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（基本目標 １ 輝きとぬくもりのまち）

政 策（１） コミュニティで支え合う特色ある地域づくり

基本構想でめざす姿や状態

○ ボランティアなどの活動をしやすい環境があり、情報や目標を共有できて交流や連携が進むこと。

○ 自治会や町内会などの活動が活発になり、地域の課題解決や、地域資源を活かした身近なまちづくりにつ

ながること。

○ 普段から地域で交流や協力、支え合いがあり、地域コミュニティが良好であること。

基本計画でめざす目標指標

指 標 基 準 ５年後の目標 10年後の目標 備 考

（平成24年度） （平成29年度）

自治会・町内会やボランティア 37.8％ 50.0％ 60.0％ 市民意識調査

活動など市民活動に参加するこ （H19年度）

とを心がけている市民の割合

ボランティアセンター登録者数 5,148人 6,000人 6,500人

（H19年度）

施策の体系

（１）コミュニティで支え合う特色ある地域づ ① ボランティアなどの活動がしやすい環境

くり を整える

② 地域や団体の情報を共有できる環境を整

える

③ 地域づくりの活動を活性化する

④ 地域福祉ネットワークを構築する

⑤ まちづくり活動の立ち上げを支援する

⑥ 市独自の特色あるまちづくりを展開する

実施事業実施事業実施事業実施事業のののの概要概要概要概要

① ボランティアなどの活動がしやすい環境を整える

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円重点重点重点重点 市民活動支援市民活動支援市民活動支援市民活動支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業 ふるさと雇用再生

市民 実施 実施 （実施） 臨時対策基金制度 11.9市民活動を総合的に支援するための相談窓口

見直し を活用して実施・コーディネート等を実施 （ ）

市民活動支援センボランティアボランティアボランティアボランティア養成等事業養成等事業養成等事業養成等事業

市民 実施 実施 （実施） ターと合わせて23 2.3ボランティアの登録・あっせん 相談・助言、 、

見直 見直し 年度に見直し組織化の支援等 （ ）
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② 地域や団体の情報を共有できる環境を整える

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円広聴事業広聴事業広聴事業広聴事業 継続して実施

実施 実施 実施 0.2「市長への手紙 「市民意識調査 「ランチで」 」

対話 「まちかどミーティング」等の実施」

22年度に発行回数広報発行事業広報発行事業広報発行事業広報発行事業

実施 実施 実施 に関して市民意向 20.3市広報紙「広報のしろ」の発行

見直 を調査

新システムの稼働ホームページホームページホームページホームページ運営事業運営事業運営事業運営事業

実施 実施 実施 により情報発信を －市のホームページの管理運営

（拡充） 拡充

22年度で終了し、若者魅力発見若者魅力発見若者魅力発見若者魅力発見・・・・発信事業発信事業発信事業発信事業

市民 実施 新たな取組を検討 0.2「能代キラッ人☆図鑑」ブログ等により、能

（終了）代の元気な若者と地域の魅力を紹介

③ 地域づくりの活動を活性化する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円自治会自治会自治会自治会・・・・町内会活動支援事業町内会活動支援事業町内会活動支援事業町内会活動支援事業 22年度に支援のあ

市民 支援 支援 支援 り方の見直しを検 16.6自治会・町内会の活動支援、会議の開催等

見直 見直し 討（ ）

建設があれば制度地域集会所建設費補助事業地域集会所建設費補助事業地域集会所建設費補助事業地域集会所建設費補助事業

（補助） （補助） （補助） に基づき補助を実 －地域集会所の建設 新築・改築・購入・増築（ ）

施への補助

修繕があれば制度地域集会所修繕費補助事業地域集会所修繕費補助事業地域集会所修繕費補助事業地域集会所修繕費補助事業

３件補助 （補助） （補助） に基づき補助を実 1.3地域集会所の修繕への補助

施

建設があれば制度地域集会所建設資金貸付事業地域集会所建設資金貸付事業地域集会所建設資金貸付事業地域集会所建設資金貸付事業

（貸付） （貸付） （貸付） に基づき貸付を実 －地域集会所の建設への貸付

施

22年度に地域セン地域地域地域地域センターセンターセンターセンター等管理運営事業等管理運営事業等管理運営事業等管理運営事業

管理運営 管理運営 管理運営 ター等のあり方の 14.0７箇所の地域センター及び出張所の管理運営、

見直 見直し 見直しを検討地域住民の活動拠点として各種行事の開催等 （ ）

27年度まで継続し地域協議会運営事業地域協議会運営事業地域協議会運営事業地域協議会運営事業

市民 て実施 0.1地域自治区である二ツ井地域に設置した地域 開催･運営 開催･運営 開催･運営

協議会の開催・運営

継続して実施二二二二ツツツツ井地域振興事業井地域振興事業井地域振興事業井地域振興事業

実施 実施 実施 0.5東京二ツ井会への支援等

④ 地域福祉ネットワークを構築する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円社会福祉協議会補助事業社会福祉協議会補助事業社会福祉協議会補助事業社会福祉協議会補助事業 継続して実施

市民 補助 補助 補助 20.5社会福祉協議会の公益事業の運営に対する補

助

継続して実施民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員支援事業児童委員支援事業児童委員支援事業児童委員支援事業

市民 支援 支援 支援 14.8民生委員・児童委員の活動に対する支援

団体の実情に応じ地域福祉等補助事業地域福祉等補助事業地域福祉等補助事業地域福祉等補助事業

市民 補助 補助 補助 て縮小 0.1二ツ井地域の地域福祉団体への補助
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⑤ まちづくり活動の立ち上げを支援する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円市民市民市民市民まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動支援事業活動支援事業活動支援事業活動支援事業 事業のあり方の見

市民 支援 支援 支援 直しを検討 1.6市民が主体的に取り組むイベントやまちづく

（ ）見直 見直しり活動への補助

支援のあり方の見地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり支援事業支援事業支援事業支援事業

市民 支援 支援 支援 直しを検討 2.1まちづくり協議会等への支援

見直

⑥ 市独自の特色あるまちづくりを展開する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円重点重点重点重点 バスケバスケバスケバスケのののの街街街街づくりづくりづくりづくり推進事業推進事業推進事業推進事業 22年度から新たに

市民 実施 実施 実施 bjリーグへの支援 2.2「能代カップ 「ｂｊリーグ」への支援等」

（拡充） など、取組を拡充

継続して支援能代宇宙能代宇宙能代宇宙能代宇宙イベントイベントイベントイベント支援事業支援事業支援事業支援事業

市民 支援 支援 支援 1.1能代宇宙イベント協議会が開催する「能代宇

宙イベント」への補助

継続して実施銀河連邦交流事業銀河連邦交流事業銀河連邦交流事業銀河連邦交流事業

実施 実施 実施 1.2宇宙科学研究施設が所在する６市町を連邦国

家に見立て、人的交流や経済交流を実施
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（基本目標 １ 輝きとぬくもりのまち）

政 策（２） 学び合い高め合って地域に活かす生涯学習

基本構想でめざす姿や状態

○ 学べる機会があり、学んだ知識や技能、技術が、地域や社会に活きること。

○ 体験学習などを通じて、親子や地域住民の交流が深まり、人づくりや地域づくりにつながること。

基本計画でめざす目標指標

指 標 基 準 ５年後の目標 10年後の目標 備 考

（平成24年度） （平成29年度）

知識や特技を地区活動や行事で 19.0％ 25.0％ 30.0％ 市民意識調査

発揮することを心がけている市 （H19年度）

民の割合

自主学習グループ数（公民館登 257団体 285団体 310団体

録） （H19年度）

自主学習グループ会員数（公民 4,249人 4,500人 4,600人

館登録） （H19年度）

生涯学習指導者、ボランティア 27組 40組 50組

登録者数 （H19年度）

施策の体系

（２）学び合い高め合って地域に活かす生涯学 ① 地域の活動につながる学習を展開する

習 ② 効率的で効果的な社会教育施設にする

③ 青少年の健全な成長を支える

実施事業実施事業実施事業実施事業のののの概要概要概要概要

① 地域の活動につながる学習を展開する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円生涯学習推進事業生涯学習推進事業生涯学習推進事業生涯学習推進事業 継続して実施

市民 実施 実施 実施 1.1生涯学習推進のための生涯学習ボランティア

及びボランティアコーディネーターの育成等

公民館分館の統合公民館等活動事業公民館等活動事業公民館等活動事業公民館等活動事業

市民 実施 実施 実施 ・再編等と一体で 3.9家庭・少年・青年・成人・高齢者教育のため

見直 見直しを検討の講座開催、協力員・分館運営委員の活動等

継続して実施図書館図書等整備図書館図書等整備図書館図書等整備図書館図書等整備・・・・活動事業活動事業活動事業活動事業

市民 実施 実施 実施 8.9図書及び資料の収集・整理・保存・提供、図

書館ボランティアの活動支援等

継続して実施図書情報拠点化事業図書情報拠点化事業図書情報拠点化事業図書情報拠点化事業

実施 実施 実施 －資料及び情報の提供、学校図書館等関係機関

との連携

継続して実施子子子子どもどもどもども館活動事業館活動事業館活動事業館活動事業

市民 実施 実施 実施 2.6プラネタリウム投影、科学実験等講座の開催

団体の自立に向け社会教育関係団体支援事業社会教育関係団体支援事業社会教育関係団体支援事業社会教育関係団体支援事業

市民 支援 支援 支援 て縮小 0.3連合婦人会等の活動費への助成

見直
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② 効率的で効果的な社会教育施設にする

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円公民館管理事業公民館管理事業公民館管理事業公民館管理事業 公民館分館の統合

管理 管理 管理 ・再編等を段階的 45.8中央公民館、地区公民館及び分館の管理

見直 に実施

中央公民館と一体勤労青少年勤労青少年勤労青少年勤労青少年ホームホームホームホーム管理事業管理事業管理事業管理事業

管理 管理 管理 的に管理 6.7勤労青少年ホームの管理

中央公民館と一体働働働働くくくく婦人婦人婦人婦人のののの家管理事業家管理事業家管理事業家管理事業

管理 管理 管理 的に管理 7.2働く婦人の家の管理

二ツ井地域の図書図書館管理事業図書館管理事業図書館管理事業図書館管理事業

管理 管理 管理 館機能を検討 9.3図書館の管理

見直

子ども館のあり方子子子子どもどもどもども館管理事業館管理事業館管理事業館管理事業

管理 管理 管理 の見直しを検討 7.8子ども館の管理

見直

立地条件等から施サンサンサンサン・・・・ウッドウッドウッドウッド管理事業管理事業管理事業管理事業

管理 管理 管理 設のあり方の見直 10.7生涯学習施設サン・ウッド能代の管理

見直 しを検討

22年度から指定管杉杉杉杉ホールホールホールホールひびきひびきひびきひびき管理事業管理事業管理事業管理事業

管理 管理 管理 理者による管理 1.1仁鮒地区の生涯学習の拠点である杉ホールひ

びきの管理見直

③ 青少年の健全な成長を支える

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円青少年健全育成事業青少年健全育成事業青少年健全育成事業青少年健全育成事業 継続して実施

市民 実施 実施 実施 0.8青少年健全育成のための活動への支援、子ど

もまつり事業への補助等

継続して実施家庭教育支援事業家庭教育支援事業家庭教育支援事業家庭教育支援事業

市民 実施 実施 実施 0.2乳幼児から思春期までの子どもを持つ保護者

等を対象にした家庭教育関係講座の開催等

継続して実施成人式運営事業成人式運営事業成人式運営事業成人式運営事業

実施 実施 実施 0.6実行委員会を組織して成人式を運営
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（基本目標 １ 輝きとぬくもりのまち）

政 策（３） 地域で育み社会で支える子育て・子ども支援

基本構想でめざす姿や状態

○ 安心して子育てができ、子育てに喜びを感じられること。

○ 地域や社会で子どもを守り育てる意識が浸透し、子育てを支え合えること。

○ 地域住民と子どもの交流があり、子どもが心身ともに元気で健やかに成長すること。

基本計画でめざす目標指標

指 標 基 準 ５年後の目標 10年後の目標 備 考

（平成24年度） （平成29年度）

子育てを地域で支えあう雰囲気 25.5％ 30.0％ 35.0％ 市民意識調査

があると思う市民の割合 （H19年度）

ファミリーサポートセンター会 12人 100人 150人

員登録数 （H19年度）

ファミリーサポート事業利用件 1件 50件 75件

数 （H19年度）

施策の体系

（３）地域で育み社会で支える子育て・子ども ① 子育てを地域で支援する仕組みをつくる

支援 ② 子育てしやすい環境を整える

③ 子どもの居場所づくりを進める

④ 子どもを守る体制を整える

⑤ ひとり親家庭の自立を支援する

実施事業実施事業実施事業実施事業のののの概要概要概要概要

① 子育てを地域で支援する仕組みをつくる

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター事業事業事業事業 継続して実施

市民 実施 実施 実施 2.5子育ての援助を受けたい人と行いたい人を会

員とした組織での助け合い

22年度から新たな重点重点重点重点 地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ子育子育子育子育てててて応援事業応援事業応援事業応援事業

市民 実施 実施 実施 取組を実施し、24 2.3すくすくまごころパス事業、新生児にオリジ

（拡充） （検証） 年度に成果を検証ナル絵本贈呈の「(仮称)めんchoco誕生事業」

継続して実施保育所地域活動事業保育所地域活動事業保育所地域活動事業保育所地域活動事業

実施 実施 実施 0.2市営保育所で行う地域住民との交流のための

行事等
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② 子育てしやすい環境を整える

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業 継続して実施

実施 実施 実施 5.2子育てに関する相談指導・情報提供、子育て

サークル育成・支援等

継続して実施つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場・・・・一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり事業事業事業事業

実施 実施 実施 5.0親子の集いの場の提供、子育てに関する相談

等及び就学前児童の一時預かり

継続して実施法人保育所運営費負担事業法人保育所運営費負担事業法人保育所運営費負担事業法人保育所運営費負担事業

実施 実施 実施 709.0法人保育所の運営に対する負担

継続して実施法人保育所特別保育補助事業法人保育所特別保育補助事業法人保育所特別保育補助事業法人保育所特別保育補助事業

補助 補助 補助 64.5法人保育所の延長保育、障害児保育、地域活

動、一時保育、病児・病後児保育等への補助

補助 22年度に実施保育所施設整備費補助事業保育所施設整備費補助事業保育所施設整備費補助事業保育所施設整備費補助事業

７施設 329.7法人保育所の施設整備に対する補助

（（（（新規新規新規新規））））

貸付 22年度に実施保育所施設整備資金貸付事業保育所施設整備資金貸付事業保育所施設整備資金貸付事業保育所施設整備資金貸付事業

２施設 27.0法人保育所の施設整備に対する貸付

（（（（新規新規新規新規））））

引き続き民間移管市営保育所運営事業市営保育所運営事業市営保育所運営事業市営保育所運営事業

運営 運営 運営 ・統廃合等を検討 145.0市営認可保育所及び市営へき地保育所の運営

見直

継続して実施延長保育延長保育延長保育延長保育・・・・一時保育事業一時保育事業一時保育事業一時保育事業

実施 実施 実施 25.9市営保育所における延長保育及び一時保育の

実施

継続して実施病児病児病児病児・・・・病後児保育事業病後児保育事業病後児保育事業病後児保育事業

実施 実施 実施 5.0病気で保育所等に行けない児童の医療機関で

の一時預かり

継続して実施すくすくすくすくすくすくすくすく子育子育子育子育てててて幼稚園保育料支援事業幼稚園保育料支援事業幼稚園保育料支援事業幼稚園保育料支援事業

支援 支援 支援 16.7幼稚園児の保護者への保育料支援

継続して実施私立幼稚園補助事業私立幼稚園補助事業私立幼稚園補助事業私立幼稚園補助事業

補助 補助 補助 1.5私立幼稚園の世代間交流、異年齢児交流、育

児講座等事業への補助

③ 子どもの居場所づくりを進める

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円放課後児童会運営事業放課後児童会運営事業放課後児童会運営事業放課後児童会運営事業 能代地域と二ツ井

運営 運営 運営 地域の制度の調整 29.5放課後児童の活動の場として９施設の放課後

見直 を検討児童会を運営

継続して実施二二二二ツツツツ井児童館運営事業井児童館運営事業井児童館運営事業井児童館運営事業

運営 運営 運営 2.9児童の活動の場として二ツ井児童館を運営

継続して実施放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども教室推進事業教室推進事業教室推進事業教室推進事業

市民 実施 実施 実施 6.0放課後・週末等の子どもの居場所づくりとし

て、放課後子ども教室や週末活動等を実施



- 10 -

④ 子どもを守る体制を整える

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円家庭児童相談員設置事業家庭児童相談員設置事業家庭児童相談員設置事業家庭児童相談員設置事業 継続して実施

実施 実施 実施 3.1家庭児童福祉に関する相談業務等を行う家庭

児童相談員を設置

継続して運営要保護児童対策地域協議会運営事業要保護児童対策地域協議会運営事業要保護児童対策地域協議会運営事業要保護児童対策地域協議会運営事業

市民 運営 運営 運営 －地域住民や関係機関と連携して要保護児童を

支援するための協議会を運営

⑤ ひとり親家庭の自立を支援する

事業費事業 実施予定年度 事業の方向等 H22事 業 名事 業 名事 業 名事 業 名

（ ）区分 事業内容 H22 H23 H24 当初予算

百万円ひとりひとりひとりひとり親家庭児童保育援助事業親家庭児童保育援助事業親家庭児童保育援助事業親家庭児童保育援助事業 継続して実施

実施 実施 実施 6.2幼稚園等の保育料等を援助

継続して実施母子自立支援員設置事業母子自立支援員設置事業母子自立支援員設置事業母子自立支援員設置事業

実施 実施 実施 1.5母子家庭等の相談業務等を行う母子自立支援

員を設置

継続して実施母子生活支援施設運営事業母子生活支援施設運営事業母子生活支援施設運営事業母子生活支援施設運営事業

運営 運営 運営 6.3母子家庭等の保護と自立支援のため母子生活

支援施設を運営

建替する市営住吉母子生活支援施設改築事業母子生活支援施設改築事業母子生活支援施設改築事業母子生活支援施設改築事業

基本設計 実施設計 建設工事 町住宅に併設 7.9老朽化が進む母子生活支援施設を改築
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