
平成24年度平成24年度 能代市のことしの仕事

　能代市の今年度の予算概要をお知らせします。
　また、能代市総合計画の基本目標の体系に沿っ
て、市民生活に身近なものや新たに実施するもの
を中心に、主な事業の概要をお知らせします。
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平成24年度の予算総額は443億6,144万2千円

財 政 状 況

　一般会計は244億4,300万円で、市営住吉町住宅の購入と全天候型陸上競技場整備事業
が終了したことなどにより、前年度より33億6,800万円減となっています。
　特別会計全体の予算は149億265万1千円で、下水道事業特別会計が地方公営企業法に基
づく企業会計に移行したことにより、前年度より17億2,519万5千円減となっています。前
年度と比較して増減額が多かったのは、簡易水道事業特別会計2億2,518万6千円増、下水
道事業特別会計24億5,036万円減、介護保険特別会計3億8,155万5千円増などです。 
　企業会計は今年度から下水道事業会計が加わり、収益的支出と資本的支出を合わせた支
出総額では、50億1,579万1千円で、前年度より35億3,452万3千円増となっています。

　能代市の基金（貯金）に、財源が不足する年度に備えるための財政調整基金と、将来の市債
（借金）返済のための減債基金があります。平成23年度において、財政調整基金の一般分（使
い道が特定されていない分）は約22億9,900万円、減債基金は約15億6,500万円となって
おり、合併後最大になっています。24年度においては、当初予算で財政調整基金を取崩した
ため、財政調整基金の一般分は約19億9,800万円、減債基金は約15億6,600万円となって
います。
　また、市の借金である市債は、前年度と比較して横ばいで推移しておりますが、交付税算
入のある有利な合併特例債や過疎債を活用しているため、市税などで賄わなければならな
い実質的な市債負担額は、18年度以降減少しています。

平成24年度の各会計の予算額

一般会計 244億4,300万円
特別会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
　簡易水道事業 4億2,038万7千円
　農業集落排水事業 3,420万8千円
　浄化槽整備事業 2億484万円
　浅内財産区 157万8千円
　常盤財産区 319万7千円
　鶴形財産区 153万8千円
　檜山財産区 252万7千円
　国民健康保険 70億4,887万8千円
　後期高齢者医療 6億3,871万6千円
　介護保険 65億4,678万2千円
企業会計
　水道事業 14億5,359万7千円
　下水道事業 35億6,219万4千円
総　　計 443億6,144万2千円
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市民１人あたりの予算の使い道
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市税（23.9%）
58億4,164万円
市税（23.9%）
58億4,164万円

普通建設事業費等（7.8%）19億1,450万9千円

物件費（12.7%）31億911万4千円
積立金・出資金・貸付金（2.2%）5億3,073万3千円

維持補修等（1.2%）2億8,956万1千円

繰出金（9.8%）
　　24億551万3千円

補助費等（14.1%）
　　34億3,592万3千円

公債費（11.5%）
　　28億2,201万9千円

人件費（18.8%）
　　45億8,791万8千円

扶助費（21.9%）
　　53億4,771万円
扶助費（21.9%）
　　53億4,771万円

国庫支出金（13.4%）
　　32億8,299万7千円

市債（9.3%）
　　22億8,540万円
県支出金（7.5%）
　　18億2,337万4千円
地方譲与税、地方消費税交付金ほか（4.0%）
　　　9億9,010万円

地方交付税（35.1%）
85億7,000万円

地方交付税（35.1%）
85億7,000万円

諸収入（ 2.4%）5億8,120万1千円
繰入金（ 1.7%）4億1,655万2千円
使用料及び手数料（ 1.5%）3億6,347万9千円
分担金及び負担金（ 0.7%）1億7,125万6千円
繰越金（ 0.4%）1億円
財産収入、寄附金（ 0.1%）1,700万1千円

自主財源

その他経費

投資的経費

義務的経費 依存財源

自主財源

その他経費

投資的経費

義務的経費 依存財源

市民１人あたりの予算の使い道は

　扶助費は、生活保護費が増額傾向にありますが、子どものた
めの手当費の減額などにより、前年度より8,590万4千円減少
しています。
　物件費は、住民情報システム運用事業費や総合体育館など
スポーツ施設指定管理料の増額などにより、前年度より1億
7,768万8千円増加しています。
　普通建設事業は、市営住吉町住宅の購入と全天候型陸上競
技場整備事業が終了したことなどにより、前年度より31億
4,749万6千円減少しています。
　下水道事業が特別会計から企業会計に移行したことにより、
繰出金は前年度より5億4,984万7千円減少し、補助費等は4
億7,801万8千円増加しています。

　市税は、固定資産税や市たばこ税が減額となることから、市
税全体では前年度より2億6,768万5千円減少しています。
　地方交付税は、国の地方財政計画で増額が見込まれている
こと、市税が減少していることなどにより、前年度より5億円増
加しています。
　国庫支出金は、社会資本整備総合交付金（住宅費）や子ども
のための手当負担金の減額などにより、前年度より12億5,659
万6千円減少しています。
　市債は、市営住宅建替事業債や全天候型陸上競技場整備事
業債の減額などにより、19億3,220万円減少しています。

歳 出 予 算 の 特 徴 歳 入 予 算 の 特 徴

一般会計当初予算

総額
244億4,300万円

一般会計 244億4,300万円
特別会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
　簡易水道事業 4億2,038万7千円
　農業集落排水事業 3,420万8千円
　浄化槽整備事業 2億484万円
　浅内財産区 157万8千円
　常盤財産区 319万7千円
　鶴形財産区 153万8千円
　檜山財産区 252万7千円
　国民健康保険 70億4,887万8千円
　後期高齢者医療 6億3,871万6千円
　介護保険 65億4,678万2千円
企業会計
　水道事業 14億5,359万7千円
　下水道事業 35億6,219万4千円
総　　計 443億6,144万2千円

歳出 歳入

 議　会　費 2億7,349万9千円 4,601円 市議会の運営に
 総　務　費 22億3,722万5千円 37,635円 まちの行事や防災、市役所や出張所の管理などに
 民　生　費 92億3,762万6千円 155,398円 高齢者や障がい者、小さな子どもたちなどのために
 衛　生　費 18億9,676万9千円 31,908円 ごみの収集運搬、健康診査や予防接種などに
 農林水産業費 7億569万9千円 11,871円 農業や林業の振興などのために
 商　工　費 10億5,149万6千円 17,689円 中小企業の振興や工業振興などのために
 土　木　費 23億8,282万8千円 40,085円 道路や下水道の整備などに
 消　防　費 12億4,906万1千円 21,012円 消防活動や救急業務などに
 教　育　費 25億5,159万4千円 42,924円 学校や幼稚園などの教育関係に
 公　債　費 28億2,201万9千円 47,473円 市の借入金返済に
 そ　の　他 3,518万4千円 592円 災害など緊急時の予備などに
 　　合　計 244億4,300万円 411,187円

使い道 予算額

※市民１人あたりの額は、予算額を平成 24年 2月末日の人口（59,445 人）で割り返したものです。

市民 1人あたり 使　い　道　の　内　容
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１ 輝きとぬくもりのまち
⑴　コミュニティで支え合う特色ある地域づくり

 １ 新規　バスケの街づくり推進事業費（緊急雇用）
  【担当：市民活力推進課】 737万5千円
　空き店舗を活用してバスケ資料館機能を整備します。
●経費：臨時職員賃金、パソコン・プロジェクタ等
リース料、施設管理費等

 ２ 行政協力員及び自治会費
  【担当：市民活力推進課】 1,407万2千円
　非常勤特別職である行政協力員へ報酬を支払うほか、
自治会の活動に対し助成し、自治会連合協議会総会およ
び行政協力員会議を開催します。
●経費：能代地域行政協力員報酬、自治会報償費等

 ３ 新規　恋文データ化事業費
  【担当：総務企画課】 241万円
　旧二ツ井町が実施した「恋文コンテスト」で応募のあ
った恋文を検索・抽出できるようにするためのシステ
ム作成業務を委託します。
●経費：恋文検索システム作成業務委託料

 ４ 新規　恋文データ化事業費（緊急雇用）
  【担当：総務企画課】 258万円
　恋文をデータ化するため、入力業務を委託します。
●経費：恋文データ入力業務委託料

 ５ 民生委員費
  【担当：福祉課】 1,449万3千円
　地域の身近な福祉相談窓口である民生委員・児童委
員に活動費を支給するとともに、民生委員協議会の活
動に助成します。 
●経費：民生委員児童委員協議会補助金等

 ６ 社会福祉協議会補助金
  【担当：福祉課】 2,048万3千円
　地域福祉推進の中核としての役割を担う、社会福祉
協議会が単独で実施する公益事業に助成します。

⑵　学び合い高め合って地域に活かす生涯学習

 ７ 生涯学習推進事業費
  【担当：生涯学習・スポーツ振興課】 115万3千円
　より充実した人生を送るために、生涯にわたる学習
を推進します。
●経費：社会教育指導員報酬、生涯学習推進協議会
委員報酬、広報印刷製本費等

 
    

 ８ 新規　図書館空調設備改修事業費
  【担当：図書館】 4,256万9千円
　快適な読書環境のために、老朽化した冷暖房設備を
改修します。 
●経費：空調設備改修工事費

 ９ 新規　子ども館展示物リニューアル事業費
  【担当：子ども館】 2,708万4千円
　宇宙航空研究開発機構ＪＡＸＡ提供の人工衛星模型
の展示や既存展示物のリニューアルを行います。 
●経費：展示物リニューアル委託料等

⑶　地域で育み社会で支える子育て・子ども支援

 10 法人保育所特別保育事業費等補助金
  【担当：子育て支援課】 8,121万8千円
　少子化・核家族化の進行、夫婦共働き家庭の増加に
伴う保護者の保育ニーズに対応するため、法人保育所
の特別保育事業や保育サービスの充実などの取り組み
を支援します。 
●経費：法人保育所特別保育事業費等補助金（延長保
育事業、保育所地域活動事業、一時預かり事業、病
児・病後児保育事業、病児・病後児保育（体調不良
児対応型）促進事業、休日保育事業、障害児保育事
業分）

 11 病児・病後児保育事業費
  【担当：子育て支援課】 1,375万円
　病気で保育所などに通えない児童や家庭で保育でき
ない児童を一時的に医療機関で預かる事業です。事業
を実施する医療機関に対し、事業費を助成します。
●経費：病児・病後児保育事業費補助金

 12 法人保育所等運営費負担金
  【担当：子育て支援課】 7億4,537万8千円
　法人保育所9施設、認定子ども園3施設への運営費の
負担金です。 

 13 子どものための手当費
  【担当：子育て支援課】 7億6,452万5千円
　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体
で応援するため、子どもを養育している方に支給しま
す。 
●支給月額：3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了
前（第1子・2子）10,000円、3歳以上小学校修了前
（第3子以降）15,000円、中学生10,000円、所得制限
世帯5,000円
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 14 児童扶養手当費
  【担当：子育て支援課】 3億2,539万円
　ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のため、
母子家庭・父子家庭などの児童を養育する方に手当を支
給します。

 15 認可保育所運営費
  【担当：子育て支援課】 1億8,025万6千円
　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、高丘子ども園の運営費です。
●経費：臨時保育士・臨時調理員賃金、燃料費、賄
材料費、園児送迎バス運転委託料等

16 放課後児童会費
  【担当：子育て支援課】 3,597万6千円
　保護者が仕事などで日中不在の家庭の小学1～3年生
の児童に対して、遊びや生活の場を設けています。能
代地域では6カ所、二ツ井地域では3カ所開設していま
す。
●経費：指導員・児童厚生員賃金、留守家庭児童会
運営委託料等

17 母子生活支援施設改築事業費
  【担当：子育て支援課】 2,747万2千円
　老朽化が進んでいる母子生活支援施設（松原ホーム）の
改築を行います。
●全体事業費見込額：（平成22年度～25年度）2億
9,776万5千円 

●24年度の経費：母子生活支援施設建設工事費、工
事監理業務委託料

18 幼稚園就園奨励費
  【担当：子育て支援課】 8,185万8千円
　幼稚園教育の一層の普及・充実および保護者の負担
を軽減するため、満3歳以上の子どもを幼稚園に通園
させている保護者の方へ入園料や保育料を助成します。
当該年度の市町村民税所得割課税額が父母合算で
211,200円以下の世帯が対象です。 
●経費：幼稚園就園奨励費補助金

19 すこやか子育て支援事業費（幼稚園）
  【担当：子育て支援課】 3,515万2千円
　幼稚園教育の一層の普及・充実および保護者の負担
を軽減するため、満3歳以上の子どもを幼稚園に通園
させている保護者の方へ入園料や保育料を助成します。
（県の補助事業） 
●経費：すこやか子育て支援事業費補助金
●補助内容：所得税非課税世帯～1/2補助。所得税課
税世帯～1/4補助。

20 すくすく子育て幼稚園保育料支援事業費
  【担当：子育て支援課】 1,830万円
　幼稚園教育の一層の普及・充実および保護者の負担
を軽減するため、満3歳以上の子どもを幼稚園に通園
させている保護者の方に支援金を交付しています。
●経費：すくすく子育て幼稚園保育料支援金
●補助内容：年額24,000円
　（途中入退園の場合は、
　　月額2,000円）

⑷　次代を担う子どもの成長を支える学校教育

21 奨学金貸付事業費
  【担当：学校教育課】 2,705万8千円
　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。高校生月額2万円、
高専生月額2万5千円、専門学校生、短期大学生または
大学生月額4万5千円を上限に借りることができます。
貸与人員は、高校生20人（うち新規貸付10人）、大学生
等42人（うち新規貸付13人）、計62人です。 
●経費：奨学金貸付金、奨学選考委員報酬等

22 ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付事業費
  【担当：学校教育課】 3,498万円
　平成21年度から30年度まで実施する奨学金制度（無
利子貸付）です。卒業後に能代山本地域に居住した場合
は、貸付金の返済の一部（最大1/2）が免除されます。
専門学校、短期大学、大学または大学院への進学者が
対象で、月額4万5千円を上限に借りることができます。
貸与人員は、大学生等65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）です。 
●経費：ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金

23 不登校児童生徒対策事業費
  【担当：学校教育課】 329万6千円
　児童生徒支援アドバイザーおよび適応指導教室指導
員各1人を配置し不登校児童生徒への支援を図ります。
また、Q－Uテストを小学6年～中学2年生まで実施し
ます。 
●経費：児童生徒支援アドバイザー・適応指導教室
指導員賃金、Ｑ－Ｕテスト手数料等

24 特別支援教育支援員設置事業費
  【担当：学校教育課】 1,146万9千円
　特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支援員
を11人配置します。 
●経費：特別支援教育支援員賃金、研修旅費等
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25 特別支援教育支援員設置事業費（緊急雇用）
  【担当：学校教育課】 1,362万4千円
　特別支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支援員
を11人配置します。 
●経費：特別支援教育支援員賃金、参考図書購入費等

26 新規　防災教育費
  【担当：学校教育課】 66万8千円
　津波・地震など災害発生時の実践的な防災教育のた
めの、防災教育担当者の研修および小中学校へ標高表
示看板を設置します。 
●経費：標高表示看板製作設置委託料、研修会講師
謝礼等

27 要保護及び準要保護児童生徒援助費（小・中学校）
  【担当：学校教育課】 8,232万8千円
　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、医療費および学校給食費などを援助します。

28 振興費（小・中学校）
  【担当：学校教育課】 6,987万8千円
　教材、教育用ソフト、コンピュータ関連備品、学校
図書、ブラスバンド用楽器の購入などを行います。

 29 新規　プール改築事業費（第五小学校・浅内小学校）
  【担当：教育総務課】 1,415万3千円
　教育環境改善のため、第五小学校と浅内小学校の老朽
化したプールの改築を進めます。平成24年度中の着工
と、25年度の供用開始を目指します。
●経費：プール設計業務委託料等

⑸　子どもも大人も心と体の健康づくり
 

30 保健センター健診事業費
  【担当：健康づくり課】 6,089万7千円
　特定健康診査などを行うことにより、病気の早期発
見や早期治療のほか生活習慣の改善を促します。
●経費：健診業務委託料、胃Ｘ線撮影装置修繕料等

31 がん対策強化推進事業費
  【担当：健康づくり課】 7,402万5千円
　各種がん検診の実施、制度周知、受診勧奨などを行い、
早期発見・早期治療によりがんによる死亡者の減少を目
指します。
●経費：山本組合総合病院、秋田社会保険病院等へ
のがん検診業務委託料

 

32 母子保健事業費
  【担当：健康づくり課】 3,606万3千円
　妊娠中の母体と胎児の異常の早期発見・早期対応を
図るため、妊婦健康診査費用の助成などを行います。
妊婦健康診査の一般健診は、14回助成し経済的負担の
軽減を図っています。 
●経費：妊婦健康診査委託料（一般健診14回、子宮頸
がん検診1回、歯科健診1回）等

33 予防接種費
  【担当：健康づくり課】 1億763万1千円
　発症防止や症状の軽減、病気のまん延化を防止する
ため、二種混合、三種混合、ポリオ、麻しん風しん混
合、高齢者インフルエンザ、日本脳炎、ＢＣＧ、子宮
頸がん、ヒブワクチンなどの予防接種を行います。
●経費：予防接種委託料、ポリオワクチン購入費、
予防接種券・乳幼児健康手帳印刷費

⑹　地域で活躍する元気な高齢者

 34 老人福祉施設委託費
  【担当：長寿いきがい課】 1,319万円
　高齢者が家庭内で養護を受けることが困難な場合、
必要な施設へ入所措置を行い、高齢者の福祉増進を図
ります。
●経費：養護老人ホームやまもと（三種町）、養護老
人ホーム松峰園（秋田市）への委託費

35 軽度生活援助事業費
  【担当：長寿いきがい課】 1,436万円
　65歳以上の高齢者のみの世帯などを対象に利用券を
交付し、草取りや除雪など、日常生活上の軽易な作業
の援助を行います。 
●経費：軽度生活援助委託料等

 36 新規　元気・交流200円バス事業費
  【担当：長寿いきがい課】 745万8千円
　平成24年10月から65歳以上の高齢者を対象に、1乗
車200円でバスに乗れる乗車券を交付します。  
●経費：200円バス乗車券利用委託料等

37 新規　地域支え合い高齢者等見守り事業費（緊急雇用）
  【担当：長寿いきがい課】 849万1千円
　能代地域の65歳以上の高齢者のみの世帯などへの見
守りおよび地域生活を支援するための巡回相談員を配
置します。また、救急搬送などの緊急時に対応するた
めの救急医療情報キットを配布します。 
●経費：地域支え合い高齢者等見守り事業委託料
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 38 新規　救急医療情報キット等配布事業費
  【担当：長寿いきがい課】 65万円
　二ツ井地域の65歳以上の高齢者のみの世帯へ、救急
搬送などの緊急時に対応するための救急医療情報キッ
トを配布します。
●経費：救急医療情報キット購入費

39 二ツ井ふくし会補助金等
  【担当：長寿いきがい課】 1,237万1千円
　特別養護老人ホームよねしろ建設による借入金の償
還に対する助成などです。
●補助金総額見込額：（平成8年度～27年度）3億1,364
万円

 40 能代山本広域市町村圏組合負担金
  【担当：総合政策課】 3,738万5千円
　能代山本地域の市町で構成する能代山本広域市町村
圏組合が運営する高齢者交流センター「おとも苑」の運
営費負担金などです。

⑺　地域で社会で自立する障がい者

 41 障害者自立支援介護給付費等事業費
  【担当：福祉課】 8億5,295万2千円
　障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を
営むことができるように、介護給付費などを支給します。
●主な事業：居宅介護、生活介護、施設入所支援、
自立訓練、就労継続支援

42 地域生活支援事業費
  【担当：福祉課】 2,235万2千円
　障がいのある方が自立した日常生活または社会生活
を営むことができるように、利用者の状況に応じたサ
ービスを提供します。 
●主な事業：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

43 特別障害者手当等給付費
  【担当：福祉課】 2,745万2千円
　身体または精神に著しく重度の障がいのある方など
に支給されます。 特別障害者手当（20歳以上の方）、障
害児福祉手当（20歳未満の方）、経過的福祉手当があり
ます。

44 障害者自立支援医療費
  【担当：福祉課】 6,519万1千円
　心身の障がいを除去・軽減するための医療にかかる医
療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。じ
ん臓機能障がいにより人工透析を行った場合などの医
療費助成です。

45 障害者補装具費
  【担当：福祉課】  1,479万3千円
　身体障がい者の日常生活または社会生活の向上を図
るため、身体機能を補う用具の支給や修理を行います。
また、身体障害者手帳に該当しない難聴児に補聴器購
入費の助成を行います。 

⑻　ふるさとの誇りを受け継ぐ文化・芸術

46 市史編さん事業費
  【担当：総務課】 1,800万8千円
　収集した歴史資料をもとに、旧市の歴史を文献として
後世へ引き継ぐため、「通史編Ⅱ　近世」を刊行します。 
●経費：「通史編Ⅱ　近世」印刷製本費、編集委員長・
編さん委員報酬、パート職員賃金、編集委員・校
閲割付謝礼等

47 新規　秋田県国民文化祭推進事業費
  【担当：生涯学習・スポーツ振興課】 41万9千円
　平成26年度に秋田県で開催される国民文化祭を見据
え、24年度開催地の徳島市を視察します。
●経費：視察旅費

48 文化会館主催事業業務委託費
  【担当：文化会館】 500万円
　市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、良質の
芸術・文化を提供します。 
●経費：主催事業業務委託料（主催事業６本）

⑼　だれもが気軽に楽しめるスポーツ

49 能代山本広域市町村圏組合負担金
  【担当：総合政策課】 1億1,150万2千円
　能代山本広域市町村圏組合が運営する能代山本スポ
ーツリゾートセンター「アリナス」の運営費負担金など
です。 

50 体育施設管理運営費
  【担当：生涯学習・スポーツ振興課】 1億6,857万9千円
　総合体育館などのスポーツ施設を指定管理者に委託
します。また、利用者のニーズ（競技力向上や健康志向
など）に対応するため施設整備を行います。
●経費：総合体育館等スポーツ施設指定管理料、総
合体育館体育場・軽運動場・格技場床塗装工事等

51 新規　ソフトボール場整備事業費
  【担当：生涯学習・スポーツ振興課】 2,266万4千円
　落合三面球場（C球場）をソフトボール場（2面）として
整備します。 
●経費：整備工事費、測量・設計・監理委託料



わかりやすい予算書　24.4.108

①
輝
き
と
ぬ
く
も
り
の
ま
ち
・
②
元
気
と
う
る
お
い
の
ま
ち

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ

⑽　認め合い支え合う社会づくり

52 男女共同参画社会推進費
  【担当：市民活力推進課】 63万4千円
　男女が個性と能力を発揮することにより、多様性に
富んだ活力ある社会を実現するための活動を行います。
●経費：男女共同参画月間記念事業の開催、国立女
性教育センターへの研修旅費及び受講料等 

53 日本語学習ふれあい交流支援事業費
  【担当：市民活力推進課】 166万2千円
　日本語を母国語としない人への日本語講座や日本語
指導ボランティア養成講座を開催します。 
●経費：日本語講座、日本語指導ボランティア養成
講座の講師・協力員への謝礼等　　　

54 人権啓発活動事業費
  【担当：市民活力推進課】 74万4千円
　人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得す
ることができるよう活動を行います。
●経費：人権の花運動用のプランター・花の苗等の
購入費、子どもへの暴力防止講座の開催

２ 元気とうるおいのまち
⑴　環境を核とした活力ある産業創出

55 バイオマスタウン構想推進事業費
  【担当：環境衛生課】 129万4千円
　地域のバイオマス（生物由来の資源）を利用した新た
な環境産業の創出のための農業残渣、生ごみ利活用、木
質バイオマス利活用調査研究を行います。
●経費：農業残渣利活用研究・生ごみ利活用研究・
木質バイオマス利活用研究委託料、BDFバス借上
料等

56 みなと祭り補助金
  【担当：商工港湾課】 110万円
　能代港に対する親しみを増し、能代港利活用への理
解を深めるため、能代みなと祭り実行委員会へ助成し
ます。

57 能代港改修事業費負担金
  【担当：商工港湾課】 750万円
　秋田県が実施する重要港湾改修事業（能代港外港地区
北防波堤改良事業）に対し、事業費の5％を負担します。

⑵　雇用を産み出す企業立地

 58 企業開発費
  【担当：商工港湾課】 1,100万1千円
　企業誘致推進員を置き、県企業立地事務所と連携し、
企業誘致活動を展開します。
●経費：企業誘致推進員賃金、企業訪問旅費、雇用
奨励金等

 59 中小企業融資あっせん等事業費
  【担当：商工港湾課】 4億755万4千円
　中小企業の事業資金を低利で貸付します。保証料は、
全額市が負担します。融資限度額は1,500万円です。
また、小規模企業については、利子の半分を2年間助
成します。 
※融資窓口は市内金融機関です。市は制度運用資金の
一部を金融機関に預け入れしています。
●経費：中小企業融資あっせん預託金、貸付金の保
証料補給金、貸付金の利子補給金

 60 東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費補助金
  【担当：商工港湾課】 6,400万円
　秋田県の東北地方太平洋沖地震復旧支援資金に係る
利子の一部を助成します。利子補給期間は借入日から
2年間、利子補給額は利子分全額。（年利1.50％）

⑶　力強くて持続する農業

 61 新規　秋田県種苗交換会事業費補助金
  【担当：農業振興課】 3,500万円
　第135回秋田県種苗交換会を開催するため、能代市、
山本郡各町、JAあきた白神、JA秋田やまもと、能代商
工会議所等により組織される秋田県種苗交換会能代市協
賛会（仮称）に対し助成します。 

 62 新規　秋田県種苗交換会事業費（緊急雇用）
  【担当：農業振興課】 348万8千円
　第135回秋田県種苗交換会の各種催事を円滑に行う
ため、準備業務等を委託します。
●経費：秋田県種苗交換会準備等業務委託料

 63 あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金
  【担当：農業振興課】 7,390万1千円
　認定農業者や集落営農組織等を対象に、高品質な戦
略作物の生産拡大に取り組む農業者の経営の複合化に
必要な農業機械・設備等の導入に対して助成します。
対象費用の1/3を県が助成し、1/10を市
が助成します。（戦略作物のねぎ、みょ
うが、山ウド、アスパラ、キャベツを
導入する場合の市の補助率は1/6）



わかりやすい予算書　24.4.10 9

②
元
気
と
う
る
お
い
の
ま
ち

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ

64 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金
  【担当：農業振興課】 1,212万4千円
　地域農業再生協議会が行う農業者戸別所得補償制度
の推進などに要する経費を助成します。 

 65 新規　あきた白神農業協同組合カントリー
エレベーター利用向上対策補助金

  【担当：農業振興課】 570万円
　カントリーエレベーターの利用農家の負担を軽減し
ます。

66 新規　不作付け水田等再生活用事業費補助金
  【担当：農業振興課】 40万円
　農業者の減少・高齢化により作付けしていない農地
の再生作業を行う農業者を支援します。

 67 農地・水保全管理支払交付金事業費
  【担当：農業振興課】 4,249万8千円
　地域の農業者以外の多様な主体の参加を得て農地・
農業用水などの適切な保全管理への取り組みに対し助
成します。

 68 能代地区国営総合農地開発事業受益者負
担軽減対策費補助金

  【担当：農業振興課】  1,991万1千円
　能代地区国営総合農地開発事業による受益者の負担
軽減を図るため能代地区土地改良区へ助成するもので
す。 
●全体事業費見込額：（平成2年度～26年度）12億
3,962万5千円

⑷　山・川を生かす林業・木材産業・水産業

 69 松くい虫対策事業費
  【担当：林業木材振興課】 4,284万円
　松林を保護するため、松くい虫対策として現況調査
（黒岡地区ほか、面積180ha）、伐倒駆除（檜山地区ほか、
材積840㎥）、薬剤散布（檜山城址、面積7ha）、樹幹注
入（28本）を行います。 

 70 林道西ノ沢小滝線開設事業費
  【担当：林業木材振興課】 6,350万円
　水源涵養機能の維持増進および森林整備のための林業
車両の運行、間伐材など運搬車両の通行に供するため森
林管理道を整備するものです。
●全体事業費見込額：（平成16年度～26年度）5億
9,632万円。総延長4,700ｍ

●経費：林道開設工事（延長713ｍ）、実施設計委託
料等

 

71 森林整備事業費
  【担当：林業木材振興課】 3,471万5千円
　市有林の適正管理のため、除間伐や林道の管理を行
います。
●経費：市有林保育事業委託料（枝打、間伐、作業道
開設）、森林国営保険料等

72 新規　森林資源供給基地整備事業費
  【担当：林業木材振興課】 1,200万円
　重点的に木材生産に取り組み、森林を面的に集約す
ることで団地化し、林地残材も含めた森林資源の供給
基地を整備します。 
●経費：森林資源供給基地整備事業費補助金

73 新規　地場産材供給促進事業費（緊急雇用）
  【担当：林業木材振興課】 990万5千円
　東日本大震災の被災地を中心とした県外の木材需要
などの情報収集を図るとともに、住宅の建築用部材の
品揃えについて情報発信します。  
●経費：地場産材供給促進事業業務委託料

⑸　まちのにぎわいをつくり出す商業

74 空き店舗流動化支援事業補助金
  【担当：商工港湾課】 704万円
　空き店舗の利活用を促進し、その流動化を図るため、
空き店舗の取得者や賃借者へ助成します。
 ①空き店舗の取得に関する助成
取得物件の店舗部分の登録免許税相当額（上限20万
円）と固定資産税相当額を最大24カ月間助成（上限
:12カ月あたり5万円） 

②空き店舗の改装に関する助成
改装費の1/2（上限:重点地域120万円、その他地区
100万円、または3万円/㎡の低い方） 
③空き店舗の賃借に関する助成
賃借物件の賃借料の1/2を最大24カ月間助成（月額上
限:重点地域3万円、その他地区2万5千円）
 ④空き店舗の賃貸に関する助成
賃貸物件の店舗部分の固定資産税相当額を最大24か
月間助成（上限:12カ月あたり5万円）

75 能代街なか商業情報発信調査事業費（緊急雇用）
  【担当：商工港湾課】 652万6千円
　街なかへの誘客を促すため、商業者団体と連携し、
積極的な事業主の情報発信を支援します。  
●経費：臨時職員賃金、チラシ作成・折込料、複合機
カウント料等



76 新規　のしろ木工品市場事業費（緊急雇用）
  【担当：林業木材振興課】 665万1千円
　能代の木工品を一堂に展示販売できる場所を設置す
るとともに、出張展示販売を実施し、木都能代の木工
品を宣伝します。 
●経費：のしろ木工品市場事業業務委託料

⑹　豊かな自然とその恵みを活かす観光

 77 新規　旧金勇保存改修事業費
  【担当：総合政策課】 486万8千円
　旧金勇保存改修工事のための実施設計業務を委託し
ます。
●経費：旧金勇保存改修工事実施設計委託料

 

78 行事観光支援費
  【担当：観光振興課】 2,315万4千円
　誘客促進を図るため、各種イベントに助成するほか、
地域の観光振興に取り組む観光協会を支援します。
●経費：おなごりフェスティバル補助金、能代港ま
つり花火大会会場設営費補助金、こども七夕補助
金、能代観光協会補助金、二ツ井町観光協会補助
金等

 

79 大館能代空港利用促進事業費
  【担当：観光振興課】  1,625万5千円
　大館能代空港の利用者増加を図るため、市民などが
大館能代空港を利用した際に片道5千円を助成します。 
●経費：大館能代空港利用助成金、大館能代空港利
用促進協議会負担金等

 

80 新規　道の駅ふたつい観光強化事業費
  （緊急雇用）
  【担当：観光振興課】 268万3千円
　道の駅ふたついの観光機能を強化するため、ホーム
ページ等による情報発信、各種案内チラシの作製など
総合的な観光業務を行います。
●経費：道の駅ふたつい観光強化業務委託料

 

81 新規　観光案内所設置等事業費（緊急雇用）
  【担当：観光振興課】 568万8千円
　観光振興のため観光案内所を設置し、ホームページ
などによる情報発信、列車内でのPRなどを行います。  
●経費：観光案内所設置等業務委託料

 

82 新規　地域資源活用観光力向上事業費
  （緊急雇用）
  【担当：観光振興課】 257万2千円
　米代川カヌー体験イベントを発展させ、観光客など
を対象とした営業に結びつけるための基盤づくりを行
います。
●経費：地域資源活用観光力向上業務委託料

 83 新規　大型七夕復活推進事業費（緊急雇用）
  【担当：観光振興課】  861万7千円
　大型の能代七夕を復活し、市民、観光客が一緒に参
加できるイベントとして地域活性化につなげるため準
備します。  
●経費：大型七夕復活事業業務委託料

84 新規　きみまち阪公園休憩所等施設整備費
  【担当：建設課】  2,385万4千円
　きみまち阪の来園者に喜ばれ、より一層の誘客を図
るため、売店などの機能を持たせた休憩所を整備します。
●経費：休憩所等施設整備工事、実施設計委託料、
遊具設置・撤去工事

⑺　自然と共生し地域で支える環境保全

85 一般環境調査費
  【担当：環境衛生課】 429万1千円
　一般環境調査業務委託（水質調査、大気調査、生物調
査、土壌調査）および騒音振動調査業務委託などを行い
ます。  
●経費：一般環境調査業務委託料、騒音振動調査業
務委託料、地下水水質検査手数料等

 

86 下水道事業会計繰出金
  【担当：環境衛生課】 2,400万円
　能代産業廃棄物処理センターの処理水を公共下水道
で受け入れることに伴い、下水道使用料相当額などを
繰出します。
 

87 新規　再生可能エネルギー導入促進事業費
  【担当：商工港湾課】   1,963万3千円
　再生可能エネルギーの導入に取り組みます。 
●経費：再生可能エネルギービジョン策定業務委託
料、再生可能エネルギー発電事業化調査業務委託料

⑻　資源を大切にし社会を持続できる衛生環境

88 能代山本広域市町村圏組合負担金
  【担当：総合政策課】 6億9,630万7千円
　能代山本広域市町村圏組合が運営するごみ・し尿処
理施設の負担金です。 
●経費：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等負担金、公債
費負担金

 

89 指定ごみ袋等管理費
  【担当：環境衛生課】 2,925万8千円
　指定ごみ袋印刷や販売店の手数料、保管配達業務委
託料などの費用です。
●経費：指定ごみ袋印刷製本費、証紙取扱手数料等
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 90 日影沢最終処分場管理費
  【担当：環境衛生課】 2,658万1千円
　運転管理委託料、水質分析手数料、埋立地重機借上
料等最終処分場の維持管理に係る費用です。
●経費：日影沢最終処分場運転管理委託料、水質分
析業務手数料等

 

91 リサイクルセンター管理費
  【担当：環境衛生課】 1,596万8千円
　資源化物分別保管委託料、運転管理委託料などリサ
イクルセンターの維持管理に係る費用です。
●経費：資源化物分別保管業務委託料、リサイクル
センター運転管理委託料等

 

92 北秋田市周辺衛生施設組合負担金
  【担当：環境衛生課】  4,715万2千円
　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％）です。 
 

３ 安全と安心のまち
⑴　安全な暮らしを守る防災・防犯体制

 93 新規　防災対策設備等整備事業費
  【担当：総務課】 1,734万9千円
　災害に強い防災体制を整えるため、公用車の配備や放
送機器設置、避難路確保、避難施設の機能向上などの対
策を行います。
●経費：毛布・非常食・飲料水等備蓄品購入、避難
施設への特設公衆電話整備、防災用公用車の購入
等

94 防災行政無線（固定系）施設整備事業費
  【担当：総務課】 1億9,592万7千円
　二ツ井地域防災行政無線のシステムに能代地域の安
全情報伝達施設を統合し、未整備地域への子局増設を
行い、平成26年度までに市内全域に防災行政無線を整
備します。
●全体事業費見込額：（平成23年度～26年度）5億
4,909万6千円

 ●24年度の経費：防災行政無線施設整備工事、工事
監理業務委託料

95 防災行政無線難聴地域対策事業費
  【担当：総務企画課】 543万8千円
　二ツ井地域防災行政無線の難聴地域を解消するため、
子局増設などの工事を行います。  
●全体事業費見込額：（平成22年度～24年度）1,880万
3千円

●24年度の経費：二ツ井地域防災行政無線難聴対策
子局増設工事

 96 交通安全施設費
  【担当：道路河川課】 2,229万2千円
　市道の交通安全施設（区画線、カーブミラーなど）の
設置、維持管理を行います。
●経費：交通安全施設工事（区画線、道路反射鏡、照
明灯）、道路照明灯電気料、道路照明灯修繕等

 

97 街灯費
  【担当：道路河川課】 4,379万7千円
　街灯（防犯灯）の設置、維持管理を行います。 
●経費：街灯電気料、街灯修繕料、街灯新設工事

98 能代山本広域市町村圏組合負担金
  【担当：総合政策課】 10億4,797万5千円
　能代山本広域市町村圏組合の消防本部や消防署の運
営費、消防施設の整備費などの負担金です。

99 消防団員費
  【担当：総務課】 3,520万4千円
　地域の防災力向上のため、能代市消防団の活動を推
進します。
●経費：消防団員報酬、費用弁償、競技用ホース購
入費等

 

100 消防施設維持補修費等
  【担当：総務課、総務企画課】 1,325万4千円
　消防施設の維持管理および老朽化などに伴う防火水
槽の解体工事などを行います。
 ●経費：消防用ホース購入費、防火水槽解体工事費
（小掛、中和）等

101 消防ポンプ車購入費
  【担当：総務課】   2,014万5千円
　老朽化した消防ポンプ自動車の更新を行います。
●経費：能代第12分団（常盤）の消防ポンプ車更新1
台

102 小型動力ポンプ積載車等購入費
  【担当：総務課、総務企画課】    　1,387万1千円
　老朽化した積載車と小型動力ポンプの更新を行いま
す。
●経費：積載車更新2台～能代第11分団（河戸川班）、
能代第12分団（四日市班）。小型動力ポンプ更新4
台～能代第9分団（小沢口班）、能代第11分団（黒岡
班）、二ツ井第2分団（小繋班）、二ツ井第5分団（仁
鮒班）
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103 車庫兼休憩所新築事業費
  【担当：総務課、総務企画課】 2,964万9千円
　老朽化した車庫兼休憩所の新築、消防器具置場の改築
を行います。
●経費：車庫兼休憩所新築工事：二ツ井第6分団（き
みまち班、高岩班）、消防器具置場改築工事：能代
第15分団（荷八田班、築法師班）、工事設計委託料
等

104 新規　耐震性貯水槽整備事業費
  【担当：総務課、総務企画課】 4,382万1千円
　災害時に消防用水利を確保するため、耐震性貯水槽を
整備します。
●経費：耐震性貯水槽設置工事（富根、小掛、大須
賀）、工事設計委託料等

105 新規　耐震診断業務委託費
  【担当：教育総務課】 490万8千円
　施設の安全性を確保するため、耐震診断を行います。
●経費：中央公民館及び文化会館耐震診断業務委託
料

⑵　機能的で利用しやすい道路・交通ネットワーク

106 生活バス路線等維持費対策事業費
  【担当：商工港湾課】 7,173万1千円
　自動車を利用できない人などの交通手段を確保するた
め、一定の基準に基づき赤字路線バスに対して補助金を
交付し、路線バスの運行維持を図ります。また、市街地
の活性化などを目的として、市街地巡回バス「はまなす
号」の運行を委託します。
●経費：生活交通路線維持費補助金、生活バス路線
維持費補助金、マイタウンバス運行費補助金、市
街地巡回バス運行委託料

107 道路維持費
  【担当：道路河川課、建設課】 1億1,645万3千円
　市道の維持管理を行います。
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①温泉１号線（道路舗装補修工事）　長さ：133ｍ

字亀谷地字亀谷地

字下釜谷地字下釜谷地

字古悪土字古悪土
字上釜谷地字上釜谷地

字下悪土字下悪土

字古釜谷地字古釜谷地

落合落合

朴瀬

久喜沢

国見
朴瀬

久喜沢

字国見字国見

②竹生国見線（道路舗装補修工事）　長さ：1,160ｍ

字下大野

緑ヶ丘

字下大野

落合

緑ヶ丘

向能代小学校
文

③緑ヶ丘２号線（道路舗装補修工事）　長さ：69ｍ

第一中学校

市営陸上競技場市営陸上競技場

盤若町

第一中学校

末広町

文

④萩の台線（道路舗装新設工事）　長さ：75ｍ

⑤富根学校通り線（舗装補修工事）　長さ：440ｍ

Ｊ
Ｒ
五
能
線

 

7

205

206

字富根

字前田

字新富根

字高田

字高清水

富根駅

奥羽
本線

字富根

字前田

二ツ井町飛根二ツ井町飛根

字高田

字高清水

富根駅

JR奥
羽本
線

旧富根小学校旧富根小学校

字新富根



108 除排雪対策費
  【担当：道路河川課、建設課】 7,773万2千円
　市道の除排雪や防雪柵の設置・撤去を行います。
●経費：除雪委託料、防雪柵設置・撤去工事、除雪
車運転手賃金等

109 改良事業費
  【担当：道路河川課、建設課】 3,780万円
　道路や側溝の改良工事などを行います。
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落合

落合

①昇平岱５号線（道路改良工事）　長さ：90ｍ

字昇平岱

能代工業高校
第二グラウンド

101

能代大橋

字上悪土

②向能代下浜線（道路改良工事）　長さ：80ｍ

能代大橋

字下前田

字上悪土

101

③下野宝来町線（道路改良工事）　長さ：50ｍ

●
ドラッグ
ストア

北羽新報社●
二ツ井支局　

コンビニ●

字三千苅

字下野

字南陽崎

字長崎
三頭沼

字長崎

④仙遊長根２号線（側溝改良工事）　長さ：82ｍ

字平影野字上野字上野 字平影野

字上野越

コンビニ
●

コンビニ
●

向能代

⑤向能代２号線（側溝改良工事）　長さ：150ｍ

⑥新丁裏通線（舗装補修工事）　長さ：130ｍ

⑦切石山根線（舗装補修工事）　長さ：110ｍ

字家ノ下

JR奥羽本線

字山根

203

字中台

字相善台

二ツ井町仁鮒

二ツ井町

二ツ井町切石
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110 中川原地区整備事業費
  【担当：都市整備課】  1億19万3千円
　中川原地区の道路の拡幅、新設などを行います。
●全体事業年度：平成17年度～27年度
●24年度の経費：道路改良・舗装改良工事、測量設
計業務等委託料、移転等補償費

 111 道路改良事業費（交付金）
  【担当：道路河川課、建設課】 4億1,538万6千円
　交通量の増加や、車両の大型化などに対応するため
の道路改良や流れの悪い側溝の改良を行います。
●経費：道路・側溝改良工事、防雪柵設置工事、測
量設計業務委託料、除雪機械購入等

●その他：国の交付金が決定していないため、予定
している工事ができない場合があります。
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②東能代道地線（側溝改良工事）　長さ：260ｍ

字機織鱈ノ目

字一本木

字宮ノ前

字古川反

字下悪戸

字機織鱈ノ目

字一本木

字宮ノ前

字古川反

字下悪戸

JR奥
羽本
線

150

③元町1号線（外歩道改良工事）　長さ：260ｍ

能代北高等学校

元町

追分町 南元町

富町

字
中
川
原

能代駅

Ｊ
Ｒ
五
能
線

能
代
商
工
会
館

205

④豊久線（防雪柵設置工事）　長さ：260ｍ

字館下
字久喜沢

久喜沢集会所
●

久喜沢集会所
●

64

⑤切石大林線（舗装修繕工事・防雪柵設置工事）　長さ：240ｍ

字大林

字下新田

JR奥羽本線

字鳥野上岱

字仙子森

字新大林
二ツ井町飛根

7

⑥鬼神中央線（道路修繕工事）　長さ：270ｍ

字鬼神前田

二ツ井町仁鮒二ツ井町小掛

字上ミ山
カ

字
堰
根
台

字下悪戸

203

東能代駅東能代駅

①材木町東能代線（側溝改良工事）　長さ：100ｍ

字下悪戸

字中悪戸

JR五能線

字仁井田白山

字中坪

二ツ井町

字下野

二ツ井中学校
文

字三千苅

●
二ツ井伝承
ホール

●
ドラッグ
ストア

⑥中坪地区（排水対策工事）　長さ：67ｍ



⑶　効果的で調和のとれた土地利活用

112 地籍調査費
  【担当：財政課、総務企画課】  957万2千円
　能代地域の地籍調査の訂正および二ツ井地域の地籍調
査を行います。
●経費：能代地域：地図修正・測量委託料、二ツ井
地域：地籍調査測量委託料等

 113 新規　能代街なか商店街景観改修モデル
  事業費
  【担当：商工港湾課】 1,010万4千円
　中心市街地の拠点施設の景観改修モデル工事などを
行います。
●経費：市民プラザ・畠町新拠点景観改修工事、看
板設置業務委託料等

 114 新規　能代街なか商店街景観改修補助金
  【担当：商工港湾課】 500万円
　中心市街地活性化重点区域に含まれる商店街の大通
りに面した建物を対象に、街なかの景観向上によるイ
メージアップなどのため、壁面木質化改修、シャッタ
ー塗装、日除けテント新設などに要する経費の1/2を
50万円を限度に助成します。

⑷　快適で暮らしやすい住環境

 115 辺地共聴施設整備事業費補助金
  【担当：地域情報課】 1,987万9千円
　地上デジタルテレビ放送の難視聴地域解消を図るた
め、総務省の共聴施設整備事業を行う団体などへ助成
します。
●経費：辺地共聴施設整備事業費補助金（大柄地区）

 116 水道事業会計繰出金
  【担当：財政課】 1,056万4千円
　上水道第二期拡張事業に係る消火栓施設相当分、山
瀬ダム建設費負担分、鶴形簡易水道更新事業に係る公
債費償還分を水道事業会計へ繰出します。

 117 新規　給水装置工事資金融資あっせん費
  【担当：上下水道整備課】 32万4千円
　井戸などの使用者が上水道などに切替する費用を市
内金融機関へ融資あっせんし、その利息を助成します。
●経費：給水装置工事資金利子補給費補助金

 118 簡易水道事業特別会計繰出金
  【担当：上下水道整備課】 2,815万5千円
　富根地区、仁鮒地区、二ツ井・荷上場地区簡易水道
事業に要する経費（簡易水道施設の整備費、公債費など）
の一部を一般会計で負担します。
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⑦大町立町線（道路修繕工事）　長さ：150ｍ

字大川反

字家後

響郵便局

米代川

字大川反

字家後

二ツ井町仁鮒

響郵便局

米代川

203

羽立

飛根
富根

旧富根小学校
●
富根郵便局

能代警察署
富根駐在所
●

⑧富根本線（道路修繕工事）　長さ：850ｍ

羽立

飛根

●
富根郵便局旧富根小学校

文

能代警察署
富根駐在所

●
富根

⑨種寺町線（道路修繕工事）　長さ：200ｍ

字熊野堂前

二ツ井町種

字柳田

字上田面

字町の下字町の下

字上田面

字上古館

熊野神社 202

⑩小掛苅又石線（道路修繕工事）　長さ：300ｍ

字岩下
字下田表

字鍛冶沢

小掛会館
●

小掛会館
●

字沢田

字払川

203
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119 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金
  【担当：上下水道整備課】 3,495万5千円
　能代地域において個人設置型の浄化槽を設置しよう
とする方に、費用の一部を助成します。 

120 農業集落排水事業特別会計繰出金
  【担当：上下水道整備課】 1,082万3千円
　浜浅内地区の農業集落排水事業に要する経費（農業集
落排水施設の維持管理費、公債費）の一部を一般会計で
負担します。 

121 浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出金
  【担当：上下水道整備課】 5,560万1千円
　市町村設置型の浄化槽整備事業に要する経費（市町村
設置型浄化槽の整備費、公債費など）の一部を一般会計
で負担します。 

122 檜山川運河改修事業費
  【担当：道路河川課】 5,090万円
　檜山川運河の拡幅整備を行うものです。 
●全体事業年度：平成5年度～28年度
●24年度の経費：中川原2号橋架替工事（上部工設
置）、建物工損調査委託料等

123 下水道事業会計繰出金等
  【担当：上下水道整備課】 6億1,027万2千円
　公共下水道事業に要する経費（公共下水道施設の維持
管理費、公債費など）の一部を一般会計で負担します。 
●経費：下水道事業会計繰出金、下水道事業会計出
資金

124 新規　緑の基本計画策定事業費
  【担当：都市整備課】 798万円
　能代市の緑地の保全や緑化の推進に関して、その将
来像、目標、施策などを定める基本計画を策定します。 
●経費：緑の基本計画策定委託料

125 市営住吉町住宅建替事業費
  【担当：都市整備課】 3,258万9千円
　母子生活支援施設を建設するため、旧住宅棟の解体
工事などを行います。 
●全体事業年度：平成19年度～25年度
●24年度の経費：市営住吉町住宅解体工事、入居者
移転補償費等

126 市営住宅耐震診断事業費
  【担当：都市整備課】 1,107万円
　市営住宅の耐震性を診断し、必要に応じ耐震補強工
事を行います。
●全体事業年度：平成22年度～24年度
●24年度の経費：耐震診断業務委託料（向ヶ丘住宅
M1棟～M5棟・集会所、芝童森住宅S1棟・S3棟・
集会所、山根住宅11号～20号）

127 公営住宅等長寿命化事業費
  【担当：都市整備課】 1億250万3千円
　予防保全的な改修などを行い、公営住宅などの耐久
性向上や長寿命化を図ります。
●全体事業年度：平成23年度～31年度
●24年度の経費：大瀬住宅Ａ1棟外壁・屋根・給湯
設備改修工事、山根住宅・高丘住宅給湯設備・水
洗化工事等 

 128 住宅リフォーム緊急支援事業費
  【担当：都市整備課】 8,006万1千円
　住宅投資による経済の活性化を図るとともに、既存
住宅の耐久性・耐震性の向上など市民が安全・安心し
て快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を支援
します。50万円以上の増改築・リフォーム工事である
こと、平成25年3月29日までに完了する工事であるこ
となどを条件に、対象工事の10％（上限20万円）を助成
します。
●経費：住宅リフォーム緊急支援補助金等

⑸　安心でき健康を保てる医療体制
 

 129 福祉医療費
  【担当：市民保険課】 4億2,472万9千円
　県の制度に基づき、一定の所得要件を満たす家庭の
乳幼児、心身障がい者、ひとり親の子どもを対象に、
医療費の自己負担の一部を助成します。平成24年8月
からは“乳幼児”を“小学生”まで拡大し、所得制限
基準額が引き上げられます。また、市では県の制度とは
別に、所得要件で該当にならない乳幼児も医療費の自
己負担の一部を助成します。

130 能代山本広域市町村圏組合負担金
  【担当：総合政策課】 1,521万5千円
　能代山本広域市町村圏組合が実施する救急医療対策事
業の負担金です。
●経費：在宅当番医制運営事業費負担金、病院群輪
番制病院運営事業費負担金
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 131 山本組合総合病院放射線治療装置等導入費補助金
  【担当：健康づくり課】 1,159万6千円
　山本組合総合病院の放射線治療装置および治療計画
用ＣＴ装置の導入費に対する補助金です。
●全体事業費：（平成20年度～24年度）5,798万2千円

132 新規　能代山本医師会病院増改築事業費補助金
  【担当：健康づくり課】 1億1,137万円
　平成24年度から25年度にかけて行われる能代山本医
師会病院の増改築に対する補助金です。
●全体事業費見込額：（平成24年度～25年度）1億
2,810万円

⑹　不安のない生活を支える社会保障制度

 133 働きながら資格をとる介護雇用プログラ
ム事業費（緊急雇用）

  【担当：長寿いきがい課】 2,429万9千円
　仕事を探している人に、養成機関での受講時間も含
めて給与を支払い、働きながら介護資格を取得できる
事業です。
●経費：働きながら資格をとる介護雇用プログラム
事業委託料

134 国民健康保険特別会計繰出金
  【担当：市民保険課】 5億1,202万9千円
　国民健康保険制度に必要な経費（保険基盤安定分・出
産育児一時金分・財政安定化支援分・事務費分など）を
繰出します。 

135 後期高齢者医療特別会計繰出金
  【担当：市民保険課】 2億989万1千円
　75歳以上（65歳以上で一定の障がいのある方を含む。）
の全ての方が加入する後期高齢者医療制度に必要な経
費（保険基盤安定分・事務費分・徴収費分）を繰出しま
す。  

136 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金
  【担当：市民保険課】 7億493万6千円
　後期高齢者医療制度に必要な経費（医療給付費負担金、
共通経費負担金）を、秋田県後期高齢者医療広域連合に
支払います。 

137 介護保険特別会計繰出金
  【担当：長寿いきがい課】 8億8,245万7千円
　高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度に必
要な経費（保険給付費分・地域支援事業分・事務費分）を
繰出します。

 

 138 生活保護費
  【担当：福祉課】 18億1,806万7千円
　生活困窮者に困窮の程度に応じて保護費を支給し、
最低限度の生活を保障するとともに自立を援助します。
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、葬祭扶助などがあります。

⑺　効率的で住民サービスに資する行財政基盤

 139 情報化推進費
  【担当：地域情報課】 3,914万6千円
　庁内ネットワーク、職員用パソコンの管理運用を行い
ます。
●経費：庁内システム保守委託料、庁舎間ネットワ
ーク回線料、パソコン・ネットワーク機器リース
料等

140 住民情報システム運用事業費
  【担当：地域情報課】 1億6,483万9千円
　住民情報システムの管理運用を行います。 
●経費：住民情報システム利用料、住民情報システ
ム用パソコンリース料及び新システムデータ移行
料等

141 新規　災害時情報発信体制整備事業費
  【担当：地域情報課】 43万円
　災害時や停電時にもインターネットを通じて情報発
信などができるよう体制を整備します。 
●経費：通信機器及び情報発信用パソコンの購入

142 新規　知事選挙費
  【担当：選挙管理委員会事務局】 1,000万6千円
　平成25年4月19日任期満了に伴う秋田県知事選挙に係
る経費です。

143 長期債元金
  【担当：財政課】  23億5,343万7千円
　市が借り入れた市債（借金）の元金償還費です。 

144 長期債利子
  【担当：財政課】 4億6,658万2千円
　市が借り入れた市債（借金）の利子償還費です。 



【情報編】

 能代市役所連絡先一覧 
能代市役所は、本庁舎と二ツ井町庁舎があり、本庁舎は第一～第五庁舎・公営企業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）
総務部
　総務課  第一庁舎２階 ８９－２１１３
　財政課 〒016－8501　能代市上町1－3 第一庁舎３階 ８９－２１２２
　契約検査課  第五庁舎２階 ８９－２２２２
　税務課  第一庁舎１階 ８９－２１２６
企画部
　総合政策課  第一庁舎２階 ８９－２１４２
　市民活力推進課 〒016－8501　能代市上町1－3 第一庁舎３階 ８９－２２１２
　地域情報課   ８９－２１４６
市民福祉部
　福祉課  第四庁舎１階 ８９－２１５２
　子育て支援課 〒016－8501　能代市上町1－3 第四庁舎２階 ８９－２９４６
　長寿いきがい課   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 第四庁舎１階 ８９－２１５９
環境産業部
　環境衛生課  第三庁舎１階 ８９－２１７３
　商工港湾課  第二庁舎１階 ８９－２１８６
　観光振興課 〒016－8501　能代市上町1－3 第二庁舎２階 ８９－２１７９
　林業木材振興課  第四庁舎１階 ８９－２２５０
　農業振興課  第三庁舎１階 ８９－２１８２
都市整備部
　都市整備課 〒016－8501　能代市上町1－3 第二庁舎１階 ８９－２１９６
　道路河川課  第二庁舎２階 ８９－２１９２
　公営企業管理課 〒016－0817　能代市上町11－26 公営企業庁舎 　上下水道整備課   
二ツ井地域局
　総務企画課   ７３－２１１２
　市民福祉課 〒018－3192　能代市二ツ井町字上台1－1 二ツ井町庁舎１階 ７３－２１１４
　環境産業課   ７３－４５００
　建設課   ７３－５３００
会計課  第一庁舎１階 ８９－２２０６
議会事務局 〒016－8501　能代市上町1－3 議会議事堂２階 ８９－２９２３
選挙管理委員会事務局  第五庁舎３階 ８９－１７６０
監査委員事務局  第四庁舎２階 ８９－２９３２
農業委員会事務局 〒018－3192　能代市二ツ井町字上台1－1 二ツ井町庁舎２階 ７３－４５１５
　能代分室 〒016－8501　能代市上町1－3 第三庁舎１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 〒016－0817　能代市上町4－37 旧渟城第二小学校施設内 ８９－２９４１
　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   ７３－５２８５

住　　　　所 庁 舎 な ど 電話番号

能代市役所本庁舎
位置図

市民体育館

公営企業庁舎 第五庁舎

第二庁舎 第一庁舎

第四庁舎

掲示板

旧渟城第二小学校
けやき公園

：来庁者専用駐車場

国
道
101
号

議会議事堂

第三
庁舎
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