
能代市総合計画の概要について

～能代市総合計画でめざすもの～

総合計画とは

• 地方自治体の最上位計画

• 基本構想（10年）、基本計画（5年）、実施計
画（3年）で構成

• 合併後の能代市がめざすまちづくりの方
向性とその実現に向けた考え方や取組な
どを示す計画
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策定の経緯

• 平成18年3月の合併から2年かけて、多く

の市民参画のもとに策定

• 社会経済情勢の変化や地域を取り巻く現
状と課題、市民ニーズなどを踏まえて策定

• 平成19年12月に基本構想を議決、平成20
年3月に基本計画・実施計画を決定
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市民参画（１）
（平成18年度～）

• 市民の皆さんとランチで対話（平成18年5月～）

• 提言の募集（平成18年8月～）

• 市民アンケート、自治会・町内会アンケート、事
業所アンケート、中学生アンケート（平成18年8月

～）

• 能代っ子中学生ふるさと会議（平成18年11月）

• 市民ワークショップ（平成18年11月～）

• 児童の図画募集（平成19年3月～）
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市民参画（２）
（平成19年度）

• 能代市総合計画市民協働会議（平成19年7月～）

• 総合計画１次素案に関するパブリックコメントの
募集（平成19年7月）

• まちかどミーティング（平成19年8月～）

• 総合計画の指標を組み入れた市民意識調査（平
成19年9月～）

• 地域協議会（平成19年11月）

• 総合計画２次素案に関するパブリックコメントの
募集（平成19年11月）
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総合計画市民協働会議

• 参加者：委員49人（市民、大学生）、市職員
13人（部長等）

• 開催回数：全体会10回、3分科会各9回、運
営グループ会議12回

• 開催期間：平成19年7月～11月

• 提言事項：基本構想に関する提言、政策
別重点部分、めざす目標指標、効果を高
めるための取組・実現したい取組
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能代市総合計画の概要について

地域を取り巻く現状と課題（１）
（人口の推移と推計）

• 人口総数は、今後も減少が予想され、人
口構成は、子どもの数の減少や、高齢者
数の増加が見込まれる

• このままでは65歳未満の人口が大きく減

少し、地域の行事や冠婚葬祭などが困難
になることや、働き手の不足による地域産
業の衰退なども心配される
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人口の推移と推計
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推計人口
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地域を取り巻く現状と課題（２）
（財政見通し）

• 市町村合併による経費の削減、職員数の
退職者補充抑制などによる削減を進めて
もなお、本市の財政状況は厳しい

• 歳入では、市税や地方交付税の減少が見
込まれる一方、歳出では、社会保障経費
の増加が見込まれ、平成23年度以降は財

源不足も予想される状況
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財政見通し（１）
（歳入・一般財源）

6,7456,7456,7456,745 6,5216,5216,5216,521 6,4806,4806,4806,480 6,4456,4456,4456,445 6,2896,2896,2896,289
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853853853853 152152152152322322322322379379379379466466466466
21021021021018918918918900000000 0000

0000

2,0002,0002,0002,000

4,0004,0004,0004,000

6,0006,0006,0006,000

8,0008,0008,0008,000

10,00010,00010,00010,000

12,00012,00012,00012,000

14,00014,00014,00014,000

16,00016,00016,00016,000

18,00018,00018,00018,000

20,00020,00020,00020,000

H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24

財源不足分財源不足分財源不足分財源不足分
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財政見通し（２）
（歳出・一般財源）
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財政見通し（３）
（歳出・構成比）

26.1%26.1%26.1%26.1% 26.4%26.4%26.4%26.4% 25.4%25.4%25.4%25.4%

17.1%17.1%17.1%17.1% 17.3%17.3%17.3%17.3% 18.2%18.2%18.2%18.2%

7.9%7.9%7.9%7.9% 8.4%8.4%8.4%8.4% 8.7%8.7%8.7%8.7%
11.0%11.0%11.0%11.0%

20.3%20.3%20.3%20.3% 20.7%20.7%20.7%20.7% 20.3%20.3%20.3%20.3%

6.7%6.7%6.7%6.7% 4.4%4.4%4.4%4.4% 4.4%4.4%4.4%4.4%

12.3%12.3%12.3%12.3%11.6%11.6%11.6%11.6%

10.7%10.7%10.7%10.7%10.9%10.9%10.9%10.9% 11.2%11.2%11.2%11.2%
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扶助費扶助費扶助費扶助費

公債費公債費公債費公債費

人件費人件費人件費人件費
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能代市総合計画の概要について

市民ニーズ（１）
（今後重点的に取り組むべき分野）

市民アンケート結果で20%を超えた8分野市民アンケート結果で20%を超えた8分野市民アンケート結果で20%を超えた8分野市民アンケート結果で20%を超えた8分野

21.1%21.1%21.1%21.1%

22.8%22.8%22.8%22.8%

23.0%23.0%23.0%23.0%

28.3%28.3%28.3%28.3%

42.2%42.2%42.2%42.2%

42.7%42.7%42.7%42.7%

42.9%42.9%42.9%42.9%

51.8%51.8%51.8%51.8%

0.0%0.0%0.0%0.0% 10.0%10.0%10.0%10.0% 20.0%20.0%20.0%20.0% 30.0%30.0%30.0%30.0% 40.0%40.0%40.0%40.0% 50.0%50.0%50.0%50.0% 60.0%60.0%60.0%60.0%

企業立地企業立地企業立地企業立地

学校教育学校教育学校教育学校教育

行財政効率化行財政効率化行財政効率化行財政効率化

自然環境保全自然環境保全自然環境保全自然環境保全

高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉

子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援

保健・医療保健・医療保健・医療保健・医療

雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出
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市民ニーズ（２）
（市民活動への参加）

市民アンケート結果市民アンケート結果市民アンケート結果市民アンケート結果

17.5%17.5%17.5%17.5%

30.9%30.9%30.9%30.9%

19.7%19.7%19.7%19.7%

11.3%11.3%11.3%11.3%

18.7%18.7%18.7%18.7%
1.9%1.9%1.9%1.9%

いつも参加

ときどき参加参加経験あり

参加意向あり

参加経験なし

無回答

「いつも参加」「ときどき参
加」「参加経験あり」「参加
意向あり」を合わせると、
約8割（79.4%）
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基本構想（１）
（まちづくりの基本姿勢）

• 能代市民：私たちは、自分の住む能代を「能（よ）く代（か）えて」　
　　　　　　　　　いこうとする、能代市民です。

• 知恵と工夫：市民、団体、事業者、行政などのさまざまな主体が、
　　　　　　　　　　　知恵と工夫を出し合い、

• あるものを活かす：今あるものに可能性を見出し、また、今あ
　　　　　　　　　　　　　　　　る課題に果敢に挑戦し、

• 気づきから行動へ：一人ひとりが出来ることから行動を起こ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　すとともに、

• 地域こぞって：周りに広めていくことで市民力を発揮して、能代
　　　　　　　　　　　　を変えていきます。

　　私たちは、勇気を持って新しい能代づくりの一歩を踏み出し、対話を
大切にし、ともに汗して希望ある将来への道筋を築いていきます。
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基本構想（２）
（基本理念）

～基本構想の根底となる３つの考え方～

• 私たちは、市民の力や地域の力を発揮し、人が
輝くまちを創っていきます。能代市民の“和（わ）”

• 私たちは、特色ある地域資源を最大限に活かし
て、環境をキーワードに、たくましく元気なまちを
創っていきます。環境で活力を生み出す“環（わ）”

• 私たちは、将来にわたり、安心して暮らせるまち
を創っていきます。未来へつながる“輪（わ）”
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基本構想（３）
（将来像）

• 私たちは、基本理念に示す“わ”による元
気なまちをめざし、次の将来像を掲げます。
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基本構想（４）
（基本目標）

• 基本目標は、将来像を、人の心、まちの状
態、暮らしの基礎、の３つの視点でとらえま
した。

• 輝きとぬくもりのまち　～10の政策～

• 元気とうるおいのまち　～8の政策～

• 安全と安心のまち　　　～7の政策～
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能代市総合計画の概要について

基本構想（５）
（政策推進に向けた重点指針）

～分野を横断する３つの重点指針～

• 市民活動：

　　　市民の活動を地域の力につなげます。

• 情報共有：

　　　情報を共有し、地域で活かします。

• 行財政運営：

　　　持続できる行財政運営を進めます。
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基本計画の特徴
（これまでの計画との違い）

• 市の「重点的取組」を明記

• 「めざす目標指標」を設定

• 「効果を高めるための取組・実現したい取
組」の役割分担を明記

→市民協働会議の話し合いに時間をかけた
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基本計画（１）
（重点的取組～優先課題）

～現状認識を踏まえ、３つの優先課題～

• 若者の定住に結びつく産業創出と雇用確
保（最優先課題）

• 市民が地域で活躍できる環境の整備

• 市民の暮らしの向上と安心の確保

→100の施策のうち、10の施策を中心に取り

組む
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基本計画（２）
（重点的取組～中心施策）

若者の定住に結びつく産業創出と雇用確保

• 資源リサイクル産業を創出する

• 企業誘致を進める

• 安全・安心で消費者ニーズに対応した農
業を確立する

• 木の良さを生かし多様なニーズに対応した
林業・木材産業を確立する
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政策（１）
環境を核とした活力ある産業創出

市民：ごみの分別やリサイクル品の利
用を心がける

各種団体等：地域資源として利活用で
きるものを調査・研究する

事業者等：地域資源を利活用したもの
を開発し、販売する

行政機関：地域資源を利活用したもの
の開発や販売に支援する

めざす姿や状態

地域資源の利活用により、
産業の創出や関連企業の
立地につながること。

めざす目標指標

資源リサイクル関連新設・増設企
業数 ５年間で５件
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政策（２）
雇用を産み出す企業立地

市民：企業立地に対して理解・協力する

各種団体等：起業セミナーを開催するな
ど、起業を支援する

事業者等：求人情報を発信する

行政機関：企業からの情報収集や、企
業に対する地域の優位性をＰＲする

めざす姿や状態

新たな企業立地や起業によ
り、若い人を中心に雇用や
チャレンジの機会が増える
こと。

めざす目標指標

有効求人倍率 平成24年度　
県平均に近づける

平成18年度
0.40倍
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能代市総合計画の概要について

リサイクルポート指定港（２１港）
　　

○○○○港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流
の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。

○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成
するため、以下の施策に取り組む。するため、以下の施策に取り組む。するため、以下の施策に取り組む。するため、以下の施策に取り組む。
　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善
　　・官民連携の促進　　・官民連携の促進　　・官民連携の促進　　・官民連携の促進
　　・岸壁等の港湾施設の確保　　・岸壁等の港湾施設の確保　　・岸壁等の港湾施設の確保　　・岸壁等の港湾施設の確保
・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○○○○港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流港湾管理者からの申請に基づいて、広域的な静脈物流
の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。の拠点となる港湾を国がリサイクルポートとして指定。

○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成○リサイクルポートを、広域的な静脈物流拠点として育成
するため、以下の施策に取り組む。するため、以下の施策に取り組む。するため、以下の施策に取り組む。するため、以下の施策に取り組む。
　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善　　・循環資源の取扱に関する運用等の改善
　　・官民連携の促進　　・官民連携の促進　　・官民連携の促進　　・官民連携の促進
　　・岸壁等の港湾施設の確保　　・岸壁等の港湾施設の確保　　・岸壁等の港湾施設の確保　　・岸壁等の港湾施設の確保
・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　・積替・保管施設等の整備に対する支援等　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

循環資源物流拠点とネットワークの形成の効果

　①全国的な物質循環の促進による循環型社会の構築　①全国的な物質循環の促進による循環型社会の構築　①全国的な物質循環の促進による循環型社会の構築　①全国的な物質循環の促進による循環型社会の構築
　②海上輸送の利用による環境負荷の軽減　②海上輸送の利用による環境負荷の軽減　②海上輸送の利用による環境負荷の軽減　②海上輸送の利用による環境負荷の軽減
　③広域的なリサイクル施設立地の拠点化と海上輸送の利用に　③広域的なリサイクル施設立地の拠点化と海上輸送の利用に　③広域的なリサイクル施設立地の拠点化と海上輸送の利用に　③広域的なリサイクル施設立地の拠点化と海上輸送の利用に
　　　　　　　　 よるリサイクル処理コストの低減よるリサイクル処理コストの低減よるリサイクル処理コストの低減よるリサイクル処理コストの低減

　④リサイクル施設の立地促進による臨海部産業の再生・活性化　④リサイクル施設の立地促進による臨海部産業の再生・活性化　④リサイクル施設の立地促進による臨海部産業の再生・活性化　④リサイクル施設の立地促進による臨海部産業の再生・活性化

静脈物流拠点港（リサイクルポート）静脈物流拠点港（リサイクルポート）静脈物流拠点港（リサイクルポート）静脈物流拠点港（リサイクルポート） 能代港能代港能代港能代港
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現現現現現現現現 況　１況　１況　１況　１況　１況　１況　１況　１00000000分圏域　分圏域　分圏域　分圏域　分圏域　分圏域　分圏域　分圏域　
琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　琴丘能代整備後　
全線整備後　　　　全線整備後　　　　全線整備後　　　　全線整備後　　　　全線整備後　　　　全線整備後　　　　全線整備後　　　　全線整備後　　　　

エコタウンとリサイクルポートの連携　エコタウンとリサイクルポートの連携　エコタウンとリサイクルポートの連携　エコタウンとリサイクルポートの連携　～ＩＣアクセス１０分圏カバー企業率を９０％に～～ＩＣアクセス１０分圏カバー企業率を９０％に～～ＩＣアクセス１０分圏カバー企業率を９０％に～～ＩＣアクセス１０分圏カバー企業率を９０％に～

▲ＩＣアクセス１０分圏域の変化

○秋田県北地域はエコタウンとして国の承認（Ｈ１１．１１）を受けている。２１箇所の工業団地、１１２社
　 （従業員数およそ５．５千人）が立地。（Ｈ１６．３月現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○H18.12月に能代港がリサイクルポートとして指定
○現在、ICアクセス１０分圏カバー企業率が７７％（８６社）→琴丘能代道路の整備により８０％（９０社）
　 →全線整備後は９０％（１０１社）に向上

現現現現 況況況況
77777777％（％（％（％（86868686社）社）社）社）

全線整備後全線整備後全線整備後全線整備後
90909090％（％（％（％（101101101101社）社）社）社）

リサイクルポートに指定された能代港リサイクルポートに指定された能代港リサイクルポートに指定された能代港リサイクルポートに指定された能代港

リサイクル製練拠点施設（小坂精練所）

琴丘能代整備後琴丘能代整備後琴丘能代整備後琴丘能代整備後

80808080％（％（％（％（90909090社）社）社）社）

秋田県北部エコタウン計画秋田県北部エコタウン計画秋田県北部エコタウン計画秋田県北部エコタウン計画

出典：能代河川国道事務所　資料より

能代港能代港能代港能代港

至：青森港至：青森港至：青森港至：青森港

能代港能代港能代港能代港
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基本計画（３）
（重点的取組～中心施策）

市民が地域で活躍できる環境の整備

• ボランティアなどの活動がしやすい環境を整える

• 子育てを地域で支援する仕組みをつくる

• 教育環境を整える

• 高齢者が活躍できる環境を整える

市民の暮らしの向上と安心の確保

• 効率的な交通網を確保する

• 市街地の効果的な土地利活用を進める
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政策（３）
地域で育み社会で支える子育て・子ども支援

市民：子どもと一緒に地域活動に参加
する

各種団体等：子どもが地域になじめる環
境づくりを行う

事業者等：育児休暇を取れる就労環境
をつくる

行政機関：子育て・子ども支援を行う団
体を育成する

25.5%25.5%25.5%25.5%

30.0%30.0%30.0%30.0%

22.0%22.0%22.0%22.0%
24.0%24.0%24.0%24.0%
26.0%26.0%26.0%26.0%
28.0%28.0%28.0%28.0%
30.0%30.0%30.0%30.0%
32.0%32.0%32.0%32.0%

H19H19H19H19 H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24

めざす姿や状態

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。

めざす目標指標

子育てを地域で支えあう雰囲気が
あると思う市民の割合
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政策（４）
次代を担う子どもの成長を支える学校教育

市民：地域の子どもに気配り・目配りを
する

各種団体等：地域の文化指導や体験学
習を行うなど、世代間交流を進める

事業者等：ふるさと学習や体験学習に
協力する

行政機関：個性や能力を伸ばせるよう、
学習指導の工夫や改善を図る

47.8%47.8%47.8%47.8%

50.0%50.0%50.0%50.0%

46.0%46.0%46.0%46.0%
47.0%47.0%47.0%47.0%
48.0%48.0%48.0%48.0%
49.0%49.0%49.0%49.0%
50.0%50.0%50.0%50.0%
51.0%51.0%51.0%51.0%

H19H19H19H19 H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24

めざす姿や状態

学校が地域の活動の場とし
て開かれ、地域と連携した
教育が進むこと。

めざす目標指標

子どもが地区でのびのびと育って
いると思う市民の割合
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能代市総合計画の概要について

政策（５）
地域で活躍する元気な高齢者

市民：能力や技術を生かした活動を心
がける（高齢者自身）

各種団体等：高齢者の能力や技術を生
かした活動や仕事の場を確保する

事業者等：高齢者の能力や技術を生か
した仕事や活動の場を確保する

行政機関：高齢者の活動を支援する団
体を育成する

48.1%48.1%48.1%48.1%

60.0%60.0%60.0%60.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%
20.0%20.0%20.0%20.0%
40.0%40.0%40.0%40.0%
60.0%60.0%60.0%60.0%
80.0%80.0%80.0%80.0%

H19H19H19H19 H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24

めざす姿や状態

高齢者が培った知識と経験
を生かして、社会的な役割
を持ち、生きがいや地域の
活力につながること。

めざす目標指標

自治会・町内会やボランティア活動
など市民活動に参加することを心
がけている市民（高齢者）の割合
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～能代市総合計画でめざすもの～

ありがとうございました。


