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財政調整基金と減債基金の推移 市債残高と実質市債負担額の推移

300

200

250

150

50

100

0

（億円）

H21 （年度）H22 H23 H24 H25 H26 H27

当初予算額の推移

一般会計 特別会計 企業会計

50 400

200

300

100

0

20

30

40

10

0

（億円） （億円）
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財政調整基金 減債基金 市債残高 実質市債負担額 議会費

総務費
民生費

衛生費

農林水産業費
商工費

土木費
消防費

教育費
公債費

その他

180,000円

90,000円

0円
4,476円

89,809円

175,502円

30,854円 19,254円 17,250円
56,078円

27,082円
45,471円 49,926円

842円

一般会計当初予算

般会計は、293億9,600万円となり、前年度よ
り37億8,500万円（14.8％）増となりました。

これは、庁舎整備事業費や能代球場整備事業費な
どの増によるものです。

別会計全体の予算規模は、163億870万２千
円となり、前年度より５億6,405万６千円

（3.6％）増となっています。これは、国民健康保険
特別会計などの増によるものです。

業会計全体の予算規模（収益的支出と資本的支
出を合わせた支出総額）は、51億7,215万３千円

で、前年度より4,166万４千円（0.8％）減となっていま
す。これは、主に下水道事業会計の減によるものです。

ことしの予算の全体像

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27
年度において、財政調整基金は40億4,099万9千円、
減債基金は15億6,749万７千円となっています。こ
れを合併直後の18年度と比較すると、財政調整基
金は24億6,277万4千円増、減債基金は15億6,694

万５千円増となっています。
　また、市の借金である市債残高は、前年度より
8.5％増となっていますが、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
等で賄わなければならない実質的な市債負担額は、
低く抑えられています。

　 平成27年度当初予算の総額は508億7,685万５千円

件費は、定員適正化計画に基づき職員数は減っ
たものの、国勢調査員の報酬などの増により、前

年度より461万円増加しています。
　扶助費は、子ども・子育て支援事業費（施設型給
付費・委託費）、生活保護費などの増により、前年度
より４億6,216万６千円増加しています。
　物件費は、社会保障・税番号制度システム整備事
業費や図書館指定管理料などの増により、前年度より２
億9,185万１千円増加しています。
　普通建設事業費等は、庁舎整備事業費、能代球
場整備事業費、耐震補強事業費などの増により、28
億7,641万６千円増加しています。

税は、個人市民税や固定資産税などの減により、
前年度より２億143万６千円減少しています。

　地方交付税は、国の地方財政計画で減額になって
いるものの、公債費に対する交付税の増などにより、前
年度より２億円増加しています。
　繰入金は、財政調整基金繰入金、庁舎建設基金
繰入金などの増により、前年度より２億9,193万７千円増
加しています。
　市債は、庁舎整備事業債、能代球場整備事業債な
どの増により、19億7,730万円増加しています。

　 歳出予算の特徴

　 市民１人あたりの予算の使い道は

　 市民１人あたりの予算の使い道

　 歳入予算の特徴

　 財政状況

一般会計 293億9,600万円　　
特別会計 163億　870万2千円
企業会計 51億7,215万3千円
　総　計 508億7,685万5千円

当初予算額

一般会計 293億9,600万円
特別会計
　簡易水道事業 5億5,837万6千円 
　農業集落排水事業 1,429万5千円 
　浄化槽整備事業 1億9,962万7千円 
　浅内財産区 345万3千円 
　常盤財産区 504万7千円 
　鶴形財産区 271万6千円 
　檜山財産区 320万4千円 
　国民健康保険 79億2,437万円 
　後期高齢者医療 6億2,146万1千円 
　介護保険 69億7,615万3千円
企業会計
　水道事業 17億2,627万5千円 
　下水道事業 34億4,587万8千円
総　　計 508億7,685万5千円 

平成２７年度の各会計の当初予算額

※H24年度に下水道事業が特別会計から企業会計へ移行

261.0

自主財源
（28.3％）

依存財源
（71.7％）

義務的経費
（42.7%）

その他
経費

　　（39.1％）

投資的経費
（18.2％）

歳 出 歳 入

総額
293億9,600万円

地方譲与税、地方消費税交付金ほか（4.7％）
　　13億8,509万円

繰入金（3.4％） 9億9,458万円
諸収入（2.3％） 6億6,882万9千円
使用料及び手数料（1.4%） 4億1,130万6千円
繰越金（0.8％） 2億5,000万円
財産収入、寄附金（0.7%） 1億9,663万9千円 
分担金及び負担金（0.3%）1億167万8千円

地方交付税（29.3%） 86億円

市債（16.8％）
　　49億3,900万円
国庫支出金（13.8%）
　　40億6,439万1千円
県支出金（7.1%）
　　20億7,760万1千円

市税（19.4％）
57億688万6千円

扶助費（19.3%） 56億7,079万3千円

人件費（13.7%） 40億3,871万4千円

公債費（9.7%） 28億4,125万9千円

補助費等（14.4%） 42億2,174万8千円
物件費（11.6%） 34億1,247万1千円
繰出金（8.5%） 25億960万7千円

積立金・出資金・貸付金（1.9%） 
　　　　　　5億4,604万1千円

普通建設事業費等（18.2%） 53億4,706万3千円

維持補修費（2.7%） 8億830万4千円

※市民１人あたりの額は、予算額を平成27年2月末日の人口（56,909人）で割り返したものです。

議 　 会 　 費
総 　 務 　 費
民 　 生 　 費
衛 　 生 　 費
農林水産業費
商 　 工 　 費
土 　 木 　 費
消 　 防 　 費
教 　 育 　 費
公 　 債 　 費
そ 　 の 　 他
　合　　計

4,476円
89,809円

175,502円
30,854円
19,254円
17,250円
56,078円
27,082円
45,471円
49,926円

842円
516,544円

使 い 道 の 内 容
2億5,473万4千円

51億1,090万5千円
99億8,763万1千円
17億5,585万8千円
10億9,571万2千円
9億8,169万9千円

31億9,133万4千円
15億4,120万2千円

25億8,773万円
28億4,125万9千円

4,793万6千円
293億9,600万円

予　算　額 市民１人あたり
市議会の運営に
まちの行事や防災、市役所や出張所の管理などに
高齢者や障がい者、小さな子どもたちなどのために
ごみの収集運搬、健康診査や予防接種などに
農業や林業の振興などのために
中小企業の振興や工業振興、観光振興などのために
道路や下水道の整備などに
消防活動や救急業務などに
学校や文化・体育施設などの教育関係に
市の借入金返済に
災害など緊急時の予備などに

使　い　道
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人 市254.9
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86.6 80.5 74.4 69.6 72.2 69.6 74.8

わかりやすい予算書  27.4.102
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一般会計当初予算

般会計は、293億9,600万円となり、前年度よ
り37億8,500万円（14.8％）増となりました。

これは、庁舎整備事業費や能代球場整備事業費な
どの増によるものです。

別会計全体の予算規模は、163億870万２千
円となり、前年度より５億6,405万６千円

（3.6％）増となっています。これは、国民健康保険
特別会計などの増によるものです。

業会計全体の予算規模（収益的支出と資本的支
出を合わせた支出総額）は、51億7,215万３千円

で、前年度より4,166万４千円（0.8％）減となっていま
す。これは、主に下水道事業会計の減によるものです。

ことしの予算の全体像

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27
年度において、財政調整基金は40億4,099万9千円、
減債基金は15億6,749万７千円となっています。こ
れを合併直後の18年度と比較すると、財政調整基
金は24億6,277万4千円増、減債基金は15億6,694

万５千円増となっています。
　また、市の借金である市債残高は、前年度より
8.5％増となっていますが、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
等で賄わなければならない実質的な市債負担額は、
低く抑えられています。

　 平成27年度当初予算の総額は508億7,685万５千円

件費は、定員適正化計画に基づき職員数は減っ
たものの、国勢調査員の報酬などの増により、前

年度より461万円増加しています。
　扶助費は、子ども・子育て支援事業費（施設型給
付費・委託費）、生活保護費などの増により、前年度
より４億6,216万６千円増加しています。
　物件費は、社会保障・税番号制度システム整備事
業費や図書館指定管理料などの増により、前年度より２
億9,185万１千円増加しています。
　普通建設事業費等は、庁舎整備事業費、能代球
場整備事業費、耐震補強事業費などの増により、28
億7,641万６千円増加しています。

税は、個人市民税や固定資産税などの減により、
前年度より２億143万６千円減少しています。

　地方交付税は、国の地方財政計画で減額になって
いるものの、公債費に対する交付税の増などにより、前
年度より２億円増加しています。
　繰入金は、財政調整基金繰入金、庁舎建設基金
繰入金などの増により、前年度より２億9,193万７千円増
加しています。
　市債は、庁舎整備事業債、能代球場整備事業債な
どの増により、19億7,730万円増加しています。

　 歳出予算の特徴

　 市民１人あたりの予算の使い道は

　 市民１人あたりの予算の使い道

　 歳入予算の特徴

　 財政状況

一般会計 293億9,600万円　　
特別会計 163億　870万2千円
企業会計 51億7,215万3千円
　総　計 508億7,685万5千円

当初予算額

一般会計 293億9,600万円
特別会計
　簡易水道事業 5億5,837万6千円 
　農業集落排水事業 1,429万5千円 
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　介護保険 69億7,615万3千円
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　水道事業 17億2,627万5千円 
　下水道事業 34億4,587万8千円
総　　計 508億7,685万5千円 

平成２７年度の各会計の当初予算額
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　地域外の人材を地域おこし協力隊員として委嘱
し、本市の推進する「バスケの街づくり」や「宇宙
のまちづくり」に関する情報発信などを行います。

新規 地域おこし協力隊事業費
【担当：市民活力推進課】	 801万９千円
2

　広報配布などを行っている行政協力員への報酬支
給、自治会の活動に対する助成、自治会連合協議会
総会や行政協力員会議を開催します。（能代地域）

行政協力員及び自治会費
【担当：市民活力推進課】	 1,498万８千円
3

　行政と地域のつなぎ役である町内会長への報酬や
町内会活動への支援、区長・町内会長会議を開催し
ます。（二ツ井地域）

町内会活動支援事業費
【担当：総務企画課】	 256万３千円
4

　一般国道７号二ツ井今泉道路改築事業により移転
する道の駅ふたついの基本設計などを行います。

新規 道の駅ふたつい整備事業費
【担当：総務企画課】	 4,861万２千円
5

　恋文のまちづくり事業推進へ向けたアドバイザー
招へい、恋文すぽっときみまちの運営、シリーズ恋
文公演（恋文作品の朗読）などを行い、魅力ある恋
文商店街づくりを展開します。

恋文商店街推進事業費
【担当：総務企画課】	 1,291万３千円6

　七座山の登山道整備や銀杏山神社周辺の遊歩道な
どの整備を行います。

ロマンチックロード創造事業費
【担当：総務企画課】	 1,302万４千円
7

　空き店舗を活用してバスケミュージアムを運営し
ます。また、バスケの街づくり市民チャレンジ事業
支援などにより、バスケの街づくりを推進します。

バスケの街づくり推進事業費
【担当：市民活力推進課】	 1,112万１千円
1

（1）コミュニティで支え合う特色ある地域づくり

　市制施行10周年を記念して、式典や講演会などを
開催します。

新規 市制施行10周年記念事業費
【担当：総務課】	 311万３千円
8

　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。

民生委員費
【担当：福祉課】	 1,464万７千円
9

　地域福祉推進の中核としての役割を担う、能代市
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。

社会福祉協議会補助金
【担当：福祉課】	 2,048万３千円

10

（2）学び合い高め合って地域に活かす生涯学習

　中央公民館の冷暖房設備を改修します。

新規 中央公民館設備改修事業費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 2,965万６千円

11

　向能代公民館と二ツ井公民館の耐震補強工事を行
います。

耐震補強事業費（公民館）
【担当：教育総務課】	 3,640万１千円

12

　平成27年度から、能代市立図書館の管理を指定管
理者に委託します。

施設管理費（図書館）
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】	
	 5,661万８千円

13

　子ども館のトイレの洋式化の改修を行います。

新規 子ども館トイレ整備事業費
【担当：子ども館】	 495万８千円

14
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（3）地域で育み社会で支える子育て・子ども支援

　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
育所など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。

法人保育所等特別保育事業費補助金
【担当：子育て支援課】	 6,487万６千円

15

　認定こども園などに入所している児童の保護者に
対し、保育料などを助成します。

すこやか子育て支援事業費
【担当：子育て支援課】	 3,688万５千円

16

　病気のため保育所などで集団保育できない児童や
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。

病児・病後児保育事業費
【担当：子育て支援課】	 1,560万８千円

17

　東能代幼稚園、ひがし保育園を合わせた幼保連携
型認定こども園の新築工事に対する補助金です。

新規 保育所等施設整備費補助金
【担当：子育て支援課】	 ２億3,998万７千円

18

　赤ちゃんの誕生を祝い、オリジナル絵本などをプ
レゼントします。また、父子健康手帳の配布や移動
式赤ちゃんの駅の導入などで、子育て世帯を応援し
ます。

めんchoco誕生事業費
【担当：子育て支援課】	 218万７千円

19

　消費税率引き上げによる子育て世帯への影響を緩
和するため、臨時的な給付措置として、児童手当（特
例給付を除く）の受給者へ子育て世帯臨時特例給付
金を支給します。（児童１人につき給付額3,000円）

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費
【担当：子育て支援課】	 2,005万７千円

20

　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。
　支給月額は、３歳未満１万5,000円、３歳以上小
学校修了前（第１子・２子）１万円、３歳以上小学
校修了前（第３子以降）１万5,000円、中学生１万円、
所得制限世帯5,000円です。

児童手当費
【担当：子育て支援課】	 ６億6,423万５千円

21

　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。

児童扶養手当費
【担当：子育て支援課】	 ３億259万７千円

22

　子ども・子育て新制度に基づき、保育所や認定こ
ども園などへ保育費用を支給します。

新規 子ども・子育て支援事業費
（施設型給付費・委託費）
【担当：子育て支援課】	
	 10億8,830万５千円

23

　第一保育所、第四保育所、二ツ井子ども園、きみ
まち子ども園の運営費です。

認可保育所運営費
【担当：子育て支援課】	 １億7,823万９千円

24

　平成27年度から、能代松原ホームの管理を指定管
理者へ委託します。

母子生活支援施設運営費
【担当：子育て支援課】	 1,981万５千円

25

　保護者が仕事などで日中不在となる家庭の小学生
に対して、遊びや生活の場を設けています。能代地
域は６カ所、二ツ井地域は１カ所開設しています。

放課後児童会費
【担当：子育て支援課】	 5,913万３千円

26

　不妊治療の経済的負担を軽減するため、特定不妊
治療や一般不妊治療に要した費用の一部を助成しま
す。

不妊治療費助成事業費
【担当：健康づくり課】	 280万円

27
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　学校体育連盟などの各教育団体の活動費や部活動
の大会派遣費、学童の大会運営費などを補助します。

学校体育連盟等補助金
【担当：学校教育課】	 1,017万４千円

30

　特別な支援教育が必要な児童生徒がいる学校へ支
援員を配置します。

特別支援教育支援員設置事業費
【担当：学校教育課】	 3,487万５千円

31

　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。

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】	 7,050万５千円

32

　教材、教育用ソフト、コンピューター関連備品、
学校図書、ブラスバンド用楽器の購入費などです。
小学校の教師用指導書なども購入します。

振興費（小・中学校）
【担当：学校教育課】	 １億175万７千円

33

34
　能代一中体育館、二ツ井中体育館および武道場を
はじめ、小・中学校の非構造部材耐震改修を計画的
に進めます。

新規 耐震補強事業費（小・中学校）
【担当：教育総務課】	 9,517万２千円

　児童生徒や周辺住民の環境に配慮し、小・中学校
のグラウンドの芝生化を進めます。平成27年度は能
代二中の実施設計を行います。

新規 グラウンド芝生化事業費
【担当：教育総務課】	 316万５千円

35

　安全で安心できる給食を提供するため、衛生的で
効率的な給食設備の整備などを進めます。

学校給食管理費
【担当：学校給食センター】	
	 １億8,097万６千円

36

（５）子どもも大人も心と体の健康づくり

　病気の早期発見、早期治療のため、保健センター
で特定健康診査、がん検診、事業所健診を実施しま
す。二ツ井地域の集団健診は終了しましたので、保
健センターをご利用ください。送迎用のバスを準備
しております。

保健センター健診事業費
【担当：健康づくり課】	 7,236万４千円

37

　各種がん検診の実施、制度周知、受診勧奨、ピロ
リ菌感染検査の費用助成などを行い、がんの早期発
見・早期治療を図ります。

がん対策強化推進事業費
【担当：健康づくり課】	 8,947万３千円

38

　第２期のしろ健康21計画に基づき、市民の健康づ
くりや自殺予防に取り組みます。平成27年度から携
帯電話やパソコンで気軽にメンタルヘルスチェック
ができる「こころの体温計」を導入します。

「のしろ健康21」推進事業費
【担当：健康づくり課】	 313万４千円

39

　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（一般健診14回、子
宮頸がん検査・クラミジア等検査１回、歯科健診１
回）の助成などを行います。

母子保健事業費
【担当：健康づくり課】	 3,564万３千円

40

　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４万5,000円を上限
に借りることができます。貸与人員は、大学生など
67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。

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】	 3,618万２千円

29

　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２万5,000円、専門学校生、短期
大学生または大学生月額４万5,000円を上限に借り
ることができます。貸与人員は、高校生14人（うち
新規貸付10人）、大学生など23人（うち新規貸付13
人）、計37人です。

奨学金貸付事業費
【担当：学校教育課】	 1,574万９千円

28
（4）次代を担う子どもの成長を支える学校教育
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　地域がん診療病院での研修費用の助成のほか、抗
がん剤などの治療による脱毛および乳房手術により
乳房摘出を行った方に対し、補正具（かつら・リマ
ンマなど）購入経費を助成します。
（補助上限額：頭髪補正具３万円、乳房補正具２万円）

緩和ケア体制整備事業費
【担当：健康づくり課】	 168万６千円

41

　健康に関する活動や健診（検診）などを行った場
合にポイントを付与し、ダンクカードまたはもっく
んカードのポイントと交換します。

健康チャレンジポイント事業費
【担当：健康づくり課】	 332万１千円

42

　40歳、50歳、60歳、70歳の方の歯科検診費用を無
料にし、歯科予防の啓発と歯科疾患の早期発見・早
期治療につなげます。

新規 歯周疾患検診事業費
【担当：健康づくり課】	 256万２千円

43

　感染症の発症防止や症状の軽減、病気のまん延を
防止するため、二種混合、四種混合、ポリオ、麻し
ん風しん混合、子どもおよび高齢者のインフルエン
ザ、日本脳炎、BCG、子宮頸がん、ヒブワクチン、
小児用および高齢者用肺炎球菌などの予防接種を行
います。

予防接種費
【担当：健康づくり課】	 １億2,627万９千円

44

（６）地域で活躍する元気な高齢者

　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。内訳は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）などへの
委託費です。

老人福祉施設委託費
【担当：長寿いきがい課】	 1,135万８千円

45

　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。

軽度生活援助事業費
【担当：長寿生きがい課】	 1,196万２千円

46

　65歳以上の高齢者を対象に、１乗車上限200円で
バスに乗れる乗車証を交付します。

元気・交流200円バス事業費
【担当：長寿いきがい課】	 1,579万８千円

47

　特別養護老人ホームよねしろ建設のための借入金
の償還金に対する助成などです。平成27年度で終了
します。

二ツ井ふくし会補助金等
【担当：市民福祉課】	 1,085万２千円

48

　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、災害時における避難行動要支援者の支援
体制の構築を推進します。

地域支え合い高齢者見守り事業費
【担当：長寿いきがい課】	 602万１千円

49

　高齢者の健康づくりや生きがいづくりの拠点とな
る温泉活用施設を整備します。平成27年夏ごろのオ
ープンを目指し、外構工事や備品の購入などを行い
ます。

高齢者ふれあい交流施設整備事業費
【担当：市民福祉課】	 5,902万９千円

50

　高齢者ふれあい交流施設の管理運営費です。
　市内の高齢者は１回につき100円で入浴できます。

新規 高齢者ふれあい交流施設管理費
【担当：市民福祉課】	 1,045万７千円

51

　高齢者交流センター「おとも苑」の運営負担金な
どです。

能代山本広域市町村圏組合負担金
【担当：総合政策課】	 3,974万９千円

52

（７）地域で社会で自立する障がい者

　障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を
営むことができるように、介護給付費などを支給し
ます。

障害福祉サービス等給付費
【担当：福祉課】	 10億5,575万９千円

53
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　史跡檜山安東氏城館跡（檜山城跡、大館跡、茶臼
館跡）の保存管理を行います。環境整備計画策定委
員会を設置するほか、城館跡の除草や支障木の伐採
などを行います。

檜山安東氏城館跡保存管理事業費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 311万２千円

62

　文化会館の冷暖房設備を改修します。

文化会館設備改修事業費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 741万６千円

63

　各種スポーツ振興事業や大会などへの支援を行い
ます。全国大会出場等褒賞事業のほか、「チャレン
ジデー開催費補助金」や「東日本軟式野球大会開催
費補助金」などにより事業を支援します。また、ト
ップアスリートなどを招いて子どもたちと交流を図
る「心のプロジェクト『夢の教室』」を開催します。

体育振興費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 1,505万４千円

65

　のしろ歩け歩け大会などの各種大会の開催や、ふる
さとあきたラン！出場、スポーツ少年団の育成などを
通じて、生涯にわたる継続的なスポーツ活動の普及、
振興を図ります。

生涯スポーツ推進事業費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 825万６千円

66

　能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」
の運営費負担金です。

能代山本広域市町村圏組合負担金
【担当：総合政策課】	 8,519万３千円

64
（９）だれもが気軽に楽しめるスポーツ

　能代市史通史編近世の編集を進め、平成29年度の
発刊を目指します。

市史編さん事業費
【担当：総務課】	 544万１千円

61
（８）ふるさとの誇りを受け継ぐ文化・芸術

　在宅障害者支援施設とらいあんぐるの指定管理料
などです。

在宅障害者支援施設運営費
【担当：福祉課】	 2,336万３千円

60

　児童福祉法による障害児通所サービスに係る費用
を給付します。

障害児通所給付費等事業費
【担当：福祉課】	 3,353万６千円

59

　障がいや疾患がある18歳未満の児童に治療効果が
見込まれる医療や補装具などの助成を行います。

障害児自立支援医療費
【担当：福祉課】	 136万９千円

57

　身体障がい者の日常生活や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。

障害者補装具費
【担当：福祉課】	 1,447万２千円

58

　心身の障がいを除去・軽減するための医療につい
て、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制
度です。主にじん臓機能障がいにより人工透析を行
った場合の医療費助成です。

障害者自立支援医療費
【担当：福祉課】	 8,394万８千円

56

　身体または精神に著しく重度の障がいのある方な
どに手当を支給します。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。

特別障害者手当等給付費
【担当：福祉課】	 2,588万円

55

　障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を
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。

地域生活支援事業費
【担当：福祉課】	 3,199万２千円

54
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　バスケの普及と競技力向上を図ります。「能代カ
ップ中学校選抜バスケットボール大会」、「バスケッ
トボール・キャラバンサマーリーグin能代」などに
係る補助や屋外バスケットリングの改修を行いま
す。

バスケの街づくり事業費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 1,026万８千円

67

　総合体育館などのスポーツ施設を指定管理者に委
託し、競技力向上や健康志向などの利用者ニーズに
対応するほか、施設の改修や、備品の購入などによ
り、施設の有効活用を図ります。

管理運営費（体育施設）
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 １億8,685万９千円

68

　B&G体育館の耐震補強工事や市民体育館の耐震
診断を行います。

耐震補強事業費（体育施設）
【担当：教育総務課】	 3,662万１千円

69

　能代球場のスタンドベンチ、本部棟、フェンス、
グラウンドなどを改修し、バックスクリーンにLED
電光表示板を導入します。

新規 能代球場整備事業費
【担当：生涯学習・スポーツ振興課】
	 ４億6,132万２千円

70

（10）認め合い支え合う社会づくり

　年齢や性別にかかわらず個性と能力を発揮できる
多様性に富んだ活力ある社会の実現を目指し、男女
共同参画都市宣言５周年事業の開催や啓発看板の設
置などを行います。

男女共同参画社会推進費
【担当：市民活力推進課】	 107万４千円

71

　日本語を母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。

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】	 167万５千円

72

　戦没者などの遺族に対する特別弔慰金の支給手続
きを行います。

新規 特別弔慰金事務費
【担当：福祉課】	 187万８千円

73

（１）環境を核とした活力ある産業創出

2	元気とうるおいのまち

　能代港の利活用を促進するため、国、県および民
間団体などと連携を図りながらポートセールスや港
湾利活用に関する幅広い情報収集を行います。

能代港利活用促進事業費
【担当：商工港湾課】	 249万９千円

74

　港湾利活用地域振興基金を活用し、シンポジウム
の開催やリサイクルポートの利用促進を図ります。

港湾利活用地域振興基金事業費
【担当：商工港湾課】	 111万２千円

75

（２）雇用を産み出す企業立地

　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。また、のしろの魅
力体感塾誘致企業こめっこ隊農業体験や雇用奨励金
の支給などを行います。

企業開発費
【担当：商工港湾課】	 1,529万２千円

76

　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
原資の一部を金融機関に預け入れしています。

中小企業融資あっせん等事業費
【担当：商工港湾課】	 ４億2,030万９千円

77

　伝統的工芸品などの知識および技術を習得しよう
とする方を雇用、派遣、指導する事業者へ助成しま
す。また、再現活動への助成や、後継者の掘り起こ
しのため、製作体験を行います。

伝統的工芸品等後継者育成支援事業費
【担当：商工港湾課】	 338万円

78
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　ほ場への暗
あんきょ

渠の設置や畦畔除去などによる区画拡
大を支援します。

新規 農業基盤整備促進事業費補助金
【担当：農業振興課】	 １億1,064万５千円

88

　市有林の適正管理のため、枝打、除間伐、森林作
業道の開設などを行います。

森林整備事業費
【担当：林業木材振興課】	 3,208万円

90

　林業採算性の向上を図るため、幹線となる林道を
補完する林業専用道の整備を推進します。
大平下線（総延長2,500ｍ）
杉ノ岱線（総延長2,800ｍ）

林業専用道整備事業費
【担当：林業木材振興課】	 1,255万３千円

91

　松林を保護するため、松くい虫対策として現況調
査（面積241.75ha）、伐倒駆除（材積1,320㎥）、薬剤
散布（面積８ha）を行います。

松くい虫対策事業費
【担当：林業木材振興課】	 2,679万円

89
（４）山・川を生かす林業・木材産業・水産業

　ネギ、山ウドなどの畑作物の生産拡大や地力強化
対策、農業機械などの導入を支援します。

新規 畑作拡大総合支援事業費補助金
【担当：農業振興課】	 1,500万円

84

　農業技術センターなどで畑作物の栽培技術を習得
し、新規就農を目指す研修生に対し、奨励金を支給
します。

新規 新規就農者等研修支援事業費補助金
【担当：農業振興課】	 360万円

85

　地域の農業者および農業者以外の参加を得た農
地・農業用施設などの適切な保全管理の取り組みに
対して支援します。

多面的機能支払交付金事業費
【担当：農業振興課】	 ２億3,332万５千円

86

　土地利用型農業のコスト低減と経営体質強化を図
るための県営ほ場整備事業費に対する負担金です。
平成27年度は、ほ場整備事業費（轟、下田平、荷上
場）、地形図作成業務委託・実施計画作成（河戸
川・浅内）、調査計画費（東雲原、小掛・鬼神）に
係る費用を負担します。

県営ほ場整備事業費
【担当：農業振興課】	 6,802万円

87

　転作畑や水稲育苗ハウスなどを利用した、リンド
ウ、葉ネギなどの園芸作物の栽培を支援します。

新規 園芸作物チャレンジ支援事業費補
助金
【担当：農業振興課】	 835万円

83

　轟地区に大規模園芸団地を整備し、ネギ産地の底
上げを図るとともに、専作的に取り組む経営体を育
成します。平成27年度は機械等購入費に対する補助
を行います。

園芸メガ団地育成事業費
【担当：農業振興課】	 8,223万９千円

82

　就農初期の青年就農者に対し、給付金を支給しま
す。

青年就農給付金事業費
【担当：農業振興課】	 1,275万円

81

　能代市農業再生協議会が行う経営所得安定対策制
度の推進に要する経費を助成します。

経営所得安定対策推進事業費補助金
【担当：農業振興課】	 1,821万４千円

80

（３）力強くて持続する農業

　畑作に取り組む認定農業者（法人含む）などの農
業機械･施設の導入を支援します。

農業夢プラン事業費補助金
【担当：農業振興課】	 6,593万４千円

79
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　路肩決壊した林道の補修工事および側溝の泥上げ
など維持管理業務を行い、災害を未然に防止し、林
道機能の継続を図ります。

林道補修事業費
【担当：林業木材振興課】	 1,815万１千円

92

　森林経営計画を策定した森林の皆伐後の新規植栽
を条件に、皆伐や植栽の経費を補助します。

新規 再造林促進事業費
【担当：林業木材振興課】	 594万円

93

　森林経営計画を策定した森林の下刈から間伐まで
の造林保育事業を支援します。

新規 民有林整備促進事業費
【担当：林業木材振興課】	 2,701万８千円

94

　森林整備を促進するため、造林や路網整備を行う
森林の境界杭打ち費用を補助し、森林の境界の明確
化を図ります。

新規 森林境界明確化事業費
【担当：林業木材振興課】	 100万円

95

　木材を使用する新製品の研究開発や製品改良など
を支援するほか、CLTなどの新たな技術の研修・視
察を行います。

木製品研究開発支援事業費
【担当：林業木材振興課】	 113万５千円

96

　空き店舗の利活用を促進し、その流動化を図るた
め、空き店舗を取得、賃借して開業する方へ助成し
ます。

空き店舗流動化支援事業補助金
【担当：商工港湾課】	 214万２千円

99

　技術開発センター・木の学校の指定管理料のほ
か、施設設備の改修などを行います。

技術開発センター・木の学校管理運営費
【担当：林業木材振興課】	 3,608万５千円

97

（５）まちのにぎわいをつくり出す商業

　北高跡地の利活用方法を探るため検討会を開催す
るほか、「市〜いち〜」などのイベントや、通行量
調査などを通じて基本構想の検討を進めます。

北高跡地活用調査事業費
【担当：総合政策課】	 479万８千円

98

　中心市街地の「交流・集客拠点の場」である市民
プラザの運営費です。

市民プラザ事業費
【担当：商工港湾課】	 996万４千円

100

（６）豊かな自然とその恵みを活かす観光

　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。主な内容は、能代観光協会補助金、二ツ井町観
光協会補助金、港まつり能代の花火補助金、こども
七夕補助金、おなごりフェスティバル補助金です。

行事観光支援費
【担当：観光振興課】	 3,998万５千円

101

　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3,000円（12歳未
満は片道1,500円）を助成します。

大館能代空港利用促進事業費
【担当：観光振興課】	 1,575万５千円

102

　能代七夕「天空の不夜城」の運行により、能代の
観光ブランド力を高め、地域のにぎわいと交流人口
の拡大を図ります。主な内容は、能代七夕「天空の
不夜城」の組立解体や灯籠修繕などの費用です。

大型七夕推進事業費
【担当：観光振興課】	 1,515万３千円

103

　旧料亭金勇の指定管理料とトイレ改修費などで
す。

旧料亭金勇管理費
【担当：観光振興課】	 2,233万１千円

104
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　自主防災組織の活動費や資機材購入費を助成する
ほか、防災講座の開催などにより、防災意識の普及
啓発に努め、地域の防災力の向上を図ります。

地域防災力向上事業費
【担当：総務課】	 100万円

116

　街灯（防犯灯）の設置、維持管理を行います。

街灯費
【担当：道路河川課・建設課】	 6,120万１千円

118

　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。

交通安全施設費
【担当：道路河川課・建設課】	 3,115万８千円

117

　空き家などが放置され、管理不全な状態になるこ
とを防止し、市民および地域の安全・安心の確保と
生活環境の保全を図ります。

空き家対策事業費
【担当：総務課】	 391万３千円

115

　資源化物分別保管業務委託など、リサイクルセン
ターの維持管理費です。

リサイクルセンター管理費
【担当：環境衛生課】	 1,581万２千円

112

3	安全と安心のまち
（１）安全な暮らしを守る防災・防犯体制

　防災体制を確保するため、備蓄品の更新や防災行
政無線の維持管理、水防倉庫や土のうステーション
の整備などを行います。

防災対策費
【担当：総務課】	 1,864万９千円

114

　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。

北秋田市周辺衛生施設組合負担金
【担当：環境衛生課】	 5,139万７千円

113

　指定ごみ袋印刷や販売店の手数料、保管配達業務
委託料などです。

指定ごみ袋等管理費
【担当：環境衛生課】	 3,646万６千円

110

　運転管理委託料、水質分析手数料、埋立地重機借
上料など最終処分場の維持管理費です。

日影沢最終処分場管理費
【担当：環境衛生課】	 3,273万２千円

111

　再生可能エネルギーの導入拡大や雇用の創出につ
なげるための情報収集、普及啓発などを行います。

再生可能エネルギー導入促進事業費
【担当：商工港湾課】	 138万１千円

107

　能代山本広域市町村圏組合が実施するごみ処理・
し尿処理に係る負担金です。

能代山本広域市町村圏組合負担金
【担当：総合政策課】	 ５億8,865万６千円

108

（７）自然と共生し地域で支える環境保全

　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
どを繰り出しします。

下水道事業会計繰出金
【担当：環境衛生課】	 3,150万円

106

　一般廃棄物の収集運搬や資源ごみの回収などを行
います。

清掃費
【担当：環境衛生課】	 １億8,536万円

109

　第71期本因坊戦招致活動の一環としての全日本学
生本因坊戦、女子学生本因坊戦の開催などの経費を
助成します。

新規 本因坊戦関連事業費
【担当：観光振興課・総合政策課】	 500万円

105
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　能代山本広域市町村圏組合に設置している消防本
部の運営費、消防設備整備などの負担金です。

能代山本広域市町村圏組合負担金
【担当：総合政策課】	 13億3,214万４千円

119

　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。主な内容は、消防団員報酬、出場に係
る費用弁償、救命胴衣・ヘルメットの配備などです。

消防団員費
【担当：総務課】	 4,256万２千円

120

　経年劣化した上水道消火栓30基の更新を行うた
め、水道事業者が行う消火栓の更新費用について、
補償します。

上水道消火栓更新事業費
【担当：総務課】	 2,806万９千円

121

　小型動力ポンプと積載車の更新を行います。
　内訳は、積載車更新（２台）〜二ツ井第５分団（仁
鮒班）、二ツ井第６分団（きみまち班）。小型動力ポ
ンプ更新（４台）〜能代第15分団（吹越班）、二ツ井
第３分団（羽立班）二ツ井第６分団（高岩班）二ツ
井第７分団（種班）です。

小型動力ポンプ・積載車購入費
【担当：総務課】	 1,438万６千円

122

　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。平成27年度は、駒形、大町児童公
園の耐震性貯水槽設置工事と、耐震性貯水槽設置調
査設計業務委託（３カ所）を行います。

耐震性貯水槽整備事業費
【担当：総務課】	 5,480万円

123

　二ツ井・荷上場地区簡易水道事業区域内において
消火栓30基の新設を行うため、簡易水道事業者が行
う消火栓の新設費用について、補償します。

簡易水道消火栓新設事業費
【担当：総務課】	 1,839万３千円

124

（２）機能的で利用しやすい道路・交通ネットワーク

地域公共交通活性化事業費
【担当：商工港湾課】	 2,486万５千円

125
　市街地巡回バス「はまなす号」、向能代・落合地区
巡回バスや、交通空白地域の乗合タクシーを運行し
ます。

　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。

生活バス路線等維持費対策事業費
【担当：商工港湾課】	 7,613万６千円

126

203
小掛橋

字沢田

二ツ井町小掛

字下悪戸

字後台

②小掛下モ田表線他（舗装補修工事）

①駒形矢崎線他（舗装補修工事）

7

公園

二ツ井町駒形

富根
駅

　市道の維持管理を行います。

道路維持費
【担当：道路河川課・建設課】	
	 １億6,810万８千円

127
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字山根

字大川原

河川敷グラウンド

二ツ井町切石

米代川

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線

③切石山根線（道路改良工事）

種梅
郵便局
〒

前田

二ツ井町梅内

梅内橋

202

②梅内連絡２号線（道路改良工事）

　道路や側溝の改良工事などを行います。

改良事業費
【担当：道路河川課・建設課】	 6,432万２千円

130

二ツ井町仁鮒
銀杏橋

米代川

中台

相善台

①中台線（道路改良工事）

　市道の除排雪や防雪柵の設置・撤去を行います。

除排雪対策費
【担当：道路河川課・建設課】	
	 ３億1,511万９千円

128

　豪雨により浸水が発生する寿域長根地区、中川原
地区・太田面地区などでの浸水を解消するため、排
水施設の清掃や排水対策工事、檜山川運河の浚

しゅんせつ

渫工
事などを行います。

浸水対策事業費
【担当：道路河川課・建設課】	 5,970万７千円

129

浅内
字茨嶋

河戸川字上西山

浅内沼

④河戸川浅内線（舗装補修工事）

●
JCHO
秋田病院

明治町 米
代
川

養蚕

③材木町東能代線（舗装補修工事）
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205

富根橋

富根橋

富根
●富根
　診療所

②富根裏通り線（道路修繕工事）

字上野越

字上野

向能代

米代川

Ｊ
Ｒ
五
能
線

143 143

205

⑦向能代２号線（道路改良工事）

字古川反
鰄渕東能

代駅

字四郎兵工崎

⑥鰄渕３号線（道路改良工事）

　中川原地区の道路の拡幅、新設などを行います。
全体事業年度は、平成17年度〜 28年度です。

中川原地区整備事業費
【担当：都市整備課】	 7,238万１千円

131

　向能代地区の道路の拡幅、新設などを行います。
全体事業年度は、平成17年度〜 27年度です。

向能代地区整備事業費
【担当：都市整備課】	 3,611万１千円

132

字綱前●
下田平
集会所

二ツ井町麻生

阿　

仁　

川

下田平ゆめ大橋

①下田平線（道路修繕工事）

　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、流れの悪い側溝の改良、橋りょう修
繕などを行います。

道路改良事業費（交付金）
【担当：道路河川課・建設課】
	 ５億3,248万２千円

133

7

鵜鳥

向田表

冷清水

田中谷地

⑤谷地２号線（道路改良工事）

能代工業高校
第二グラウンド

昇平岱

芝童森

7

101

④昇平岱５号線（道路改良工事）
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●
松陽
高校

字出戸後

出戸本町

字彩霞長根

⑩藤山線（側溝改良工事）

仁井田
浄水場
● 字悪戸

JR五能線

⑨材木町東能代線（側溝改良工事）

東町

柳町
畠町

富町

①①

②②
能代駅

205

⑧1.富町日吉町線（舗装改良工事）
　2.住吉町明治町線（舗装補修工事）

浅内字成合

秋
田
自
動
車
道

⑦成合逆川線（舗装改良工事）

63

槐字四日市

轟池

⑥轟第１橋（改修工事）

7

字姥懐

字外堤

⑤大台野橋（補修工事）

64

豚舎

米代川
二ツ井町飛根

字白岩
新田

二ツ井町梅内

字平成新田

④白岩悪戸線（防雪柵設置工事）

田代生活改善センター
●

二ツ井町田代
字泥ノ木岳

●
旧田代小学校

③七村線（道路修繕工事）
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　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。

簡易水道事業特別会計繰出金
【担当：上下水道整備課】	 6,622万９千円

137

　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。

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】	 2,624万５千円

138

　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。

農業集落排水事業特別会計繰出金
【担当：上下水道整備課】	 1,086万５千円

139

　畠町新拠点でのカルチャーセンター事業など、中
心市街地活性化に係る施策を実施します。

中心市街地活性化推進事業費
【担当：商工港湾課】	 739万９千円

135

（３）効果的で調和のとれた土地利活用

　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。

地籍調査費
【担当：総務企画課】	 1,201万円

134

　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り出しします。

136 水道事業会計繰出金
【担当：財政課】	 1,035万円

（４）快適で暮らしやすい住環境

JR奥羽本線

字鵜鳥
字新山林

字向田表

字鵜鳥悪戸

⑭鵜鳥悪戸線（防雪柵設置工事）

字町辺
常盤小・中学校

●

米代川

⑬常盤学校通り線（防雪柵設置工事）

第五
小学校
●

字新中島
鰄渕

家ノ下

⑫中島古屋布線（側溝改良工事）

字大森台

字立山下
字大森村

字大部沢

⑪大森線（側溝改良工事）

　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維持管理費、公債費など）の一
部を一般会計で負担します。

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】	 6,776万７千円

140

　檜山川運河に排水樋管の設置などを行います。

檜山川運河改修事業費
【担当：道路河川課】	 2,800万円

141
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　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。

能代山本広域市町村圏組合負担金
【担当：総合政策課】	 1,521万３千円

148

　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）を繰り出しします。

国民健康保険特別会計繰出金
【担当：市民保険課】	 ４億5,547万円

150

　後期高齢者医療制度を運営する秋田県後期高齢者
医療広域連合への医療給付費や事務費に係る負担金
です。

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金
【担当：市民保険課】	 ７億2,879万２千円

152

　後期高齢者の医療機関や保健センターでの健診費
用を助成します。

後期高齢者健診事業費
【担当：市民保険課】	 1,066万４千円

153

　75歳以上（65歳以上で一定の障がいのある方を含
む）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）を繰り出しします。

後期高齢者医療特別会計繰出金
【担当：市民保険課】	 ２億1,420万４千円

151

（６）不安のない生活を支える社会保障制度

　消費税率引き上げの低所得者に与える負担の影響
を緩和するため、臨時的な給付措置として、市民税
が課税されていない者（生活保護者、市民税課税扶
養親族を除く）へ臨時福祉給付金を支給します。（給
付額6,000円）

臨時福祉給付金給付事業費
【担当：福祉課】	 9,786万２千円

149

　県の制度を活用し、一定の所得要件などを満たす
家庭の乳幼児、小学生、心身障がい者、ひとり親家
庭の子どもを対象に、医療費の自己負担の全額また
は一部を助成します。市では県の所得要件で該当に
ならない乳幼児にも医療費の自己負担の一部を助成
します。

福祉医療費
【担当：市民保険課】	 ４億2,278万５千円

147
（５）安心でき健康を保てる医療体制

　平成21年度に策定した住生活基本計画と公営住宅
等長寿命化計画を見直しし、平成31年度までの計画
を策定します。

新規 住生活基本計画等策定事業費
【担当：都市整備課】	 718万５千円

145

　平成22年度から実施してきた住宅の増改築・リフ
ォームに対する助成制度を見直し、同一住宅での再
度の利用可（通算20万円まで）とし、居住のための
空き家のリフォームも対象にします。対象工事は50
万円以上から30万円以上に引き下げ、10％（上限20
万円）を助成します。

住宅リフォーム支援事業費
【担当：都市整備課】	 8,006万１千円

146

　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。平成27年度は、大
瀬B４・B５棟外壁・屋根、給湯設備などの改修や、
山根・竹原住宅の水洗化工事などを行います。全体
事業年度は、平成23年度〜 31年度です。

公営住宅等長寿命化事業費
【担当：都市整備課】	 ２億8,305万８千円

144

　公園の遊具、フェンスなどの更新や、高齢者用健
康遊具の設置、能代公園詰所の改築などを行うほか、
公園施設長寿命化計画を策定します。

公園維持管理費
【担当：都市整備課】	 8,908万９千円

143

　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。

下水道事業会計繰出金等
【担当：上下水道整備課】	 ７億883万３千円

142

わかりやすい予算書  27.4.1018



N
O
S
H
I
R
O

③
安
全
と
安
心
の
ま
ち

　生活困窮者の自立を阻害する要因や就労など、自
立のための相談、支援などを行います。

新規 生活困窮者自立支援事業費
【担当：福祉課】	 887万９千円

155

　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。

生活保護費
【担当：福祉課】	 17億1,358万２千円

156

　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、地域支援事業費分、事
務費分）を繰り出しします。

介護保険特別会計繰出金
【担当：長寿いきがい課】	９億6,555万６千円

154

　公共施設の維持・更新、統廃合、長寿命化などを
計画的に実施するための公共施設等総合管理計画を
平成28年度までに策定します。平成27年度はその前
提となる市が保有する固定資産の台帳整備を進めま
す。

新規 固定資産台帳整備及び公共施設等
総合管理計画策定事業費
【担当：財政課】	 1,940万８千円

158

　市が借り入れた市債（借金）の元金償還費です。

長期債元金
【担当：財政課】	 24億6,433万９千円

166

　社会保障・税番号制度に対応するため、地方公共
団体内部の各種システム間の情報連携や他団体との
接続に必要なシステム整備などを行います。

新規 社会保障・税番号制度システム整備
事業費
【担当：地域情報課】	 5,839万５千円

160

　平成27年７月19日任期満了に伴う農業委員会委員
一般選挙に係る経費です。

新規 農業委員会委員選挙費
【担当：選挙管理委員会】	 1,037万１千円

163

　社会保障・税番号制度に対応するため、地方税務
システムの整備などを行います。

新規 社会保障・税番号制度システム整備
事業費
【担当：税務課】	 1,614万９千円

161

　平成27年10月１日実施の国勢調査に係る経費で
す。

新規 国勢調査費
【担当：地域情報課】	 2,378万６千円

164

　ふるさと納税の寄附拡大に向けて情報発信、特産
品による返礼などを行います。

新規 ふるさと納税推進費
【担当：総合政策課】	 487万９千円

159

　市が借り入れた市債（借金）の利子償還費です。

長期債利子
【担当：財政課】	 ３億7,592万円

167

　平成27年４月29日任期満了に伴う秋田県議会議員
選挙に係る経費です。

県議会議員選挙費
【担当：選挙管理委員会】	 2,307万１千円

162

（７）効率的で住民サービスに資する行財政基盤

　制度改正への対応や職員負担の軽減を図るため、
人事給与システムを更新します。

新規 人事給与システム更新事業費
【担当：総務課】	 1,471万円

157

　老朽化への対応や分散庁舎による不便を解消する
ため、市役所本庁舎を整備します。
　平成27年度は、新庁舎建設工事、旧議事堂耐震補
強工事などを行います。

庁舎整備事業費
【担当：総合政策課】	 27億6,337万２千円

165
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能代市役所は、本庁舎と二ツ井町庁舎があり、本庁舎は第一庁舎・仮庁舎・第四庁舎・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。

仮庁舎（旧渟城第二小学校）

地方
裁判所

郵便局

能代市役所連絡先一覧

●平成27年度わかりやすい予算書　能代市のことしの仕事（広報のしろ別冊27.4.10発行）　●編集と発行　能代市財政課・地域情報課

各　課（局・所） 電話番号 庁舎など 郵便番号・所在地
総務部
　総務課 89-2113 第一庁舎２階

〒016-8501 能代市上町1-3
　財政課

財政係 89-2122 第一庁舎３階
市有財産活用室 89-2123 第五庁舎１階

　契約検査課 89-2222 第五庁舎２階
　税務課 89-2126 第一庁舎１階
企画部
　総合政策課 89-2142 第一庁舎２階

〒016-8501 能代市上町1-3　市民活力推進課 89-2212
第一庁舎３階

　地域情報課 89-2146
市民福祉部
　福祉課 89-2152 第四庁舎１階

〒016-8501 能代市上町1-3
　子育て支援課 89-2946

第四庁舎２階
　長寿いきがい課 89-2156
　市民保険課 89-2159 第四庁舎１階
　健康づくり課 58-2838 保健センター内 〒016-0157 能代市字腹鞁ノ沢19-3
環境産業部
　環境衛生課 89-2173

仮庁舎２階
〒016-8501 能代市上町1-3

　商工港湾課 89-2186
　観光振興課 89-2179
　林業木材振興課 89-2250 第四庁舎１階
　農業振興課 89-2182 仮庁舎２階
都市整備部
　都市整備課 89-2196

仮庁舎１階 〒016-8501 能代市上町1-3
　道路河川課 89-2192
　公営企業管理課 89-2202

公営企業庁舎 〒016-0817 能代市上町11-26
　上下水道整備課

水道・簡水 52-5221
下水道・浄化槽 89-2203

二ツ井地域局
　総務企画課 73-2112

二ツ井町庁舎１階 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1
　市民福祉課 73-2114
　環境産業課 73-4500
　建設課 73-5300
会計課 89-2206 第一庁舎１階 〒016-8501 能代市上町1-3
議会事務局 73-5052 二ツ井町庁舎３階 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1
選挙管理委員会事務局 89-1760 第五庁舎３階

〒016-8501 能代市上町1-3
監査委員事務局 89-2932 第四庁舎２階
農業委員会事務局 73-4515 二ツ井町庁舎２階 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1
　能代分室 89-2935 仮庁舎２階 〒016-8501 能代市上町1-3
教育部
教育総務課 73-2757 二ツ井町庁舎２階 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1
　能代教育事務所 89-2942 旧渟城第二小学校内 〒016-0817 能代市上町４-37
　学校教育課 73-5281

二ツ井町庁舎２階 〒018-3192 能代市二ツ井町字上台1-1
　生涯学習・スポーツ振興課 73-5285


