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（基本目標 １ 輝きとぬくもりのまち）

政 策（４） 次代を担う子どもの成長を支える学校教育

基本構想でめざす姿や状態

○ 子どもがより良い環境で学ぶことができ、子どもの個性や能力が伸びること。

○ 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。

○ 子ども一人ひとりが命の大切さを学び、人との関わり方、社会との関わり方を身に付けられること。

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）

子どもが地区でのびのびと育っ 47.8％ 50.0％ 55.0％ 市民意識調査

ていると思う市民の割合 （H19年度）

耐用年数を超える学校数 5校 0校 0校

（H19年度）

耐震基準を満たす学校数 12校 14校 全校

（H19年度）

施策の体系

（４）次代を担う子どもの成長を支える学校教 ① 教育環境を整える

育 ② 心豊かな子どもを育む教育を進める

③ 基礎学力や基礎体力の向上を図る

④ 子どもの心と体の健康を保つ
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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 教育環境を整える

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 ふるさとふるさとふるさとふるさと人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・定住促進奨学金貸付事業定住促進奨学金貸付事業定住促進奨学金貸付事業定住促進奨学金貸付事業 継続して実施

貸与 貸与 貸与 21.5能代山本地区の定住を促進するため、一定要

件を満たす学生・生徒に奨学金を貸与

継続して実施奨学金貸付事業奨学金貸付事業奨学金貸付事業奨学金貸付事業

貸与 貸与 貸与 31.2経済的に就学が難しい優良な学生・生徒に奨

学金を貸与

継続して実施特別支援教育支援員設置事業特別支援教育支援員設置事業特別支援教育支援員設置事業特別支援教育支援員設置事業

実施 実施 実施 11.5特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ

支援員を配置

継続して実施学校生活学校生活学校生活学校生活サポートサポートサポートサポート事業事業事業事業

実施 実施 実施 2.3日本語に不自由な児童生徒に非常勤職員を配

置して支援

22年度から２カ年小学校外国語活動支援員設置事業小学校外国語活動支援員設置事業小学校外国語活動支援員設置事業小学校外国語活動支援員設置事業

実施 実施 実施 2.0小学校の外国語活動の新設に向けて、円滑に

（終了）移行するために外国語活動支援員を配置 （（（（新規新規新規新規））））

継続して実施学校支援学校支援学校支援学校支援ボランティアボランティアボランティアボランティア事業事業事業事業

市民 実施 実施 実施 －特別活動等の学習活動支援や登下校の見守り

などを行う学校支援ボランティアの活動促進

継続して実施学校図書環境整備事業学校図書環境整備事業学校図書環境整備事業学校図書環境整備事業

実施 実施 実施 15.9学校図書の整備と図書事務補助員の配置

中学校 中学校 既存のパソコンは教育用教育用教育用教育用コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ整備事業整備事業整備事業整備事業

１校更新 １校更新 小学校で再利用 5.1学校教育用のコンピュータの整備

22年度から新たにブラスバンドブラスバンドブラスバンドブラスバンド用楽器整備事業用楽器整備事業用楽器整備事業用楽器整備事業

実施 実施 実施 実施 1.5小中学校のブラスバンド用楽器の修理・更新

（（（（新規新規新規新規））））

22年度から市内の遠距離通学費補助事業遠距離通学費補助事業遠距離通学費補助事業遠距離通学費補助事業

補助 補助 補助 補助基準を統一し 4.5児童生徒の遠距離通学費への補助

（拡充） て実施

継続して実施向能代小学校向能代小学校向能代小学校向能代小学校・・・・二二二二ツツツツ井小学校井小学校井小学校井小学校スクールバススクールバススクールバススクールバス運行事業運行事業運行事業運行事業

実施 実施 実施 18.4学校の統合に伴うスクールバスの運行

23年度で終了第四小学校建設事業第四小学校建設事業第四小学校建設事業第四小学校建設事業 グラウンド整備 グラウンド整備

173.5老朽化が進む第四小学校の建設 校舎・体育館解体 プール建設

（終了）

23年度で終了二二二二ツツツツ井小学校建設事業井小学校建設事業井小学校建設事業井小学校建設事業

176.1統合する二ツ井小学校の建設 グラウンド整備 プール建設

（終了）

東雲中 22年度で終了武道場建設事業武道場建設事業武道場建設事業武道場建設事業

能代南中 92.7中学校の武道の必修化に伴う武道場の建設

（終了）

不動産 財産贈与 財産贈与 25年度の統合校開高等学校統合準備事業高等学校統合準備事業高等学校統合準備事業高等学校統合準備事業

鑑定等 手続等 手続等 校に向けた準備 1.5市立能代商業高等学校と県立能代北高等学校

（終了）の統合に伴う準備 （（（（新規新規新規新規））））
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② 心豊かな子どもを育む教育を進める

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

百万円特色特色特色特色あるあるあるある教育活動推進事業教育活動推進事業教育活動推進事業教育活動推進事業 継続して実施

市民 実施 実施 実施 2.6小中学校の総合的な学習の時間等でさまざま

な体験活動等を実施

継続して実施ふるさとふるさとふるさとふるさと学習活動学習活動学習活動学習活動・・・・交流事業交流事業交流事業交流事業

実施 実施 実施 －小学校のふるさと学習活動及びその交流会の

開催

継続して実施能代能代能代能代っっっっ子中学生子中学生子中学生子中学生ふるさとふるさとふるさとふるさと会議運営事業会議運営事業会議運営事業会議運営事業

実施 実施 実施 －中学生同士がふるさとづくりの交流を行うふ

るさと会議の開催

能代南中学校をモチェンジチェンジチェンジチェンジあきたあきたあきたあきた・・・・教育教育教育教育プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業事業事業事業

実施 実施 デルに２カ年実施 2.9先端科学技術に触れる中学校の理科教育とし

（終了）て実施する各種実験や製作 （（（（新規新規新規新規））））

③ 基礎学力や基礎体力の向上を図る

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

百万円学力向上対策事業学力向上対策事業学力向上対策事業学力向上対策事業 継続して実施

実施 実施 実施 －全国学力テストや学習状況調査を活用した学

力状況の把握と学習指導方法の改善

継続して実施語学指導等語学指導等語学指導等語学指導等をををを行行行行うううう外国青年招致事業外国青年招致事業外国青年招致事業外国青年招致事業

実施 実施 実施 8.5英語力向上のための外国語指導助手の配置

継続して実施児童生徒選手派遣費補助事業児童生徒選手派遣費補助事業児童生徒選手派遣費補助事業児童生徒選手派遣費補助事業

補助 補助 補助 7.5全県大会等の選手派遣費を補助

継続して補助学校体育連盟等補助事業学校体育連盟等補助事業学校体育連盟等補助事業学校体育連盟等補助事業

補助 補助 補助 2.8中学校体育連盟・校長会・教育研究会等への

補助

④ 子どもの心と体の健康を保つ

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

百万円学校給食管理事業学校給食管理事業学校給食管理事業学校給食管理事業 22年度から５つの

実施 実施 実施 共同調理場を３つ 231.0小中学校で給食を実施

に再編して実施

継続して実施児童生徒等健康管理事業児童生徒等健康管理事業児童生徒等健康管理事業児童生徒等健康管理事業

実施 実施 実施 23.8児童生徒等の定期健診等

県のスクールカウ心心心心のののの教室相談員設置事業教室相談員設置事業教室相談員設置事業教室相談員設置事業

９校 ９校程度 ９校程度 ンセラー配置と調 3.9小中学校に心の教室相談員を配置

整として実施

教育研究所等と連教育相談員設置事業教育相談員設置事業教育相談員設置事業教育相談員設置事業

実施 実施 実施 携して実施 1.7教育相談の活動を行うため教育相談員を配置、

教育相談電話「風の子電話」を設置

教育研究所等と連不登校児童生徒対策事業不登校児童生徒対策事業不登校児童生徒対策事業不登校児童生徒対策事業

実施 実施 実施 携して実施 1.3不登校対策として、適応指導教室の開設及び

不登校保護者会の開催
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（基本目標 １ 輝きとぬくもりのまち）

政 策（５） 子どもも大人も心と体の健康づくり

基本構想でめざす姿や状態

○ 普段から健康を意識して生活し、生涯を通して健康でいられること。

○ 身近で悩みごとなどの相談ができ、心の健康が保たれること。

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）

からだが健康だと思う市民の割 62.5％ 70.0％ 76.0％ 市民意識調査

合 （H19年度）

心が健康だと思う市民の割合 61.8％ 65.0％ 70.0％ 市民意識調査

（H19年度）

健康づくりサークル会員数 574人 5％増 10％増

（H19年度）

がん死亡率（人口10万人対） 393.3 10％減 20％減

(H18年)

自殺死亡率（人口10万人対） 67.4 県平均に近づけ 県平均を下回る

（H18年） る

施策の体系

（５）子どもも大人も心と体の健康づくり ① 心の健康づくりと生活習慣改善の意識を

広める

② 疾病予防や早期発見の体制を整える

③ 母子の健康を保つ

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 心の健康づくりと生活習慣改善の意識を広める

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

百万円健康推進員活動事業健康推進員活動事業健康推進員活動事業健康推進員活動事業 継続して実施

市民 実施 実施 実施 2.2健康づくりに関する健康推進員の活動

23年度まで補助制重点重点重点重点 心心心心のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり等推進事業等推進事業等推進事業等推進事業

市民 実施 実施 実施 度を活用して取組 3.1自殺予防対策など心の健康づくりのための保

を強化健事業等

継続して実施健康教育事業健康教育事業健康教育事業健康教育事業

市民 実施 実施 実施 0.8生活習慣病等予防のための集団健康教育の実

施、健康づくりグループへの支援

継続して実施健康相談事業健康相談事業健康相談事業健康相談事業

実施 実施 実施 0.3生活習慣改善や健康に関する不安解消のため

の健康相談の実施
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② 疾病予防や早期発見の体制を整える

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

百万円健康診査事業健康診査事業健康診査事業健康診査事業 継続して実施

実施 実施 実施 111.8がん検診、特定健診及び事業主健診の実施並

びに人間ドックへの助成

継続して実施予防接種事業予防接種事業予防接種事業予防接種事業

実施 実施 実施 58.5伝染のおそれがある疾病等予防のために集団

予防接種及び個別予防接種を実施

継続して実施国保健康診査助成事業国保健康診査助成事業国保健康診査助成事業国保健康診査助成事業

実施 実施 実施 7.2国保加入者のがん検診及び人間ドックへの助

（ ）成 特別会計

継続して実施国保特定健康診査事業国保特定健康診査事業国保特定健康診査事業国保特定健康診査事業

実施 実施 実施 22.440歳以上の国保加入者の特定健診を実施

（ ）特別会計

継続して実施国保特定保健指導事業国保特定保健指導事業国保特定保健指導事業国保特定保健指導事業

実施 実施 実施 0.8国保特定健診の結果により、生活習慣改善が

（ ）必要な人に対して保健指導を実施 特別会計

継続して実施後期高齢者医療健診事業後期高齢者医療健診事業後期高齢者医療健診事業後期高齢者医療健診事業

実施 実施 実施 4.9後期高齢者の健診を実施

③ 母子の健康を保つ

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

百万円母子保健事業母子保健事業母子保健事業母子保健事業 継続して実施

実施 実施 実施 38.0妊婦保健指導 妊婦健康診査 母子健康教育、 、 、

母子訪問指導等の実施

継続して実施乳幼児健康診査事業乳幼児健康診査事業乳幼児健康診査事業乳幼児健康診査事業

実施 実施 実施 5.6４カ月児等の健康診査、２歳児の歯科健康診

査の実施
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（基本目標 １ 輝きとぬくもりのまち）

政 策（６） 地域で活躍する元気な高齢者

基本構想でめざす姿や状態

○ 高齢になっても住み慣れた家庭や地域で、健康でいきいきと自立した生活ができること。

○ 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。

○ 地域住民やボランティアなどとの交流やその支援が、高齢者の自立を支えること。

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）

高齢者人口に対する自立高齢者 84.0％ 82.0％ 80.0％

率 （H19年度）

自治会・町内会やボランティア 48.1％ 60.0％ 70.0％ 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 高齢者

の割合

シルバー人材センターの登録会 391人 5％増 10％増

員数 （H19年度）

シルバー人材センターの就業延 40,029人 5％増 10％増

人員 （H18年度）

施策の体系

（６）地域で活躍する元気な高齢者 ① 高齢者が活躍できる環境を整える

② 高齢者の地域生活を支援する

③ 介護予防を行う

④ 高齢者福祉施設の体制を整える

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 高齢者が活躍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

百万円シルバーシルバーシルバーシルバー人材人材人材人材センターセンターセンターセンター支援事業支援事業支援事業支援事業 継続して実施

市民 支援 支援 支援 9.3シルバー人材センターの運営に対する補助等

人数・回数等の拡重点重点重点重点 青空青空青空青空デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス事業事業事業事業

市民 実施 実施 実施 充を検討 0.5高齢者の生きがいづくりや介護予防のための

（ ）軽易な農作業体験等の実施 特別会計

能代地域と二ツ井老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ社会活動促進事業社会活動促進事業社会活動促進事業社会活動促進事業

市民 実施 実施 実施 地域の異なる補助 5.3老人クラブ活動の支援

見直 見直し を調整（ ）

会のあり方の見直敬老会事業敬老会事業敬老会事業敬老会事業

市民 実施 実施 実施 しを検討 5.2高齢者の長寿と健康をお祝いする敬老会の実

（ ）見直 見直し施
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② 高齢者の地域生活を支援する

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

百万円高齢者福祉計画高齢者福祉計画高齢者福祉計画高齢者福祉計画・・・・介護保険事業計画策定事業介護保険事業計画策定事業介護保険事業計画策定事業介護保険事業計画策定事業 計画策定に合わせ

策定 て、高齢者福祉事 －高齢者の福祉全般及び要介護者等の介護保険

業の見直しを検討給付等に関する計画の策定

対象者や自己負担軽度生活援助事業軽度生活援助事業軽度生活援助事業軽度生活援助事業

実施 実施 実施 等の見直しを検討 8.2高齢者の日常生活上の除雪・草刈等の軽易な

（ ）見直 見直し作業を援助

継続して実施緊急通報装置整備事業緊急通報装置整備事業緊急通報装置整備事業緊急通報装置整備事業

実施 実施 実施 4.7一人暮らし等で生活不安のある高齢者に緊急

通報装置を貸与

継続して実施ふれあいふれあいふれあいふれあい安心電話事業安心電話事業安心電話事業安心電話事業

実施 実施 実施 4.1一人暮らし等で生活不安のある高齢者にふれ

あいコールを実施

対象事業や補助率地域福祉活動補助事業地域福祉活動補助事業地域福祉活動補助事業地域福祉活動補助事業

市民 補助 補助 補助 等の見直しを検討 2.0ボランティア団体等が実施する高齢者等福祉

（ ）見直 見直し増進のための事業に福祉基金を活用して補助

継続して実施百歳長寿百歳長寿百歳長寿百歳長寿おおおお祝祝祝祝いいいい事業事業事業事業

実施 実施 実施 1.0百歳の誕生日にお祝い状と記念品を贈呈

料金や対象者等のシルバーパスシルバーパスシルバーパスシルバーパス事業事業事業事業

実施 実施 実施 見直しを検討 2.0二ツ井地域の70歳以上の人にシルバーパス券

（ ）見直 見直しを交付、定額で公共バスが利用可能

障害者外出支援事高齢者外出支援事業高齢者外出支援事業高齢者外出支援事業高齢者外出支援事業

実施 実施 実施 業と一体で見直し 2.5二ツ井地域の高齢者外出支援のための送迎

見直 見直し を検討（ ）

事業のあり方の見はりきゅうはりきゅうはりきゅうはりきゅうマッサージマッサージマッサージマッサージ施術助成事業施術助成事業施術助成事業施術助成事業

実施 実施 （実施） 直しを検討 0.8はりきゅうマッサージの施術費を助成

（ ）見直 見直し

対象要件等の見直訪問理容訪問理容訪問理容訪問理容サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業

実施 実施 実施 しを検討 0.6寝たきり高齢者等に理容師を派遣し理容を実

（ ）見直 見直し施

継続して実施高齢者住宅改修助成事業高齢者住宅改修助成事業高齢者住宅改修助成事業高齢者住宅改修助成事業

実施 実施 実施 0.9要介護者等の介護保険対象を上回る住宅改修

費を助成見直

継続して実施家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業家族介護用品支給事業

実施 実施 実施 27.4介護する家族におむつ等の購入費を助成

（ ）特別会計

継続して実施家族介護支援事業家族介護支援事業家族介護支援事業家族介護支援事業

実施 実施 実施 0.2家族介護者教室や介護者交流事業の実施

（ ）特別会計

継続して実施徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援徘徊高齢者家族支援サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業

実施 実施 実施 0.1介護する家族に徘徊探知機購入を助成

（ ）特別会計
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③ 介護予防を行う

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

百万円地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター運営事業運営事業運営事業運営事業 22年度から市役所

運営 運営 運営 本庁にも相談窓口 53.7介護予防、相談業務等を行う地域包括支援セ

（ ）ンターの運営 （拡充） を設置 特別会計

継続して実施介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画作成事業計画作成事業計画作成事業計画作成事業

実施 実施 実施 20.1要支援者の介護予防サービス計画を地域包括

（ ）支援センターで作成 特別会計

継続して実施特定高齢者把握事業特定高齢者把握事業特定高齢者把握事業特定高齢者把握事業

実施 実施 実施 16.5介護予防事業を実施するため、健診結果によ

（ ）り、介護予防が必要な「特定高齢者」を把握 特別会計

継続して実施転倒骨折予防等事業転倒骨折予防等事業転倒骨折予防等事業転倒骨折予防等事業

市民 実施 実施 実施 6.5特定高齢者への転倒骨折予防や認知症予防の

（ ）教室、栄養改善や口腔機能向上の指導等 特別会計

継続して実施食食食食のののの自立支援事業自立支援事業自立支援事業自立支援事業

実施 実施 実施 11.1特定高齢者の安否確認及び栄養管理のための

（ ）配食サービスの実施 特別会計

継続して実施生活管理指導員派遣事業生活管理指導員派遣事業生活管理指導員派遣事業生活管理指導員派遣事業

実施 実施 実施 7.6特定高齢者の家事援助等を指導するため、生

（ ）活管理指導員を派遣 特別会計

継続して実施生活管理指導短期宿泊事業生活管理指導短期宿泊事業生活管理指導短期宿泊事業生活管理指導短期宿泊事業

実施 実施 実施 0.3特定高齢者等を養護老人ホームへの一時的宿

（ ）泊により養護 特別会計

継続して実施高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいときがいときがいときがいと健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業

市民 実施 実施 実施 1.9一般高齢者の趣味活動、軽運動等のための講

（ ）座の開催等 特別会計

④ 高齢者福祉施設の体制を整える

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

百万円能代能代能代能代ふれあいふれあいふれあいふれあいプラザプラザプラザプラザ管理運営事業管理運営事業管理運営事業管理運営事業 継続して管理運営

管理運営 管理運営 管理運営 14.9在宅福祉、定住促進及び交流促進等のための

複合施設であるサンピノの管理運営

継続して管理運営高齢者友愛高齢者友愛高齢者友愛高齢者友愛センターセンターセンターセンター管理運営事業管理運営事業管理運営事業管理運営事業

管理運営 管理運営 管理運営 0.7サンピノにある高齢者交流促進のための高齢

者友愛センターの管理運営

継続して管理運営養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム管理運営事業管理運営事業管理運営事業管理運営事業

管理運営 管理運営 管理運営 137.9養護老人ホーム「松籟荘」の管理運営

継続して実施老人福祉総合老人福祉総合老人福祉総合老人福祉総合エリアエリアエリアエリア利用促進事業利用促進事業利用促進事業利用促進事業

市民 実施 実施 実施 1.4老人福祉総合エリアの環境整備や納涼福祉祭

の実施等

老朽化が進んでい高齢者保養高齢者保養高齢者保養高齢者保養センターセンターセンターセンター管理運営事業管理運営事業管理運営事業管理運営事業

管理運営 管理運営 管理運営 るため、施設のあ 6.9高齢者保養センター「松風荘」の管理運営

見直 見直し り方を検討（ ）

老朽化が進んでい老人憩老人憩老人憩老人憩のののの家管理運営事業家管理運営事業家管理運営事業家管理運営事業

管理運営 管理運営 管理運営 るため、施設のあ 4.1老人憩の家の管理運営

見直 見直し り方を検討（ ）
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