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移住定住推進事業費

バスケの街づくり推進事業費

１

２ ◉事業費 1,989万4千円

　移住就業フェアを市単独で開催します。

　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などを行います。

（１）地域資源を活かした特色あるまちづくり

１

◉事業費 1,308万7千円新

元気で魅力あるまち（地域づくり・健康づくり）

担当課  人口政策・移住定住推進室　TEL 89ー2163

市民活力推進課　TEL 89ー2148

担当課

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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　シリーズ恋文公演の開催、恋文すぽっ
ときみまちの運営、きみまち阪のライブ
配信などを行います。

担当課  総務企画課　TEL 73ー2112

５ 恋文のまちづくり推進費 ◉事業費 1,254万7千円

４ 移住定住環境整備事業費 ◉事業費 2,906万1千円

　移住相談会、移住体験ツアーなどを実
施するほか、移住・就業支援金、若年世
帯移住定住奨励金などの助成金制度によ
り、移住希望者がワンストップで有益な
情報や支援を得られ、安心して移住でき
る環境を整えます。

　銀河連邦との交流、のしろ銀河フェス
ティバル、能代宇宙イベントを通じて交流
人口の拡大を図ります。また、「宇宙なん
ちゃら こてつくん」コラボ事業などによ
り、宇宙に親しみを感じてもらえる取り組
みを進めます。

３ 宇宙のまちづくり推進事業費 ◉事業費 1,095万7千円

市民活力推進課　TEL 89ー2212

担当課

人口政策・移住定住推進室　TEL 89ー2163

担当課

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。
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（３）心豊かな暮らしを支える健康づくり
健康づくり運動推進事業費８ ◉事業費 188万3千円

　健康に関する関心や意識を高めながら生活習慣を改善し、市民の健康づくりを推進するた
め、男性の料理教室、禁煙教室、ウオーキングチャレンジなどを行います。
担当課  健康づくり課　TEL 58ー2838

地域づくり支援費

地域集会所修繕費補助金等

６

７

◉事業費 269万円

◉事業費 709万7千円

　地域住民が主体となって活動するまちづくり協議会などに対して能代市まちづくり協議会
等補助金を交付します。

　地域集会所を修繕する際の費用の一部助成や原材料を支給します。

担当課  市民活力推進課　TEL 89ー2212

担当課  市民活力推進課　TEL 89ー2212

（２）みんなが参加し活躍する地域づくり

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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健康チャレンジポイント事業費９ ◉事業費 127万6千円

　生活習慣の改善への動機づけと定
着化の取組を支援し、健康管理に対
する意識を高めるため、健康に関す
る活動を行った場合や、健診受診・
健康教室への参加時にポイントを付
与します。

担当課  健康づくり課　TEL 58ー2838

保健センター健診事業費10 ◉事業費 1億28万2千円

　疾病の予防や早期発見のため、保健センターで特定健康診査や事業所検診を
実施します。
担当課  健康づくり課　TEL 58ー2838

がん対策強化推進事業費11 ◉事業費 7,705万円

　各種がん検診を実施するほか、制度の周知や受診勧奨を行い、がんの早期発
見・早期治療につなげます。また、ピロリ菌感染検査費用、すい臓等がんドッ
ク受診費用の一部を助成します。
担当課  健康づくり課　TEL 58ー2838

帯状疱疹予防接種費12 ◉事業費 324万3千円

　帯状疱疹は80歳までに３人に１人がり患すると推定され、り患すると３～４
週間強い痛みが続くほか、２割ほどの方には数カ月から数年間痛みが続く場合
もあることから、65歳以上の方を対象に予防接種費用の一部を助成します。
担当課  健康づくり課　TEL 58ー2838

PCR等検査費用助成事業費13 ◉事業費 101万1千円

　新型コロナウイルス感染症について、無症状の方が全額自費で受けるＰＣＲ
等検査費用の一部を助成します。
担当課  健康づくり課　TEL 58ー2838

新

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。
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　一般会計は２９６億３, ０００万円となり、前年度より１２億円の増となっています。
　令和４年度から工事が本格化する一般廃棄物処理施設整備のため能代山本広域市町村圏
組合の負担金や、旧朴瀬小学校を活用する文化財等収蔵庫設置事業費、松籟荘空調等改修
事業費等の大型事業により増額となっております。
　特別会計、企業会計は、次のとおりとなっています。

令和４年度 予算総額 500億1,759万9千円

（４）気軽に親しみ楽しめるスポーツ
生涯スポーツ推進事業費14 ◉事業費 1,251万9千円

　きみまちの里フェスティバルを開催するほか、
各スポーツ少年団への支援及び大会出場への支
援などを行います。
　今年度はスポーツ少年団本部創立50周年記念
誌の発行などを行います。
担当課  生涯学習・スポーツ振興課　TEL 73ー3221

管理運営費（体育施設）15 ◉事業費 2億8,630万1千円

　運動・スポーツの機会を創出し、市民の健康づくりやいきがいづくりを推進するため、競
技環境の整備を行っています。
　今年度は、陸上競技場３種公認更新整備工事などを行います。
担当課  生涯学習・スポーツ振興課　TEL 73ー3221

会　計　別 ４年度 ３年度 増 減 額

一般会計 296億3,000万円 284億5,400万円 11億7,600万円

特別会計

　簡易水道事業 5,118万3千円 4,104万7千円 1,013万6千円

　農業集落排水事業 1,613万2千円 1,545万6千円 67万6千円

　浄化槽整備事業 2億2,143万8千円 2億1,878万2千円 265万6千円

　浅内財産区 228万4千円 368万5千円 △140万1千円

　常盤財産区 141万4千円 420万円 △278万6千円

　鶴形財産区 121万2千円 195万1千円 △73万9千円

　檜山財産区 150万5千円 227万7千円 △77万2千円

　国民健康保険 58億5,172万円 53億6,704万2千円 4億8,467万8千円

　後期高齢者医療 7億9,245万円 7億3,058万5千円 6,186万5千円

　介護保険 78億9,747万7千円 80億9,141万5千円 △1億9,393万8千円

企業会計

　水道事業 19億6,146万6千円 19億4,832万8千円 1,313万8千円

　下水道事業 35億8,931万8千円 34億9,979万4千円 8,952万4千円

合　　　計 500億1,759万9千円 483億7,856万2千円 16億3,903万7千円

今年の予算の概要ですTOPICS

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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保育所等施設整備費補助金16 ◉事業費 1億2,568万5千円

　幼児教育・保育の環境整備のため、保育所・認定こども園の創設、増改築、大規模修繕、
防犯対策の施設整備を行う社会福祉法人などに費用の一部を助成します。
担当課  子育て支援課　TEL 89ー2946

幼児教育・保育
アドバイザー配置事業費18 ◉事業費 250万3千円

　定期的に保育所や小学校などを訪問し、保育士などへアドバイスを行う幼児教育・保育ア
ドバイザーを１名配置します。
担当課  子育て支援課　TEL 89ー2946

（１）地域や社会で支える子ども・子育て

２

子供の未来応援計画
策定事業費17 ◉事業費 389万5千円

　こどもの貧困対策を推進するため、令和５年度から令和９年度までの計画を
策定します。
担当課  子育て支援課　TEL 89ー2946

新

新

笑顔で人が輝くまち（人材育成・生涯活躍）

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。
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ＩＣＴを活用した
授業改善支援事業費19 ◉事業費 450万円

　ＩＣＴを活用した授業づくりの実践的調査研究、取り組みの検証と成果の普及を行います。

担当課  学校教育課　TEL 73ー5281

学校給食費公会計化
推進事業費20 ◉事業費 766万3千円

　令和５年４月から学校給食費の現金収受をなくし、自動引落などが出来るようにするため、
電算システムを構築します。
担当課  学校給食センター　TEL 73ー2179

奨学金貸付事業費21 ◉事業費 3,405万8千円

　経済的理由により修学が困難な高校・大学などの学生に奨学金を無利子でお
貸しします。
担当課  学校教育課　TEL 73ー5281

（２）次代を担う子どもを育てる学校教育

新

新

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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文化財等収蔵庫
設置事業費24 ◉事業費 2億7,964万5千円

　旧朴瀬小学校を改修して、後世に伝えるべき貴重な文化財や歴史資料などを保存管理する
収蔵庫を整備します。
担当課  文化財保護室　TEL 74ー6040

子ども館展示室
リニューアル整備事業費25 ◉事業費 1億1,320万8千円

　子ども館の１階展示室を「宇宙」をテーマに楽しみながら遊び学べる展示室
へとリニューアルします。
担当課  子ども館　TEL 52ー1277

社会教育振興中期計画
策定事業費23 ◉事業費 37万8千円

令和５年度から令和９年度までの計画を策定します。

担当課  生涯学習・スポーツ振興課　TEL 73ー5285

ふるさと人材育成・定住促進
奨学金貸付事業費22 ◉事業費 3,054万3千円

　火力協力金を活用し、能代山本地区の人材を育成し、地元定着を推進するこ
とを目的とした奨学金です。大学などに入学する学生に、入学一時金として
100万円以内を無利子でお貸しします。返還期間中に能代山本地区に居住して
いる場合は、返還が免除されます。
担当課  学校教育課　TEL 73ー5281

（３）地域や社会に活かす生涯学習・文化

新

新

新

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。
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松籟荘空調等改修事業費26 ◉事業費 1億9,033万3千円

　松籟荘、緑町デイサービス、緑町グ
ループホームの空調を改修します。

担当課  長寿いきがい課　TEL 89ー2156

障がい者計画等
策定事業費27 ◉事業費 501万円

　第３次障がい者計画及び第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の
策定に向けたニーズ調査・骨子案策定を行います。
担当課  福祉課　TEL 89ー2152

重層的支援体制
整備事業費28 ◉事業費 1億6,959万1千円

　地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、「属性を問わない相談支援」、「参
加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制を整
備します。
担当課  福祉課　TEL 89ー2152　長寿いきがい課　TEL 89ー2156

基幹相談支援センター
事業費29 ◉事業費 1,750万円

　障害者が自立した日常生活、又は安心して社会生活を営むことができるように、地域にお
ける相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センターを設置します。
担当課  福祉課　TEL 89ー2152

（４）地域で活躍する元気な高齢者

（５）自立した暮らしを支える社会福祉・社会保障

新

新

新

新

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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能代港利活用推進事業費30 ◉事業費 233万3千円

　火力協力金を活用し、能代港利活用促進のため、シンポジウムの開催やポー
トセールスなどに取り組みます。
担当課  エネルギー産業政策課　TEL 89ー2187

次世代エネルギー導入促進
事業費31 ◉事業費 297万9千円

　次世代エネルギーの導入により活力を生み出す、「エネルギーのまち」を目
指した活動に取り組みます。
担当課  エネルギー産業政策課　TEL 89ー2187

（１）地域特性を活かした産業創出

３豊かで活力あるまち（産業振興・雇用創出）

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。

広報のしろ別冊  4.4.10 11



のしろ人材確保支援事業費32 ◉事業費 266万4千円

　市内事業所の人材確保につながる施策・事業について調査研究を行います。

担当課  商工労働課　TEL 89ー2186

能代工業団地拡張事業費
（工業団地東側）33 ◉事業費 813万2千円

　能代工業団地の拡張整備に向け、測量などを行います。

担当課  工業用地対策室　TEL 89ー2924

工業用水道計画事業費34 ◉事業費 2,166万5千円

　能代工業団地で工業用水道事業の準備を進めます。

担当課  水道課　TEL 52ー5221

商店街活性化対策事業費35 ◉事業費 1,772万6千円

　商店街の活性化のためイベントを開催する経費や、中心市街地の空き店舗を
活用して事業に取り組む際の改装費などの一部を助成します。
担当課  中心市街地活性化室　TEL 89ー1414

（２）雇用とにぎわいを生み出す商工業
新

新

新

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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本因坊戦誘致事業費36 ◉事業費 400万円

　旧料亭金勇で行われる第４１期女流本因坊戦の開催に対し助成します。

担当課  総合政策課　TEL 89ー2142

風の松原いこいの広場
整備事業費37 ◉事業費 2,444万7千円

　風の松原のいこいの広場にあるフィールドアスレチックを改修します。

担当課  林業木材振興課　TEL 89ー2250

観光イベント等支援費38 ◉事業費 800万円

　観光客を誘致し、地域の活性化を図るため、港まつり能代の花火、こども七夕、役七夕な
どの実施団体を支援します。
担当課  観光振興課　TEL 89ー2179

ホストタウン事業費39 ◉事業費 800万円

　能代市は、東京2020オリンピック・パラリンピック大会を契機に、ヨルダン・ハシェミッ
ト王国のホストタウンとなったことから、大会後も更に取り組みを進め、国際交流の機運の
向上、インバウンド誘客の増加を図ります。
担当課  観光振興課　TEL 89ー2179

（３）豊かな自然や伝統・文化を活かした観光

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。

広報のしろ別冊  4.4.10 13



農業夢プラン事業費補助金40 ◉事業費 5,599万円

　戦略作物の産地拡大、経営の複合化、新規就農者の円滑な経営開始・営農定
着を支援するため、必要な機械や施設の導入費用の一部を助成します。
担当課  農業振興課　TEL 89ー2183

ネットワーク型園芸拠点
整備事業費補助金41 ◉事業費 1億8万3千円

　ネギなど生産品目が同じ複数の団地が一体となった「ネットワーク型メガ団地」の整備を
支援し、さらなる生産拡大を図ります。
担当課  農業振興課　TEL89ー2183

新規就農者育成事業費42 ◉事業費 8,410万円

　就農直後の青年農業者に対して、資金交付などを通し、経営確立を支援します。

担当課  農業振興課　TEL89ー2183

（４）力強く持続する農業

新

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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木のまちづくり推進事業費43 ◉事業費 750万円

　住宅などの新築・増改築・リフォームに秋田スギ内外装材を使用する方へ、
秋田スギ材料購入費用の一部を助成します。
担当課  林業木材振興課　TEL 89ー2250

地場産材ＰＲ支援事業費44 ◉事業費 100万円

　地場産材の展示会などへ出展する事業者に対し、経費の一部を助成します。

担当課  林業木材振興課　TEL 89ー2250

（５）山・川・海を生かす林業・木材産業・水産業

　市の貯金にあたる基金残高は、令和４年度当初予算後の財政調整基金は約３３億円、減
債基金約１９億円となっています。今年度の財政調整基金からの繰入金は１２億台となっ
ており、ここ数年１０億円以上の基金を取り崩ししているため、このままの状況が続くと
数年程度で予算編成が困難になると見込まれます。そのため、自主財源の確保と行財政改
革などによる歳出の削減を進め、市民生活に影響が出ないよう財政収支の均衡を図ってい
きます。
　また、市の借金である市債残高は、約３０９億円と前年度より９億円ほど減っています。
市民一人当たりに換算すると、約６１万３千円となります。
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市の財政状況ですTOPICS

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。
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（１）安全な暮らしを守る防災・防犯体制

（２）機能的で利用しやすい道路・交通ネットワーク

４

防災対策費45 ◉事業費 1,842万2千円

　非常食・飲料水の備蓄、災害時の情
報伝達手段の整備などを行い、災害に
備えます。

担当課  防災危機管理室　TEL 89ー2115

地域公共交通活性化事業費47 ◉事業費 3,006万7千円

　はまなす号（市街地巡回バス）、し
ののめ号（向能代地区巡回バス）のほ
か、コサクル（予約制乗合タクシー）
を７路線運行します。

担当課  商工労働課　TEL 89ー2186

中心市街地道路施設
更新事業費48 ◉事業費 2億円

　中心市街地の道路の舗装及び側溝の更新などを行います。

担当課  道路河川課　TEL 89ー2192

空家対策事業費46 ◉事業費 310万8千円

　地域住民の生活環境に影響を及ぼすことがないよう、空家の適切な管理や倒
壊などの恐れのある危険な空家などに対し必要な措置を講じていきます。
担当課  防災危機管理室　TEL 89ー2115

安心で暮らしやすいまち（生活環境・行財政）

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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（３）快適で暮らしやすい住環境
公園リニューアル事業費51 ◉事業費 9,785万1千円

　魅力のある公園となるよう、園内
の環境を整備します。今年度は能代
公園の園路や階段などを整備します。

担当課  都市整備課　TEL 89ー2197

住宅リフォーム支援事業費52 ◉事業費 7,003万8千円

　住宅の増改築・リフォームに助成（上限２０万円）します。令和元年度まで
に利用した方も補助限度額２０万円に達するまで再度申請することが可能です。
担当課  都市整備課　TEL 89ー2940

地域の生活環境整備事業費49 ◉事業費 715万円

　自治会などが市道の穴埋めや側溝の泥上げなどの維持補修を行う際に、砕石
などの資材提供や重機の貸し出しを行います。
担当課  道路河川課　TEL 89ー2193

道路交付金事業費50 ◉事業費 5億4,068万4千円

　交付金などを活用し、道路施設の新設・改良、橋りょうの修繕などを行います。

担当課  道路河川課　TEL 89ー2192

“わ”のまちのしろをめざして“わ”のまちのしろをめざして
※QRコードを読み込むとサイトにアクセスできます。
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（４）自然と共存し持続できる環境・衛生

（５）調和のとれた有効な土地利活用

能代山本広域市町村圏組合
負担金（ごみ処理・し尿処理分）53 ◉事業費 9億5,246万9千円

　南部・北部清掃工場や中央衛生処理場の運営費のほ
か、新たなごみ処理施設の整備に必要な負担金です。

担当課  環境衛生課　TEL 89ー2172

北高跡地活用調査等事業費54 ◉事業費 461万2千円

　有識者との勉強会、民間の動向の情報収集、実証実験プログラムなどを行い
ながら、利活用の具体化に向けた取り組みを行います。
担当課  総合政策課　TEL 89ー2142

中心市街地活性化推進事業費55 ◉事業費 2,460万7千円

　地域おこし協力隊を３人配置し、それぞれの能力や経験を生かしながら、イベントの企画
支援や空き店舗対策、情報発信などにより中心市街地の活性化を図ります。
担当課  中心市街地活性化室　TEL 89ー1414

用途地域変更事業費56 ◉事業費 549万2千円

　地域の特性を活かした適正で効果的な土地利用を進めるため、都市計画マスタープランに
基づき、用途地域の見直しを行います。
担当課  都市整備課　TEL 89ー2197

新

令和４年度の主な事業 わかりやすい予算書わかりやすい予算書
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（６）住民サービスに資する効率的な行財政基盤
スマートフォン収納
導入事業費57 ◉事業費 44万3千円

　市税などの納付方法にスマートフォン決済アプリによる納付を導入します。

担当課  収納対策室　TEL 89ー2128

地方税統一QRコード
対応システム改修事業費58 ◉事業費 269万8千円

　令和５年度から固定資産税と軽自動車税種別割の納付書に地方税統一ＱＲコードを印刷し
納付できるようにするため、システムを改修します。
担当課  収納対策室　TEL 89ー2128

新

新

一般会計の歳入を月収30万円の家庭に例えると

一般会計の歳出を支出30万円の家庭に例えると

歳 入

自主財源
38.2%

依存財源
61.8%

市税
71億7,144万2千円

使用料及び手数料
3億5,075万9千円

繰入金
25億1,949万7千円

諸収入など
12億7,632万4千円

地方譲与税
3億2,800万円各種交付金

15億5,600万円

地方交付税
78億円

国庫支出金
38億2,159万3千円

県支出金
22億3,258万5千円

市債
25億7,380万円

歳 出
義務的経費
45.0%

投資的経費
11.9%

その他経費
43.1％

人件費
39億9,526万円

扶助費
57億8,726万7千円

公債費
35億5,340万3千円

普通建築事業費
35億3,737万2千円

物件費
39億1,524万4千円

維持補修費
5億2,834万4千円

補助費等
43億3,603万3千円

繰出金
30億4,262万7千円

その他
9億3,445万円

一般会計歳入

人件費 39億9,526万円

扶助費 57億8,726万7千円

公債費 35億5,340万3千円

普通建設事業等 35億3,737万2千円

物件費 39億1,524万4千円

維持補修費 5億2,834万4千円

補助費等 43億3,603万3千円

繰出金 30億4,262万7千円

その他 9億3,445万円

合　計 296億3,000万円

一般会計歳入

市税 71億7,144万2千円

使用料及び手数料 3億5,075万9千円

諸収入など 12億7,632万4千円

繰入金 25億1,949万7千円

地方譲与税 3億2,800万円

各種交付金 15億5,600万円

地方交付税 78億円

国庫支出金 38億2,159万3千円

県支出金 22億3,258万5千円

市債 25億7,380万円

合　計 296億3,000万円

家計簿（支出）

食費 40,452 円

医療費 58,595 円

ローン返済 35,978 円

家のリフォーム代 35,816 円

光熱水費等の生活費 39,641 円

車修理代 5,349 円

学費・各種会費等 43,902 円

子どもへの仕送り 30,806 円

その他 9,461 円

合　計 300,000 円

家計簿（収入）

基本給 72,610 円

諸収入 16,474 円

預金の取り崩し 25,510 円

親からの援助 159,347 円

銀行からの借入 26,059 円

合　計 300,000 円

市の財政を家計に例えるとTOPICS
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●令和４年度わかりやすい予算書（広報のしろ別冊 4.4.10発行）　●編集と発行　能代市財政課 TEL 89−2122・地域情報課 TEL 89ー2147

能代市役所は、本庁舎と二ツ井町庁舎があり、本庁舎は新庁舎と第１庁舎に分かれています。
また、市の施設を事務所にしている課（所）もあります。
市の各課（局・所）の連絡先を掲載しますので、どうぞご利用ください。

各課（局・所） 住　　　　所 庁　舎　等 電話番号

総務部

総務課

〒016-8501 能代市上町1-3

第１庁舎２階 89-2113

財政課 第１庁舎３階 89-2122

契約検査課 第１庁舎１階 89-2222

税務課 新庁舎１階 89-2126

企画部

総合政策課

〒016-8501 能代市上町1-3

第１庁舎１階 89-2142

市民活力推進課 第１庁舎１階 89-2212

地域情報課 新庁舎３階 89-2146

市民福祉部

福祉課

〒016-8501 能代市上町1-3

新庁舎１階 89-2152

子育て支援課 新庁舎２階 89-2946

長寿いきがい課 新庁舎１階 89-2156

健康づくり課 〒016-0157 能代市字腹鞁ノ沢19-3 保健センター内 58-2838

市民保険課 〒016-8501 能代市上町1-3 新庁舎１階 89-2133

環境産業部

環境衛生課

〒016-8501 能代市上町1-3

新庁舎２階 89-2173

商工労働課 新庁舎２階 89-2186

エネルギー産業政策課 新庁舎２階 89-2187

観光振興課 新庁舎２階 89-2179

農林水産部

林業木材振興課
〒016-8501 能代市上町1-3

新庁舎２階 89-2250

農業振興課 新庁舎２階 89-2182

ねぎ課 〒016-0013 能代市向能代字トトメキ108番地１ 農業技術センター内 74-5888

都市整備部

都市整備課

〒016-8501 能代市上町1-3

新庁舎２階 89-2196

道路河川課 新庁舎２階 89-2192

水道課 新庁舎２階 52-5221

下水道課 新庁舎２階 89-2202

二ツ井地域局

総務企画課

〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1

二ツ井町庁舎１階 73-2112

市民福祉課 二ツ井町庁舎１階 73-2114

環境産業課 二ツ井町庁舎１階 73-4500

建設課 二ツ井町庁舎１階 73-5300

会計課

〒016-8501 能代市上町1-3

新庁舎１階 89-2206

議会事務局 新庁舎３階 89-2923

選挙管理委員会事務局 第１庁舎３階 89-1760

監査委員事務局 第１庁舎３階 89-2932

農業委員会事務局 〒016-8501 能代市上町1-3 新庁舎２階 89-2935

教育部

教育総務課 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1 二ツ井町庁舎２階 73-2757

能代教育事務所 〒016-8501 能代市上町1-3 第１庁舎１階 89-2942

学校教育課
〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1

二ツ井町庁舎２階 73-5281

生涯学習・スポーツ振興課 二ツ井町庁舎２階 73-5285

情報編 能代市役所連絡先一覧


