設備導入事業費補助金、
【新】工場等改修事業費補助金

〃 【戦】中小企業融資あっせん等事業費 418,539 380,000 38,539
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・戦】起業・新商品開発等支援事業費 7,630 0 7,630
市内で起業、新商品の開発、新規分野への参入及び販路を開拓しよう
とする事業者への補助金等（平成26年度地方創生先行型事業）

〃 【新・戦】創業等サポート事業費 3,329 0 3,329
専門の相談員による相談窓口の開設及び創業塾の開催、創業資金保証
料・利子補給金等（平成26年度地方創生先行型事業）

　　（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・戦】農産物直売所等活性化事業費 1,250 0 1,250 直売所等アドバイザー業務委託料等

〃 農業夢プラン事業費補助金 80,795 46,365 34,430
複合経営に取り組む認定農業者等（法人含む）の農業機械･施設導入
費に対する助成（県1/3、市1/4）

〃 経営所得安定対策推進事業費補助金 15,382 15,382 0 能代市農業再生協議会に対する運営費補助金

〃 機構集積協力金事業費 21,370 21,370 0
農地中間管理機構に対し、まとまった農地を貸し付けた地域や、担い
手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手に対しての協力金

〃 青年就農給付金事業費 27,000 27,000 0 就農初期段階の青年就農者に対する給付金の支給

〃 園芸メガ団地育成事業費 9,272 9,183 89 園芸メガ団地の機械等導入費の助成
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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

農林水
産業費

【戦】６次産業化推進事業費 11,124 0 11,124

直売所、農家レストラン等の新規開業及び事業拡大に対する補助
（1/2　上限500万円）、【新】市内に本拠地を置く企業の地域農産物
活用加工食品製造や新商品開発、販売への新規参入に対する補助
（1/2　上限500万円）等

〃
【新・戦】地元で働こう新規就農支援モデ
ル事業費

3,582 0 3,582
新卒者等を雇用した農業生産法人等に対する助成、新規就農者に対す
る研修旅費、家賃助成等（平成26年度地方創生先行型事業）

〃 畑作拡大総合支援事業費補助金 43,787 0 43,787 畑作機械施設等導入、戦略作物生産拡大、地力強化対策に対する助成

〃
【新・戦】農業経営力向上支援事業費補助
金

1,200 1,200 0 農業経営の法人化に対する定額補助（１組合４０万円）

〃 【新・戦】新規作物共同研究事業費 1,255 0 1,255
新規作物キイチゴの普及と高品質トマト栽培普及に向けた秋田県立大
学と栽培等の共同研究（平成26年度地方創生先行型事業）

〃 多面的機能支払交付金事業費 240,882 181,312 59,570
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 123,085 122,600 485
県営ほ場整備事業費負担金（轟、下田平、荷上場、東雲原、小掛・鬼
神）、県営土地改良事業調査計画費補助金（河戸川・浅内）等

〃 【新】農地耕作条件改善事業費補助金 5,120 5,120 0
畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水整備など耕作条件の改善に対す
る助成（平成27年度9月補正）

〃
【新】基幹水利施設ストックマネジメント
事業費負担金

6,560 6,500 60
農業水利施設の定期的な機能診断に基づく機能保全計画の策定と、対
策工事等に対する負担金

　　（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 37,192 27,645 9,547 伐倒駆除2,464㎥、薬剤散布1ha、現況調査150ha等

〃 森林整備事業費 24,668 12,893 11,775
市有林の管理（枝打・間伐・除伐・植栽　18,045千円、森林作業道開
設　1,760千円　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

農林水
産業費

林業専用道整備事業費 17,522 16,000 1,522

県営事業に対する負担金（1/6）等
日暮沢線　設計測量　  6,600千円×1/6＝1,100千円
杉ノ岱線　L＝1,615ｍ 59,400千円×1/6＝9,900千円
西ノ沢船内沢北線　L＝300ｍ 25,800千円×1/6＝4,300千円
西ノ沢船内沢南線　設計測量　4,200千円×1/6＝700千円

〃 林道補修事業費 19,085 0 19,085 路肩の決壊箇所、横断側溝の補修工事費等

〃 民有林整備促進事業費 29,044 0 29,044
森林経営計画を策定した森林の下刈から間伐までの造林保育事業に対
する補助

〃
【新・戦】地域森林資源活用モデル支援事
業費

3,070 0 3,070
地域の森林整備につながるモデル的活動を行う団体等に対する支援
（貸出のための林業用運搬車購入）

商工費 技術開発センター・木の学校管理運営費 36,641 237 36,404 技術開発センター・木の学校の指定管理料等

　　（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

商工費 【戦】空き店舗流動化支援事業補助金 9,825 0 9,825
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

〃 市民プラザ事業費 9,964 9,900 64 市民プラザ事業運営業務委託料

　　（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・戦】地域資源活用可能性調査事業費 4,698 0 4,698 地域資源活用可能性調査支援委託料

〃 本因坊戦誘致事業費 5,500 0 5,500 第71期本因坊戦第３局開催運営費補助金
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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

商工費 【戦】行事観光支援費 50,482 6,639 43,843
港まつり能代の花火会場設営費補助金、こども七夕補助金、おなごり
フェスティバル補助金、能代観光協会補助金、二ツ井町観光協会補助
金

〃 大館能代空港利用促進事業費 18,081 0 18,081 大館能代空港利用促進助成金（片道3千円）等

〃 【戦】滞在型観光推進事業費 11,611 0 11,611
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
合宿等補助金等

〃 大型七夕推進事業費 15,160 15,160 0
愛季組立解体等業務委託料、嘉六組立解体費等補助金、観光対応設備
費補助金、倉庫借上料等

〃 旧料亭金勇管理費 20,052 0 20,052 旧料亭金勇指定管理料等

土木費 きみまち阪公園等管理費 16,919 122 16,797 きみまち阪公園等の維持管理

　　（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 31,200 0 31,200
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
【戦】再生可能エネルギー等導入促進事業
費

2,988 0 2,988
再生可能エネルギー勉強会開催、研修会参加・先進地視察旅費、水素
エネルギー研究等

　　（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 779,434 186,600 592,834
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

〃 清掃費 188,099 91,659 96,440 一般廃棄物収集運搬委託等



（単位：千円）

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

衛生費 指定ごみ袋等管理費 36,160 0 36,160 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 36,902 30,698 6,204 運転管理委託料、水質分析手数料、埋立地重機借上料、覆土工事等

〃 リサイクルセンター管理費 22,414 24 22,390 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 53,309 0 53,309
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 17,781 0 17,781 備蓄品の補充、土のうステーション設置委託料等

〃 地域防災計画費 19,251 0 19,251
【新】ハザードマップ作成等委託料、【新】津波避難計画策定業務委
託料、防災会議開催

〃 空き家対策事業費 5,493 0 5,493
空き家等審査会委員報酬、空き家対策事務補助賃金、空き家応急措置
委託料等

〃 【戦】地域防災力向上事業費 4,000 0 4,000 【新】防災士養成講座開催委託料、自主防災組織活動費補助金等

〃 【新】防災関係機器移設事業費 22,262 0 22,262
秋田県総合防災情報システム移設委託料、防災行政無線設備移設委託
料等

土木費 交通安全施設費 29,814 0 29,814 区画線、道路照明灯、道路反射鏡等設置維持補修費

〃 街灯費 60,899 0 60,899 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 1,110,122 54,600 1,055,522
消防本部費、署費、消防施設費負担金、公債費負担金、救急車、消防
ポンプ自動車の更新
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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

消防費 消防団員費 42,141 0 42,141 消防団員報酬、出場に係る費用弁償、救命胴衣・ヘルメットの配備等

〃 【新】上水道消火栓新設事業費 5,244 5,000 244 上水道拡張に伴う消火栓新設５基(天内地区）

〃 上水道消火栓更新事業費 18,529 17,600 929 上水道消火栓更新１５基

〃 【新】消防ポンプ車購入費 20,010 19,900 110 ポンプ車更新１台：能代第11分団（浅内）

〃 小型動力ポンプ・積載車購入費 14,656 14,100 556
積載車更新２台：二ツ井第５分団（切石）二ツ井第６分団（高岩）
小型動力ポンプ更新４台：能代第８分団（樋口）能代第９分団（田床
内）能代第15分団（荷八田）能代第15分団（丑首頭）

〃 車庫兼休憩所等改築事業費 37,633 35,800 1,833
車庫改築：二ツ井第１分団（本町薄井・高丘）
消防器具置場改築：能代第12分団（久喜沢）能代第15分団（丑首頭）

〃 耐震性貯水槽整備事業費 59,682 59,679 3
耐震性貯水槽設置工事：浜浅内遊園地、落合５号街区公園、小繋
設置工事設計業務委託：市民体育館前

〃 簡易水道消火栓新設事業費 18,062 18,000 62 二ツ井・荷上場簡易水道消火栓新設工事等業務補償金

　　（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 22,916 4,949 17,967 巡回バス及び乗合タクシーの運行委託

〃 生活バス路線等維持費対策事業費 77,667 8,484 69,183 赤字路線バス（24路線）に対する補助金

土木費 道路維持費 158,058 0 158,058 市道維持補修費



（単位：千円）

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

土木費 除排雪対策費 325,626 0 325,626 除排雪委託、除雪車運転業務賃金、防雪柵設置・撤去工事等

〃 浸水対策事業費 56,537 0 56,537 排水対策工事、管渠調査業務委託、実施設計委託等

〃 改良事業費 103,606 41,700 61,906 道路・側溝改良工事等

〃 中川原地区整備事業費 68,201 64,700 3,501 道路改良工事Ｌ＝351.1ｍ、舗装新設工事Ｌ＝351.1ｍ

〃 道路改良事業費（交付金） 663,010 658,095 4,915
道路改良工事（材木町東能代線、外18路線）、橋りょう工事（大台野
橋、外4橋）、道路用地購入等

〃 【新】都市計画道路見直し事業費 12,050 4,000 8,050 能代市総合都市交通体系調査業務委託料等

　　（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 【新・戦】移住定住環境整備事業費 6,604 0 6,604
移住者を対象にした空き家改修補助、移住体験ツアー等、移住定住促
進に向けた事業の実施（平成26年度地方創生先行型事業）

〃 地籍調査費 7,264 5,250 2,014 二ツ井地域の地籍調査

商工費 中心市街地活性化推進事業費 9,254 0 9,254
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 10,343 0 10,343 水道事業会計に対する一般会計からの繰出金
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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

土木費 簡易水道事業特別会計繰出金 71,773 0 71,773 簡易水道事業特別会計に対する一般会計からの繰出金

〃 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 29,495 15,562 13,933 浄化槽６０基分の補助

〃 農業集落排水事業特別会計繰出金 11,670 0 11,670 農業集落排水事業特別会計に対する一般会計からの繰出金

〃
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）
繰出金

62,348 0 62,348 浄化槽整備事業特別会計に対する一般会計からの繰出金

〃 下水道事業会計繰出金等 645,096 0 645,096 下水道事業会計に対する一般会計からの繰出金、出資金

〃 公園維持管理費 101,568 36,741 64,827
能代公園詰所解体工事、高齢者用健康遊具設置工事、遊具等設置工
事、赤沼公園多目的広場改修実施設計業務委託等

〃 公営住宅等長寿命化事業費 345,102 345,102 0
外壁・屋根改修工事（大瀬B5、向ヶ丘M1,M2、大瀬・山根集会所）、
給湯設備等改修工事(大瀬B4,B5、向ヶ丘M1,M2・M3,M4、竹原41～
48)、水洗化工事（山根・竹原）

〃 【戦】住宅リフォーム支援事業費 80,038 0 80,038
住宅投資及び定住促進を図るとともに、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

〃 能代河畔公園整備事業費（補助） 215,259 215,259 0
公園用地購入、建物等移転補償、能代河畔公園公園施設整備実施計画
業務委託料等

　　（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 【戦】福祉医療費 454,951 227,010 227,941

乳幼児、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
【新】子どもの福祉医療費助成の対象を中学生まで拡大し、所得制限
を撤廃

衛生費 能代山本広域市町村圏組合負担金 15,033 0 15,033 救急医療対策費負担金

〃 能代厚生医療センター運営費補助金 51,920 0 51,920 能代厚生医療センター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
（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 臨時福祉給付金給付事業費 394,404 394,404 0

【新】年金生活者等支援臨時福祉給付金（低所得の高齢者向け：30,000円）
平成28年度臨時福祉給付金（H28.10～29.3分：3,000円）
【新】年金生活者等支援臨時福祉給付金（低所得の障害・遺族基礎年金受
給者向け：30,000円）

〃 国民健康保険特別会計繰出金 535,176 285,346 249,830
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
分等の繰出金

〃 後期高齢者医療特別会計繰出金 216,743 160,123 56,620 保険基盤安定分、事務費分の繰出金

〃 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 747,376 0 747,376 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 998,787 11,751 987,036 保険給付費分、地域支援事業費分、低所得者保険料軽減分、事務費分

〃 生活保護費 1,644,690 1,257,707 386,983
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）

　　（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 19,381 0 19,381 消耗品費、引越業務等委託料、除雪機等備品購入費等

〃
固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理
計画策定事業費

45,498 0 45,498 固定資産台帳整備及び公共施設等総合管理計画策定業務委託料

〃 【戦】ふるさと納税推進費 21,569 0 21,569 ふるさと納税の利用拡大に向けた情報発信、特産品の贈呈等

〃 社会保障・税番号制度システム整備事業費 36,772 5,541 31,231 社会保障・税番号制度導入に伴うネットワークセキュリティ整備等
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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

総務費
【新】固定資産（土地・家屋）データシス
テム構築事業費

14,738 0 14,738 地籍図及び公図デジタル化業務委託料等

〃 【新】申告支援システム更新事業費 6,836 0 6,836 申告支援システム更新委託料等

〃 【新】個人番号カード等交付事業費 6,977 5,298 1,679
地方公共団体情報システム機構交付金、裏書印字システムリース料等
（平成27年度9月補正）

〃 【新】参議院議員選挙費 35,833 30,586 5,247
任期満了に伴う参議院議員通常選挙に係る経費（28年7月25日任期満
了）

〃 【新】知事選挙費 7,681 7,681 0 任期満了に伴う秋田県知事選挙に係る経費（29年4月19日任期満了）

〃 庁舎整備事業費 1,855,233 1,855,233 0
新庁舎建設工事、外構工事、什器類購入費、新庁舎ネットワーク整備
委託料、電話交換設備設置委託料等

公債費 長期債元金 2,530,050 110,495 2,419,555

〃 長期債利子 309,242 33,428 275,814


