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第１　計画策定の基本的考え方

第２　平成19年度予算との関係

措置費：児童手当や生活保護費、児童の保育所への入所等に関する
 　　　　　児童措置費といった費用

　第11次総合計画における実施計画は、期間計画に示した施策・事

業などについて、予算編成をふまえ、目的体系毎に整理をし、年度

毎に策定するものです。

　平成19年度の本市の予算額は、一般会計は1,131億円、大森山動

物園や国民健康保険、介護保険事業などの特別会計は854億円、病

院や上下水道の企業会計は415億円です。また、一般会計に関し

て、歳出額から職員の人件費や措置費※などを除いた総額は539億

円となります。

　本計画には、この本年度予算に基づき市が行う様々な事業や取り

組みのほか、分野別将来都市像に掲載されているものや、重点・横

断テーマ、施策に関係している管理費などの一般事務的な経費も掲

載しています。
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第３　計画推進のための取組

　

１　行政サービスの向上

取組
住民基本台帳ネットワークシステ
ム運用経費
戸籍事務電算化経費

各種証明書自動発行システム運用
経費
地方税電子申告等システム

秋田市庁舎新築事業

職員研修

創造的ＴａｘＥｘｐｅｒｔ育成事
業

税務広報充実経費
市政情報の提供

しあわせ実感生活実態調査

２　行政経営の確立

取組
第11次秋田市総合計画推進事業

公共事業のトータルコスト縮減

収納率向上対策事業

固定資産税地理情報システム構築
事業

地籍調査事業

　本市では､各分野別将来都市像を実現するための取り組みや主要施策をより一層推進し､満足

度の高い行政サービスの実現や効率的な市政経営のために､様々な取り組みを進めています。

　これら計画推進のための取組について､19年度に実施する主なものを以下に掲げました。

取組の具体的な内容
住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な運用をはかる
ため、定期点検および保守などにより維持管理を行う。
戸籍をすべてデータベース化し、コンピュータにより管
理・運用する電算処理システムを稼働させる。

各種証明書自動発行システムの円滑な運用をはかるため、
定期点検および保守などにより維持管理を行う。
平成19年度から「地方税ポータルシステム」に参加し、個
人市民税の給与支払報告書、法人市民税および固定資産税
の申告受付を行う。
新庁舎建設のための建設基本構想の策定に着手する。

新秋田市人材育成基本方針および秋田市職員研修基本計画
に基づき、部局研修への支援、研修所研修（基本研修・選
択研修・派遣研修）を実施する。

国と地方の税財政改革の進展を受け、秋田市の税を担う
「Tax Expert」の育成を行う。

全戸配布チラシによる税務広報を実施する。
広報あきたや市政テレビ・ラジオ番組により、市民に伝え
たいことがしっかりと伝わり、読んだ人・見た人がその内
容について一緒に考え、行動してもらえるよう、情報内容
の充実と戦略的な広報活動の展開をはかる。

平成19年度は、手法の導入を調査・研究を行い、以降の事
業計画を検討する。

河辺・雄和地域の地籍図、地籍簿を整備することにより、
公共事業の円滑化、土地の権利関係の明確化および課税の
適正化などをはかる。

取組の具体的な内容
市民理解につとめるため、わかりやすい解説資料を作成
し、PR活動を展開する。

「公共事業のトータルコスト縮減指針」に基づき設計協議
を進める。

収納率の向上をはかるため、自動車などの差押え、口座振
替加入促進等を実施する。

航空写真撮影を行い、地番現況図・家屋現況図・地目現況
図などの各種図面をデータベース化する。
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第４　分野別推進計画

　１章　豊かで活力に満ちたまちづくり

　１章に関わる事業の予算額計
7,481,245 千円

予算額（千円）

5,809,080
891,703

1 企業誘致と市内企業の活性化 624,859
2 起業と新規事業展開への支援策の実施 18,692
3 企業向け用地の開発・整備の推進 248,152
市内企業の活性化の推進 4,418,170
1 企業の販路拡大の促進 0
2 地域ブランドの創出の促進 1,496
3 企業の経営基盤強化への支援 4,386,342
4 地域の特色をいかした商店街づくりの促進 30,332
雇用拡大の推進 396,064
1 雇用創出の促進 8,427
2 人材育成と求職者への支援 10,980
3 働きやすい環境の整備 376,657

103,143
1 輸出入の均衡のとれた貿易振興策の実施 5,700
2 広域交通機能の向上とネットワーク化の促進 594
3 卸売市場機能の充実 96,849

879,422
376,135

1 農林水産業経営体の育成 326,308
2 農林水産業の収益の向上 44,801
3 生産・流通・販売体制の構築 5,026
豊かな農山村の形成 503,287
1 農村空間の整備 312,142
2 森林資源の保全 191,045
3 里地・里山の保全 100

792,743
394,909

1 通年滞在型観光の確立の促進 0
2 観光資源の整備と有効活用策の実施 293,528
3 広域的な観光振興の実施 0
4 コンベンション誘致の促進 26,381
5 都市と農村間の交流の促進 75,000
にぎわいの創出 397,834
1 中心市街地の活性化 295,536
2 地域のにぎわい拠点の充実 102,298

・市内企業の事業拡大や新規設備投資の促進のほか、積極的な企業の誘致、新規創業者の
　支援を進めます。
・県外および国外への積極的な販路の拡大・開拓や、付加価値のある優れた製品開発のため、
　企業への支援を行います。
・企業が求める人材を育成するため、求職者を支援する就職支援講座を実施します。
・市内企業の海外販路を拡大するため、国内外で海外企業との商談会を開催します。
・担い手を確保・育成できるよう、認定農業者などの農地集積促進や集落営農の組織化、農業
　法人化への支援を行います。
・林道の改良・舗装を行うほか、民有林の間伐事業や森林施業への助成をするとともに、松くい
　虫防除による松林の保全を進めます。
・豊かな自然資源を活用した体験型観光の推進により、通年滞在型観光の確立をめざします。
・中心市街地における都市機能の増進と経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進させるこ
　とをめざします。

1節 商工業の振興
1項 企業立地、事業拡大の推進

2項

4項 貿易と物流の拡大

3項

2節 農林水産業の振興
1項 農林水産業経営の確立

2項

3節 交流人口の拡大
1項 観光振興の推進

2項
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１節　商工業の振興
１項　企業立地、事業拡大の推進 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

企業誘致活動費 新規企業の立地や既存誘致
企業の増設など企業集積を
促進するため、情報収集活
動や企業訪問などの活動を
行う。また、本市の概要や
優遇制度などを紹介する企
業立地パンフレットを作成
するほか、経済誌などを通
じて本市をＰＲする。

6,289 6,289

企業情報収集事業 企業情報データベースの有
効活用をはかるとともに、
企業情報の収集・分析を行
う。また、あきた企業活性
化センターなどとタイアッ
プして情報交換会を開催す
るほか、産学連携促進や企
業経営活性化のため、相談
窓口を開設する。

971 971

中小製造業設備投資促進資金
融資事業

県外からの新規受注開拓と
いった業務拡大や、既存設
備の更新を促進し、企業活
動の活性化をはかるため、
資金の融資を行う。

341,790 18,649

中小企業用地取得資金融資事
業

市が特定する工業団地等の
用地を取得する中小企業者
などに対し、長期低利の融
資あっせん（４倍協調）を
行う。

32,718 796

商工業振興奨励措置事業 既存企業の振興や優良企業
の誘致、雇用の拡大をはか
るため、工場などの新増設
（秋田市商工業振興条例の
認定事業者）に対する各種
助成（用地取得金・環境整
備金・操業促進金・雇用促
進金）を行う。

243,091 243,091

チャレンジオフィスあきた入
居者支援経費

入居者の経営課題やニーズ
などを把握し、インキュ
ベーションマネジャーを中
心として適切な助言と指導
を行うことにより、入居者
の事業の成長を促進する。
また、入居者以外の起業家
に対する支援（経営相談、
情報提供など）を実施す
る。

15,292 15,292

ハートぴあ秋田(産業フェア)
事業

地元企業の創業や成長と発
展をはかるため、新アイデ
アや新技術の紹介、企業連
携を利用した商品などの展
示をするとともに、秋田か
らの情報発信などを行う
ハートぴあ秋田を開催す
る。

2,400 2,400

1 企業誘致と
市内企業の活
性化

2 起業と新規
事業展開への
支援策の実施
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地域シーズ発掘活用事業 地域における有望な事業
シーズを新たな地場産業と
して定着させ、産業振興を
はかるため、18年度作成し
た支援プログラムの実行を
フォローアップする。

1,000 1,000

企業用地貸付事業 本市の雇用・経済に波及効
果の高い企業の立地を促進
するため、誘致企業などに
市の工業団地内の事業用地
貸付を行う。

150,458 127,079

工業団地整備・管理費 西部工業団地において団地
内公園や緩衝緑地の整備を
計画的に進める。また、市
の工業団地や県の七曲臨空
港工業団地において、空閑
地除草や公園の管理など、
その適切な維持管理につと
め、事業環境の向上をはか
る。

78,965 76,055

七曲臨空港工業団地振興事業 旧河辺町が秋田県と締結し
た協定に基づき、団地内の
誘致企業などに対し、市町
合併前と変わらない円滑な
企業活動に資するため必要
な措置を講じる。

17,529 17,529

西部工業団地美緑アップ事業 市の公共事業として実施す
る土壌改良、並木・牧草植
栽などの基盤整備が終了し
た西部工業団地の緩衝緑地
について、団地内の企業お
よびその従業員と協働し、
森づくりの計画策定や森を
形作る各種樹木の植栽を行
う。

1,200 1,200

２項　市内企業の活性化の推進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

工業振興費各種団体補助金 産業の発展に寄与する各種
団体のイベント開催などに
補助を行う。

180 180

秋田市産優良品活用促進事業 秋田市内の優れた製品に対
して地域ブランドとしての
付加価値を創出するため、
制度研究を進める。

79 79

工芸品振興事業 工芸品のＰＲや販路拡大の
ためのパンフレット印刷を
行うほか、工芸品まつりを
開催する。

1,237 1,237

商業関係団体助成事業 商業関係団体が実施する中
小企業への巡回指導などの
経営改善普及事業を通じ
て、企業の経営・技術の強
化や若手後継者の育成を支
援する。

14,400 14,400

中小企業金融対策事業 金融機関に融資原資を預託
し、長期・低利で各種融資
あっせんを実施する。ま
た、効果的な融資制度の構
築を検討する。

4,166,734 162,534

3 企業向け用
地の開発・整
備の推進

2 地域ブラン
ドの創出の促
進

3 企業の経営
基盤強化への
支援
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新都市開発整備事業推進経費 新都市開発整備事業推進の
ため、関係各機関と調整を
はかる。

4,207 4,207

新都市産業区用地活用事業 小区画用地を年次計画的に
秋田市土地開発公社から買
い戻し、分譲・貸付を実施
する。

108,001 73,437

地域総合整備資金貸付事業 社会福祉法人愛染会が実施
する特別養護老人ホーム建
設事業に対し資金貸付を行
う。

93,000 0

4 地域の特色
をいかした商
店街づくりの
促進

商店街振興事業 秋田市商業振興ビジョンに
基づき意欲ある商店街が競
争力の強化のために行うソ
フト事業などへの支援や、
街路灯整備などの公共性の
高い取り組みに対して事業
費の補助などを行う。

30,332 15,488

３項　雇用拡大の推進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

高年齢者就業機会確保事業費
補助金

働く意欲のある健康な高齢
者が、補完的・短期的な業
務を通じて、自己の労働能
力を活用し、自らの生きが
いの充実をはかることを目
的に設置された(社)秋田市
シルバー人材センターの事
業を円滑に行うため、補助
する。

8,200 8,200

勤労者福祉雇用推進事業 新規学卒者、障害者および
高年齢者の雇用について啓
発するため、看板を設置す
る。

227 227

労働諸費各種団体補助金 労働福祉団体の育成強化を
はかるため、各種団体に事
業資金を補助する。
［対象］
・メーデー実行委員会
・秋田市共同高等職業訓練
校
・秋田雇用開発協会
・河辺建設技能組合（合併
による激変緩和措置。19年
度まで）など

1,690 1,690

就業支援事業 ・求職者を対象に、「コー
ルセンタースタッフ養成講
座」を実施する。
・高校生を対象に、早期離
職の抑制やしっかりとした
職業観を持つための講座を
実施する。
・若年無業者対策として講
演会や相談事業を行い、若
年無業者の実態把握につと
め、就労へと導く方策につ
いて検討する。

7,588 7,588

1 雇用創出の
促進

2 人材育成と
求職者への支
援
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労政活動費 技能者の資質向上や技術伝
承、後継者育成のため、技
能功労者の表彰や、市職業
訓練センターの修繕を行う
とともに、各種団体負担金
を負担する。

1,702 1,690

勤労者福祉サービス事業 共済給付、福利厚生、生活
資金貸付などの事業を行う
秋田市勤労者福祉サービス
センターに補助する。

23,000 6,500

労働者福祉対策事業 勤労者の生活の安定をはか
るため、生活資金の貸付原
資を預託する。
・東北労働金庫秋田支店
（一般貸付預託金）

160,000 0

秋田テルサ管理運営委託経費 (財)秋田市勤労者福祉振興
協会を指定管理者とし、勤
労者などのために各種事業
の実施や活動の場を提供す
る秋田テルサの管理運営を
委託する。

120,243 108,138

リフレッシュガーデン管理運
営委託経費

勤労者および市民の福祉の
充実と勤労意欲の向上のた
め、ゴルフ場であるリフ
レッシュガーデンの管理運
営を委託する。

8,762 8,762

サンライフ秋田管理運営委託
経費

(財)秋田市勤労者福祉振興
協会を指定管理者とし、中
高年齢労働者のために各種
事業の実施や活動の場を提
供するサンライフ秋田の管
理運営を委託する。

52,827 52,567

西部体育館管理運営委託経費 (財)秋田市勤労者福祉振興
協会を指定管理者とし、西
部体育館（秋田市勤労者体
育センター）の管理運営を
委託する。

3,460 3,385

秋田テルサ施設整備事業 秋田テルサにおける老朽化
した施設整備や緊急時に対
応可能な備品などの整備を
行う。

5,580 5,580

サンライフ秋田施設整備事業 サンライフ秋田における老
朽化した施設整備や備品な
どの整備を行う。

2,310 2,310

出かせぎ援護対策事業 出かせぎ者を支援するた
め、健康診断の委託を行う
ほか、出稼ぎ互助会市町村
拠出金を負担する。

475 475

４項　貿易と物流の拡大 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

貿易産業振興事業 国内外への経済ミッション
への参加、ポートセールス
などを実施する。

1,359 1,359

対岸経済交流事業 対岸諸国との企業取引を拡
大するため、海外商談会お
よび市内商談会を開催す
る。

2,341 2,341

1 輸出入の均
衡のとれた貿
易振興策の実
施

3 働きやすい
環境の整備
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貿易促進協会関連事業 海外販路の拡大や経済ミッ
ションの派遣、経済セミ
ナーを実施する（社）秋田
県貿易促進協会に対し、事
業費の一部を負担する。

2,000 2,000

鉄道の充実 鉄道機能の充実をはかるた
め、秋田新幹線の利便性向
上と在来線の奥羽・羽越両
本線の高速化・複線化を促
進する。

100 100

秋田空港の充実 秋田空港の国際化の促進や
空港機能の充実をはかるた
め、秋田－ソウル間の国際
定期便や台湾プログラム
チャーター便の利用を促進
するとともに、国内線の充
実および利便性の向上をは
かる。

494 494

中央卸売市場施設整備事業 中央卸売市場施設の延命化
や機能向上、品質管理の高
度化に対応するため、緊急
度や優先度などを精査し、
入場業者の意向も勘案した
うえで計画的に施設整備を
行う。

11,000 0

卸売市場イノベーション事業 市場関係者の意識改革を目
的とする講演会の開催、市
場運営協議会に設置する専
門委員会の調査活動などを
実施する。

1,549 1,549

中央卸売市場運営資金貸付預
託金

仲卸業者融資斡旋預託金
は、仲卸業者への事業資金
の融資を円滑にし、経営の
安定に寄与することを目的
に実施する。

84,300 0

3 卸売市場機
能の充実

2 広域交通機
能の向上と
ネットワーク
化の促進
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２節　農林水産業の振興
１項　農林水産業経営の確立 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

農業経営安定資金貸付預託金 市内農業者の経営安定・生
産効率化向上のため、国・
県などの制度融資の対象と
ならない農業経営資金につ
いて、低利で適正かつ効率
的な融資を実行するための
貸付原資を融資機関に預託
を行う。

300,000 0

担い手育成対策事業 ・認定農業者の掘り起こし
や確保・育成、担い手農業
者組織が行う事業活動へ助
成する。
・認定農業者が借り入れた
農業経営基盤強化資金など
への利子を助成する。
・担い手農家などの農用地
利用集積活動に対して助成
を行う
・市内新規就農予定者の農
業研修の受講への助成をす
る。

14,506 3,257

特定農山村地域活動支援事業 高収益・高付加価値型農業
を展開するとともに、「山
ゆり」「ダリア」「メロン
（秋田甘えんぼ）」の栽培
技術の確立と生産の拡大を
はかる。

396 396

地域農業活性化推進事業 地域農業の活性化と農業に
対する関心を高めるため、
農業後継者対策事業・優秀
農家表彰事業・地域農業活
性化を推進する事業を実施
する。

550 550

農地・水・農村環境保全向上
活動支援事業

農地・水・農村環境保全向
上活動を16地区で向こう５
年間実施する。

10,494 10,494

農地流動化対策事業 農地の利用調整により担い
手への利用集積を進めるた
め、農業経営基盤強化促進
法に基づく各種農地流動化
施策の啓発普及や集落座談
会、農家意向調査などを実
施する。

362 290

農業指導強化対策事業 ・農林業に関する地域振興
活動、生産技術などの指
導・普及活動、各種研修、
地域特産品開発の支援・指
導および認定などを行う。
・地域食農部会の設立およ
び運営活動に対する支援・
指導を行う。

1,500 1,500

土地利用型農業活性化対策事
業

地域協議会、生産調整方針
作成者（JA等）への米の需
要情報などの提供、指導を
行う。

9,611 2,294

2 農林水産業
の収益の向上

1 農林水産業
経営体の育成
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土地利用型農業生産振興事業 基幹作物である水稲・大豆
などの生産技術向上と担い
手農家による集団的取組の
推進および、地域農業の生
産コスト低減をはかるため
の基幹施設・生産機械の計
画的導入に対する助成を行
う。

8,579 0

園芸作物生産振興事業 収益性が高く効率的かつ安
定的な都市近郊型複合経営
を確立するため、周年生産
体制に向けた生産施設・機
械などの整備に対する支援
や生産体制の強化をはかる
ことにより、野菜・花き・
の生産拡大を推進する。

5,266 2,653

園芸作物物流対策事業 野菜・花きの共販出荷、野
菜の端境期出荷を奨励し、
生産・出荷の拡大と通年出
荷体制の推進をはかる。

8,755 8,755

地域畜産再編対策事業 地域畜産の再編および活性
化を促進するため、意欲あ
る経営体の育成や生産技術
の高度化など、畜産農家の
集団的取組を総合的に推進
する。

800 800

肉用繁殖牛導入事業 優良繁殖素牛の導入・保留
を推進し、繁殖牛の資質向
上と優良子牛の生産確保を
進めることにより、畜産経
営の安定化をはかる。

2,250 2,250

家畜施設等導入促進事業 肉用牛経営の開始または規
模拡大に取り組む畜産農家
（認定農業者等）の畜舎・
堆肥舎などの整備に対して
助成する。

5,800 1,000

家畜衛生対策事業 家畜疾病防止および衛生管
理、妊娠鑑定、飼養管理指
導等のための獣医師などに
よる定期的な巡回の実施、
予防接種の実施による家畜
伝染病の発生未然防止し、
畜産経営の安定化をはか
る。

2,240 2,240

地産地消推進事業 ・市内産農畜産物の直売活
動によるＰＲ（文化交流事
業含む）や販路拡大を行
う。
・市内産農産物の学校給食
への供給拡大を進める
・生産者と消費者との交流
を促進する
・直売所設置に関する調査
などを行う

2,060 2,060

沿岸漁業生産振興対策事業 ガザミ種苗の放流後の生存
率を高めるため、種苗の中
間育成などによる放流を行
う。

312 312

3 生産・流
通・販売体制
の構築
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内水面資源維持対策事業 市内主要河川への稚魚放流
を実施し、水産資源の維持
増殖や河川環境や水質の保
全などに対する、市民の意
識啓発をはかるとともに、
市民の憩いの場の提供を行
う。

2,654 2,654

２項　豊かな農山村の形成 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

農林水産施設改修事業 所管施設12カ所の補修工事
を行う。

11,000 11,000

中山間地域等振興対策事業 中山間地域などの適切な生
産活動等を通じて、耕作放
棄地の防止、農業・農村の
有する多面的な機能などの
維持・発展をはかるため、
協定締結集落に対して交付
金を交付する。 事業実施
期間　17年度～21年度
（５ヶ年）

2,094 782

農道整備事業 基盤整備促進事業槻ノ木地
区の改良工事、ふるさと農
道緊急整備事業四ツ小屋地
区の改良工事を継続実施
し、新たに基盤整備促進事
業として下新城下谷地地区
の調査計画と改良工事を実
施する。

36,393 4,918

農道舗装事業 毎年、７地区の農道を舗装
する。

11,200 11,200

かんがい排水事業補助金 雄和向野地区の排水路工を
継続実施し、新たに太平野
田地区の用水路工を実施す
る。

4,500 4,500

かんがい排水事業 太平野田地区の調査設計に
引き続き用水路工を実施す
る。

0 0

市単独土地改良事業費補助金 毎年、水路改修など11地区
を実施する。

16,300 16,300

県営土地改良施設等整備事業
負担金

上北手猿田沢地区のため池
や仁井田堰の用排水施設な
どの整備、大沢・新波地区
などのほ場整備を実施す
る。

228,575 103,075

土地改良施設管理費補助金 土地改良施設の整備・補修
４地区について実施する。 2,080 2,080

林道改良事業 車両の大型化、重量化にと
もない、その局部的な構造
の質的向上をはかるととも
に、輸送力の向上と通行の
安全確保をはかる。
・林道「新城線」法面改良
A=300㎡

6,000 600

1 農村空間の
整備

2 森林資源の
保全
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林道舗装事業 林道の機能向上および地域
の環境改善による利便性や
林業従事者の就業環境改善
をはかることを目的とし、
雄物川地域森林計画に基づ
き、林業生産基盤の整備を
進める。
・林道「黒川線」舗装工事
L=455m

15,286 1,586

林道開設事業 雄物川地域森林計画に基づ
き林業生産基盤の整備をは
かるため、林道を開設す
る。
路線名：小山田線
L=2,000m

0 0

県単局所防災事業 山地崩壊による公共施設お
よび人家被害を未然に防止
するため、保全施設の設置
を実施する。
・３地区（雄和２地区、下
北手１地区）

8,445 2,089

民有林振興対策事業（間伐補
助）

生産性と公益的機能の向上
のため、緊急に間伐が必要
な森林において経費の一部
を補助し、一層の間伐促進
をはかる。
秋田市内一円　A=400ha

4,480 4,480

森林病害虫等防除事業 松くい虫被害により枯れた
松を伐倒処理するととも
に、地上からの薬剤散布な
どにより、被害の拡大を防
止する。
防除数量　7,500㎥

49,443 12,918

ヤマビル被害防止対策事業 ヤマビルの生息域が住宅地
周辺まで及び、住民が吸血
被害にあっていることか
ら、被害防止のためヤマビ
ル生息地区の町内会に駆除
薬剤を交付する。
交付対象：ヤマビル生息地
周辺８町内会

756 756

松くい虫防除薬剤交付事業 由緒ある松並木や町内沿線
の景観を松くい虫から守る
ため、共同防除を実施する
町内会に薬剤を交付する。

300 300

民有林振興対策事業（森林整
備地域活動支援事業）

市との協定締結者である森
林所有者などに保育等の森
林施業が必要となる面積に
応じて交付金を交付する。

64,020 16,006

市民の森造成事業 「市民の森」造成にかかる
最終年度にあたり、林内作
業場、林間広場整備などを
実施する。

36,343 13,585

森林情報整備事業 市内の森林資源情報（樹
種・林令・面積・立木蓄積
など）や林業施設配備状況
（林道・作業道など）の
データベースの維持管理を
行う。

1,150 1,150

浜田森林総合公園整備事業 梅林園などの公園の利便性
向上のため、公園内の施設
整備を行う。

1,001 1,001
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有害鳥獣駆除捕獲対策事業 農作物への被害を防止する
ため、クマ、タヌキなどの
捕獲用箱罠を設置する。

1,836 1,572

森林病害虫等防除事業（松林
修景促進事業）

松くい虫被害の拡大に対応
するため、松林内の整理な
どを行う。

1,985 661

3 里地・里山
の保全

里地里山活用事業 ・市内数カ所の山林で保全
活動を実施し、協定のあり
方を検討するとともに、里
地里山の保全に関する啓発
普及をはかる。
・農地森林所有者と市民と
の要望や受け入れ態勢の調
整をはかる。

100 100
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３節　交流人口の拡大
１項　観光振興の推進 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

桜・つつじまつり事業 千秋公園桜・つつじまつり
の実施にあたり、照明設備
設置や清掃などの業務委託
を行う。また、高清水公
園、あらやさくら、太平川
の各桜まつり開催に対して
補助を行う。

5,878 5,878

千秋公園整備事業 県都の顔である千秋公園の
魅力を高めるため整備を行
う。
・歴史ゾーン整備、黒門
（発掘調査、実施設計、施
設整備）、桜の樹勢回復
環境整備ほか

43,800 9,600

観光宣伝・受入体制整備事業 効果的な観光誘客ＰＲおよ
びきめ細かな観光客受入体
制を整備するため、観光船
の受入事業や観光案内板の
保守などを行う。

718 718

竿燈まつり振興事業 竿燈まつり実行委員会に対
し、竿燈まつり実施におけ
る環境衛生および安全対策
などに要する経費を補助す
る。また、秋田市竿燈会に
対し提灯製作費貸付などを
行う。

17,321 16,321

雄物川フェスティバル開催費
補助金

市内外からの観光誘客推進
により地域経済の活性化を
はかるため、雄物川フェス
ティバル開催に対し補助す
る。

13,500 13,500

土崎港まつり開催費補助金 市内外からの観光誘客推進
により地域経済の活性化を
はかるため、土崎港まつり
実施事業に対して補助を行
う。

7,000 7,000

ヤートセ秋田祭支援事業 交流人口拡大により地域経
済の活性化をはかるため、
ヤートセ秋田祭に対し補助
する。

500 500

清流まつり開催費補助金 地域経済の活性化をはかる
ため、岩見川清流まつりに
対し補助する。

1,500 1,500

大正寺おけさまつり開催費補
助金

地域経済の活性化をはかる
ため、大正寺おけさまつり
に対し補助する。

1,500 1,500

秋田長持唄全国大会開催費補
助金

秋田長持唄全国大会に対し
補助する。

200 200

観光施設整備等経費 市民などが各観光施設を安
全で快適に利用できるよう
に、計画的な工事・修繕を
行う。

11,300 11,300

動物園施設整備事業 老朽化した基盤施設の整備
を行う。
・動物健康管理センターの
建設と、既存管理事務所の
有効活用に向けた改修

180,627 53,127

2 観光資源の
整備と有効活
用策の実施
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動物園リフォーム事業 既存施設の継続的かつ有効
的な活用と展示環境の改善
をはかるため、リフォーム
を計画的に行う。
・19年度：カンガルー舎お
よび放飼場改修
・新世界サル舎、アシカ
プール水を再利用したペリ
カン展示場整備

8,000 8,000

動物園ミルヴェおもしろ事業 より魅力ある動物園とする
ため、様々な情報を提供す
るとともに、新しいアイデ
アによるソフト事業を展開
する。
・ガイドブックなどの販売
・機関誌の発行とＨＰの充
実
・各種イベントの開催

1,357 707

命の学び事業 動物とのふれあいや飼育体
験などを通じ、生命体感と
命の尊さを伝え、豊かな心
を育む場を提供する。
・出前ふれあい授業の実施
・ポニー調教、ポニー乗馬
体験の実施
・研修ホールを活用した学
習会「ミルヴェ・スクー
ル」・講演会の実施

327 327

雄遊カヌークルージング振興
事業

雄物川カヌークルージング
による観光振興に向け、受
入体制の整備や連携が可能
な体験学習の調査、また
ワークショップやモニター
ツアーを開催する。

0 0

観光案内板等整備事業 観光案内看板の整備に向
け、案内施設や設置場所な
どの調査を行う。

0 0

動物園再整備構想策定事業 大森山動物園を観光拠点施
設として整備するため、ア
ンケート調査や市民ワーク
ショップを開催し、大森山
公園と一体となった再整備
構想を策定する。
・19年度　再整備構想策定
・20年度　再整備計画策定

0 0

動物園応援団事業 動物園と動物への関心をよ
り高めてもらうため、市民
参加による動物園づくりを
行う。
・アニマルペアレントの募
集

0 0

4 コンベン
ション誘致の
促進

観光コンベンション推進事業
補助金

交流人口拡大による地域経
済活性化をはかるため、
（財）秋田観光コンベン
ション協会が実施する観
光・コンベンション事業に
対し補助する。

26,381 26,381
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グリーン・ツーリズム推進対
策事業

都市と農山村地域の共生・
対流を進めることで、市民
の健康な余暇利用と農山村
地域の活性化などの促進を
はかる。

500 500

スーパー農園整備事業（旧農
業試験場跡地）

市民の多様なニーズに対応
した区画や設備などを備え
た質・量ともにグレードの
高い市民農園を旧農業試験
場跡地に整備し、この市民
農園を核としながら農林
業・農村地域の多様な資源
を活かしつつ、グリーン・
ツーリズムや農園活用生活
スタイルの定着をはかる。

74,500 4,425

２項　にぎわいの創出 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

中通一丁目地区公共公益施設
整備事業

中通一丁目地区市街地再開
発事業において、公共公益
施設を整備する。整備スケ
ジュールは、18年度基本計
画、19年度基本設計、20年
度実施設計、21年度着工の
予定。

29,100 21,000

中心市街地活性化基本計画の
策定と推進

本市の中心市街地活性化に
関する施策を総合的かつ一
体的に推進するため、新た
な中心市街地活性化基本計
画を策定するとともに、基
本計画に定めた事業および
措置の着実な実施につとめ
る。

14,898 10,398

中通一丁目地区市街地再開発
事業促進経費

再開発準備組合が、法手続
に相応する精度ある事業計
画案を作成するために行
う、交通計画、補償計画お
よび土地評価の精度向上な
らびに施設建築物に関する
基本設計などの調整を中心
とした事業計画調整業務を
財政支援する。

20,800 5,200

市勢活性化推進経費 川反地区の振興、街なか居
住の推進およびセリオンを
核とした秋田港地区の活性
化に向けたポートタワー再
生プランの策定に関し、他
部局との連携をはかりなが
ら、具体策について調査・
検討する。

844 844

秋田駅東拠点地区土地区画整
理事業

土地区画整理事業にともな
う清算金徴収事務を行う。 500 466

秋田駅東西歩道橋（Ｗｅロー
ド）西側昇降口等整備事業

Ｗｅロードの自転車通行を
可能とするため、西側昇降
口などの整備を行う。

181,000 27,200

アルヴェ駐車場料金軽減経費 市民サービスセンター、子
ども未来センターで行政手
続きをした人を対象にアル
ヴェ駐車場料金の最初の１
時間分を無料とする。

3,426 2,066

5 都市と農村
間の交流の促
進

1 中心市街地
の活性化
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秋田駅東口駅前広場連絡通路
整備事業

秋田駅東西間の人の流れを
高めるため、連絡通路を整
備する。

7,000 1,100

秋田駅周辺地区低未利用地開
発検討経費

低未利用地の開発手法の導
入可能性を見極めるため検
討を行う。
19年度　事業パートナーの
募集・選定（市・施行者が
共同で実施）
20年度　基本設計、実施設
計、都市計画・事業計画・
権利変換計画の変更、定期
借地権契約など
21年度　建築工事

10,000 6,000

秋田市民交流プラザ情報ネッ
トワークシステム更新事業

 ・実施中の各サービスに
ついて有効性を検証する。
（19年度）
 ・次期システムの仕様を
構築する。（19年度～20年
度）

27,968 27,968

まちなか賑わい再生モデル事
業

まちづくりの担い手を育成
し、低未利用地の有効活用
を誘導・促進することによ
り、持続的なにぎわい創出
をはかる。

0 0

秋田港海の祭典開催費補助金 「秋田港海の祭典」に対し
て開催費の一部を補助す
る。

900 900

秋田港振興センター管理運営
経費

公の施設となった秋田市
ポートタワーと一括して指
定管理者に管理権限を委任
することにより、効率的か
つにぎわいづくりに効果的
な施設運営を行う。

34,434 32,054

秋田市ポートタワー管理運営
経費

秋田港振興センターと一括
して指定管理者に管理権限
を委任することにより、効
率的かつにぎわいづくりに
効果的な施設運営を行う。

62,297 50,297

秋田市ポートタワー再生プラ
ン策定経費

秋田港周辺のにぎわい創出
のため、再生プランを策定
する。
20～21年度：必要に応じた
ハード整備など
22年度：リニューアルオー
プン

4,050 2,050

ポートルネッサンス２１計画
推進経費

秋田港本港地区の周辺環境
整備について、関係者との
協議・調整を行う。

617 617

みなとオアシスにぎわいづく
り事業

「みなとオアシスあきた」
の協議会組織を設立し、３
～５年中を目途に運営主体
を市から協議会組織へと委
譲することを検討する。

0 0

2 地域のにぎ
わい拠点の充
実
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　２章　緑あふれる環境を備えた快適なまちづくり

　２章に関わる事業の予算額計
18,358,149 千円

予算額（千円）

2,780,825
29,711

1 自然環境保護の推進 3,166
2 環境汚染防止策の推進 17,416
3 地球温暖化防止の促進 4,649
4 環境教育・学習の推進 4,480
循環型社会の推進 2,751,114
1 廃棄物の発生抑制とリサイクル活動の推進 89,419
2 ごみ減量活動の促進 9,865
3 廃棄物の適正処理の推進 2,651,830
4 新エネルギー導入の促進 0

15,577,324
3,159,801

1 土地区画整理事業の実施 1,960,036
2 開発指導の実施 2,000
3 都市緑化の促進 1,115,889
4 都市景観の向上 6,329
5 墓地・斎場の整備 75,547

945,019
1 良質な住宅の確保 940,363
2 建築指導の実施 4,656

5,527,808
1 安全な水の安定供給 1,820,881
2 生活排水の適切な処理 3,706,927

5,514,049
1 幹線道路の整備 3,129,524
2 地域内道路の整備と維持管理 2,384,525

430,647
1 公共交通ネットワークの強化 88
2 バス交通機能の確保 430,559
情報環境の充実 0
1 情報環境の整備 0

・環境都市あきた宣言に基づき、環境学習の場を提供するとともに、環境基本計画のもと、環境
　への意識向上をはかるため、家庭レベルで地球温暖化防止やごみの減量の取り組みを進め
　る市民版ＩＳＯ事業などの各種啓発を行います。
・環境貯金の成果を市民に還元する環境貯金市民還元事業を通じ、市民の生ごみ減量の取り
　組みを支援します。
・市のホームページから都市計画に関する情報を容易に得られるよう、都市計画図などの閲覧
　システムを導入します。
・新屋比内町で260戸の市営住宅と共同施設などの整備に着手するとともに、借地となっている
　用地を購入します。
・上水道関係では、災害に強く、安定した給水を確保するため、配水ブロック化を推進します。下
　水道関係では、下新城、飯島、広面、仁井田、浜田、四ツ小屋、豊成地区などで汚水管の面
　整備を継続実施します。
・街路事業として土崎駅前線ほか４路線、幹線道路整備事業として南部中央線の茨島工区、住
　宅市街地基盤整備事業として新都市大通線を継続事業として実施します。
・バス路線維持のため、バス事業者に対して補助金を交付します。
・高速通信回線網や携帯電話など情報通信基盤の整備促進を民間通信事業者などに働きか
　け、地域間の情報格差の解消に取り組みます。

道路整備の推進

1節 環境の保全
1項 環境保全の推進

2項

2節 都市基盤の確立
1項 秩序ある都市環境の形成

6項

2項 住宅環境の整備

3項 上下水道サービスの提供

5項 公共交通機能の充実

4項
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１節　環境の保全
１項　環境保全の推進 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

自然環境保全経費 河辺・雄和両地域の自然環
境現況調査の手法検討およ
び実施、自然環境保全地区
指定に向けた調査および指
定、市民活動計画の推進、
条例規定業務の遂行などを
行う。

1,207 1,207

街路樹病害虫対策経費 街路樹に発生するアメリカ
シロヒトリなどの病害虫防
除を行う。

1,134 1,134

命のつなぎ（種の保存）事業 絶滅危惧種イヌワシの種の
保存や大森山に生息する希
少淡水魚ゼニタナゴの保全
活動を通じ大森山動物園を
特徴づける。
・イヌワシ飼育下繁殖技術
の確立とライブ中継
・鷹匠技術の調査・研究
・塩曳潟の環境整備とモニ
タリング調査およびビオ
トープ建設調査
・市民協働キャンペーンの
展開

825 825

大気・水質等環境保全経費 大気環境を保全するため、
24時間大気の監視を行う大
気常時監視システムの機能
向上をはかる。また、有害
大気汚染物質の大気中の監
視やアスベスト除去作業に
対する指導を行う。

11,094 11,094

生活環境保全経費 身近な生活環境を保全する
ため、道路の騒音について
調査と評価を行う。工場な
どから発生する悪臭などに
ついて指導する。

2,172 2,172

ダイオキシン類等調査経費 ダイオキシン類による汚染
を防止するため、大気、水
質、土壌の濃度を監視する
とともに工場への立入を行
う。

4,150 4,150

環境基本計画等推進経費 18年度に見直しした環境基
本計画の推進をはかるため
に、年次報告書の作成など
進行管理を行うとともに、
新エネルギーの普及啓発・
導入などリーディングプロ
ジェクトの推進をはかる。
また、エコあきた行動計画
を環境マネジメントシステ
ムの長所を生かして見直し
たうえで推進する。

3,459 3,459

市民版ＩＳＯ推進事業 市民版ＩＳＯの普及・推進
をはかるとともに、市民の
環境配慮行動を促進する。

1,190 1,190

3 地球温暖化
防止の促進

2 環境汚染防
止策の推進

1 自然環境保
護の推進
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環境学習・啓発事業 環境学習に使用する副読本
を作成し、市内全小学校に
配布するほか、総合的な学
習などに講師を派遣する。
また、こどもエコクラブ活
動の活性化をはかるととも
に、市民の自発的な研修会
の支援など環境意識の高揚
をはかる。

2,775 2,775

地域環境活動促進事業 地域の環境活動のリーダー
育成と地域環境資源を把握
し、地域の環境活動の充実
をはかる。また、地域が主
体となって行う環境美化活
動を支援する。

1,158 1,158

環境都市宣言関係経費 「環境都市あきた宣言」の
普及、啓発につとめるとも
に、「あきた環境楽会」を
実施する。

547 547

２項　循環型社会の推進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

家庭系廃棄物減量・再資源化
事業

市民団体などが実施する資
源集団回収に対し奨励金を
交付し、ごみの分別やリサ
イクルに対する市民の意識
啓発をはかるとともに、ご
みの減量につながる新たな
施策展開をはかる。

15,509 15,509

事業系廃棄物減量・再資源化
事業

事業者から出されるごみの
減量や再資源化を促すた
め、ごみの排出・分別状況
を調査するとともに、訪問
活動などによる意識啓発を
行い、減量への取り組みを
推進する。また、ごみを多
量に排出する事業者の減量
計画書の提出や管理責任者
の配置などのルールづくり
を行う。

92 92

粗大ごみ戸別収集事業 粗大ごみの戸別（有料）収
集を実施する。

51,725 25,425

古紙ステーション回収システ
ム支援経費

市全域のごみステーション
に排出される古紙を回収す
る。

22,093 22,093

環境貯金箱作戦経費 環境貯金箱作戦キャンペー
ンや広報あきたやマスコミ
などを活用したごみ減量啓
発の実施を行うとともに、
ごみ減量の成果としての環
境貯金を管理する。

4,757 4,757

環境貯金市民還元事業 ごみ減量の成果である環境
貯金を実感でき、市民の環
境意識の向上につながる事
業として生ごみ減量につな
がる取り組みへの支援、啓
発を実施する。

3,000 0

2 ごみ減量活
動の促進

4 環境教育・
学習の推進

1 廃棄物の発
生抑制とリサ
イクル活動の
推進
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家庭系ごみ分別推進事業（ご
み減量・分別井戸端会議）

各地域で対話形式による分
別指導を行う。また、ごみ
の減量･リサイクルについて
優れた取組事例を紹介しな
がら市民と意見交換を行
う。

100 100

ごみ減量活動推進事業 市民意識調査や先進地調査
などを行い、市民・事業者
の減量活動を促す効果的な
施策を実施するとともに、
処理ごみの減量につながる
新たなリサイクル手法の研
究などを行う。

2,008 2,008

ごみ収集運営費・ごみ収集車
総合整備経費

ごみ集積所に排出される
「家庭ごみ」および「資源
化物」を定曜日に収集す
る。行改大綱に基づき21年
度末で直営収集を廃止し、
22年度当初全委託化する予
定。また、その間の直営収
集車両の総合整備を行う。

820,820 813,673

ごみ処理施設運営費 溶融、焼却、破砕などの中
間処理を安全、安定的に実
施し、資源の回収と発生す
る熱エネルギーの有効利用
をはかりながら、ごみの適
正処理を行う。

1,483,692 583,873

南秋地区可燃ごみ受入経費 南秋地区の可燃ごみを受け
入れる。

16,338 0

不法投棄対策経費 不法投棄を防止するため、
早朝・夜間を含む巡回監視
を強化する。さらに、不法
投棄監視員と連絡会などを
開催し、防止策についての
情報交換を行う。

10,433 10,281

不法投棄未然防止強化対策事
業

20年度までに監視カメラの
整備を終了し、５台の監視
カメラで不法投棄の未然防
止をはかる。また、関連機
関との間で、連絡会などを
開催し、防止策についての
情報交換を行う。

1,136 0

廃棄物処理施設等監視・指導
経費

廃棄物処理施設設置者や処
理業者および排出事業者に
対して、廃棄物の適正な処
理が確保されるよう、指
導・監督につとめるととも
に、廃棄物処理法や自動車
リサイクル法などの関連業
務を行う。

7,394 0

焼却施設更新事業 老朽化した総合環境セン
ター３号炉を更新する。
19年度  地質、測量調査
20年度  生活環境影響調
査、基本計画、基本設計の
実施
21年度　契約、着工、土工
事

26,255 4,404

3 廃棄物の適
正処理の推進
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し尿処理施設運営費 し尿など、処理施設を設計
した時点から総量が減少
し、性状も大きく異なって
きているが、環境負荷の低
減に配慮しながら安定的に
適正な処理を行う。

202,932 202,816

廃棄物発電事業 ごみ焼却余熱で発電し余剰
電力を売却する。

82,830 0

4 新エネル
ギー導入の促
進

新エネルギーに関する情報収
集や提供

（仮称）西部地域市民サー
ビスセンターなど公共施設
への新エネルギーの導入を
促進するとともに、関連情
報を収集し、市民などへの
提供につとめる。

0 0
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２節　都市基盤の確立
１項　秩序ある都市環境の形成 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

秋田駅東第三地区土地区画整
理事業推進用地取得経費

秋田駅東第三地区土地区画
整理事業の効率的な整備推
進をはかるための用地を取
得する。A=910㎡（公社用地
A=259㎡  民有地A=651㎡）

50,000 0

秋田駅東第三地区土地区画整
理事業

秋田駅周辺にふさわしい街
並みを形成するため、道
路・公園などの都市基盤の
整備と宅地の整理を行い、
健全な市街地の形成をはか
る。（都市計画道路５路線
L=840m/区画道路９路線
L=513m/特殊道路５路線
L=150m/建物移転補償84件/
用地取得A=910㎡）

1,168,000 811,700

秋田駅西北地区土地区画整理
事業

秋田駅周辺にふさわしい街
並みを形成するため、道
路・公園などの都市基盤の
整備と敷地の整序を行い、
健全な市街地の形成をはか
る。（都市計画道路２路線
L=343ｍ/区画道路６路線
L=391m/特殊道路１路線
L=36m/建物移転補償17件）

689,000 323,500

秋操駅南地区土地区画整理事
業 (換地清算事務等経費)

・清算徴収事務
・市有地売払い事務 3,135 0

土地区画整理事業の未着手地
区の解決

・見直しを含めた解決策の
手順を示した指針を策定す
る。
・当該地区の土地利用の実
情や基盤整備の水準を確認
するため現況調査や現状分
析を実施する。
・地区のニーズをふまえた
まちづくり方針を策定す
る。

0 0

都市計画図等閲覧システム整
備経費

閲覧システムを整備する。
3,500 3,500

都市計画指導調査事業（基礎
調査）

河辺・雄和地域国土基本図
および計画図を作成する。 45,000 45,000

「秋田市の都市計画」冊子印
刷経費

秋田市の都市計画に関する
情報を整理した「秋田市の
都市計画」を作成する。

500 500

住居表示板等更新事業 老朽化の著しい街区表示板
および住居表示案内板の更
新を計画的に行う。

901 901

国土基本図等修正経費 国土基本図計画図の修正と
旧秋田市国土基本図基図の
更新を行う。

2,000 500

開発指導の実施 優良な宅地開発を促進する
とともに、計画的で秩序あ
るまちづくりを促進し、良
好な住環境の整備をはか
る。

0 0

太平山リゾート公園整備事業 花公園（センターガーデン
ゾーン）を整備する。
A=0.4ha、ハーブ園、芝生広
場整備ほか

81,000 5,000

1 土地区画整
理事業の実施

3 都市緑化の
促進

2 開発指導の
実施
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大規模公園等維持管理経費
（太平山リゾート公園等維持
管理経費）

太平山リゾート公園などの
施設の効率的な管理運営を
はかるため、指定管理者に
よる管理を行う。

386,100 373,559

人にやさしい公園づくり再整
備事業

公園の入口部分と歩道との
段差を解消(スロープ化)す
るとともに、公園散策中に
休憩できるスペースを設
け、ベンチの設置や園路を
整備する。また、子供たち
が安全に利用できるよう
に、老朽化などによって使
用できなくなった遊具およ
びフェンスを更新・設置す
る。

5,875 5,875

緑化重点地区整備事業 以下の緑化重点地区を整備
する。
新屋西第一街区公園、新屋
西第二街区公園、新屋大川
町第一児童遊園地、大川端
帯状近隣公園、新屋新町住
区公園、新屋大川町緑地の
再整備ほか

165,000 11,200

都市緑化推進事業 ・緑化普及事業 生垣用苗木
の交付や緑地協定用苗木を
交付する。
・空閑地美化事業 空閑地の
適正な管理について、所有
者に指導する。
・保存樹管理事業 歴史のあ
る樹木などを保存樹に指定
し、保存につとめるため、
剪定や枯れ枝処理などを行
う。

4,285 4,285

道路緑化整備事業 街路樹の連続性を保つため
の維持管理を行う。

58,000 58,000

花のあるまちづくり事業 花のあるまちづくりを進め
るため、花苗の交付、プラ
ンターの設置、花壇植栽、
花と緑の相談所運営などを
行う。

22,220 22,220

自然緑地整備事業 うるおいのある生活環境を
保つため、自然の緑がいか
された緑化を整備する。
やすらぎの森整備（藤倉水
源地広場）、（やぶれ沼護
岸）、（新屋湧水広場）ほ
か

2,500 2,500

緑の基本計画見直し経費 合併後の新市域を対象とす
る「緑の基本計画」変更業
務委託を行う。

7,000 7,000

大規模公園等維持管理経費
（一つ森公園維持管理経費）

一つ森公園内施設の良好な
維持管理につとめるととも
に、コミュニティ体育館施
設の充実をはかり、市民の
安全で快適な利用に供す
る。

36,324 28,150

24



大規模公園等維持管理経費
（雄物川河川緑地等維持管理
経費）

雄物川河川緑地および、御
所野地区内の公園ならび
に、市南部地区の国道７
号、国道13号、雄物川に囲
まれたエリア内の一部の公
園緑地の維持管理を行う。

90,551 90,551

公園維持管理費（公園維持補
修等経費）

子供たちに安全な遊び場を
提供するため、遊具の点検
結果に基づき補修や塗装を
行う。また、休養施設の新
設や、照明灯・水道など便
益施設の新設・補修を行
う。

34,024 34,024

公園維持管理費（樹木病害虫
対策事業）

アメリカシロヒトリの発生
時期に合わせて防除対策室
を設置し、公共施設の防除
を行うとともに、市内を巡
回のうえ市民への防除指導
を行う。また、千秋公園の
歴史ある樹木や保存樹、桜
並木などを害虫から守るた
め適切な防除を行う。

21,383 18,782

セントクラウド訪問団派遣事
業

公園建設や管理運営にかか
る市民参加および市民協働
の仕組みが進んでいる先進
都市セントクラウド市へ職
員を派遣し、公園に対する
市民意識の向上や市民協働
への展開など、政策の推進
をはかる。

2,626 2,626

公園維持管理費（公園維持管
理費）

すべての市民が安全で気軽
に公園を利用できるように
するため、公園・緑地の清
掃、塵芥回収、除草、点検
など施設の適切な維持管理
を行う。

184,001 172,258

北野田公園維持管理経費 平成19年開催の秋田わか杉
国体のテニス競技会場とし
て、また、快適な憩いの場
の創出と市民の健康増進の
推進のため、北野田公園施
設の適切な維持管理を行
う。

15,000 13,560

都市景観形成事業 良好な都市景観の形成をは
かるため、規制、誘導を行
うとともに、都市景観に対
する市民意識の向上と市民
主体の都市景観形成が推進
されるよう、支援および啓
発につとめる。

6,329 4,109

景観計画等検討経費 景観法に基づく景観計画を
策定するとともに、現行の
秋田市都市景観条例を改正
し、都市景観形成に関する
施策を法に基づく制度体系
に移行する。

0 0

斎場火葬炉等整備事業 火葬炉などの補修を行う。 4,763 4,763

河辺墓地改修事業 墓地を安全に使用できるよ
う未改修部分の改修工事を
実施する。

0 0

4 都市景観の
向上

5 墓地・斎場
の整備
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斎場改築事業 将来火葬需要へ対応した斎
場の改築工事を行うため、
基本・実施設計、用地取得
および用地造成などを行
う。

6,800 2,200

斎場管理費 秋田市斎場および雄和火葬
場の維持・管理を行う。 28,029 23,305

平和公園管理費 墓地使用者が安全に使用で
きるよう、平和公園の維
持・管理を行う。

32,639 0

南西墓地管理費 墓地使用者が安全に使用で
きるよう、南西墓地の維
持・管理を行う。

2,284 0

河辺墓地管理費 墓地使用者が安全に使用で
きるよう、河辺墓地の維
持・管理を行う。

1,032 0

２項　住宅環境の整備 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

安全安心対策推進経費
（バリアフリー向上）

バリアフリーの視点による
まちづくりを進めるため、
ハード面に限らず、ソフト
面を含む幅広い分野を見据
えながら、バリアフリー向
上プランの策定に向けた総
合的な調査・研究を進め
る。

100 100

あきた街なかファミリー住宅
助成事業

中心市街地などへの良質な
賃貸住宅の供給を促進する
ため「あきた街なかファミ
リー住宅」40戸の供給者に
対する家賃減額分の補助を
行う。

8,240 4,121

秋田市住宅マスタープラン推
進事業等

公共賃貸住宅の情報提供、
住宅のバリアフリーに関す
る講習会などを行う。ま
た、「秋田市住生活基本計
画」を策定し、住生活の安
定の確保および向上促進の
ための政策展開をはかって
いく。

797 439

市営住宅駐車場整備事業 既設および建替市営住宅の
駐車場を整備し、入居者の
利便性の向上をはかるとと
もに、良好な市街地環境を
形成する。19年度　旭南110
区画

79,607 509

既設市営住宅改善事業 既設市営住宅の外壁や窓な
どの落下防止手すりを改修
するほか、階段室手すりの
設置やトイレの洋式化な
ど、高齢者・障害者などの
円滑な利用に供するための
バリアフリー対策を施し、
既存ストックの改善をはか
る。（外壁・窓手すり改
修）外旭川７棟、茨島１棟
（トイレ改善）旭南６棟158
戸

63,282 7,538

1 良質な住宅
の確保
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既設市営住宅改修経費 既設市営住宅に対し、地上
波デジタル放送開始にとも
なう共同受信設備の改修を
行うほか、消防法改正によ
る住戸内への火災報知器の
設置を行い、入居者の安全
と快適な居住環境の確保を
はかる。
（共同受信設備改修）旭
南、牛島清水町など16団地
（火災報知器設置）広面、
外旭川など16団地 1,389戸

45,348 1,642

新屋比内町市営住宅建替事業 民間活力の活用により、老
朽化が著しい５団地を統廃
合し、新屋比内町に260戸の
市営住宅を建設する。同時
に社会福祉施設の整備およ
び用途廃止団地の土地活用
を一体的に行う。
H20第１期市営住宅完成買取
H21第２期市営住宅完成買取

741,989 3,935

市営住宅家賃等の収納対策経
費

公営住宅使用料・駐車場使
用料の滞納防止および解消
をはかるため、滞納者への
督促や民事調停の申立てな
ど必要な措置を講ずる。

1,000 1,000

建築確認検査体制の充実・強
化

建築確認検査体制を充実・
強化するため、システム
リース代やシステム協議会
負担金を支出するととも
に、定期報告業務を委託す
る。

4,656 3,356

秋田市耐震改修促進計画事業 安全・安心できる建築物を
確保するため、既存建築物
の耐震化の誘導をはかるこ
とから、「秋田市耐震改修
促進計画」を平成19年度中
に策定し、建築物の耐震改
修の促進をはかる。

0 0

３項　上下水道サービスの提供 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

配水ブロック化推進事業 安全な水道水を安定して供
給し続けるため、市内に網
の目のように埋設されてい
る配水管網を、48個のブ
ロックに分割する。20年度
まで第一次整備期間として
14ブロックを整備する。以
降、順次ブロック化整備を
推進していく。

893,172 0

老朽配水管の更新事業等 安全な水道水を安定して供
給し続けるため、経年劣
化、漏水履歴、管の材質、
事故発生時の影響度など、
種々の条件を総合的に考慮
して、配水管の整備などを
計画的に推進する。

460,137 0

新都市水道整備事業 安全な水道水を安定して供
給し続けるため、都市再生
機構の分譲計画に合わせ、
配水管などの整備を行う。

84,533 0

2 建築指導の
実施

1 安全な水の
安定供給
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配水幹線整備事業 安全な水道水を安定して供
給し続けるため、配水ブ
ロック化および経年劣化し
ている配水幹線を優先して
整備し、 懸案である手形山
送・配水管路更新計画の実
現にむけて立案する。

86,200 0

浄水場施設改良等 災害に強くより安定的な水
道水の供給をめざし、浄水
場の電気・機械、計装、排
水処理設備などを計画的に
整備更新する。

202,100 0

水道通水１００周年関連事業 市民とともに水道100年の歴
史を振り返り、先人の偉業
を称え、生活に欠くことの
できない水道への認識を高
めるため、記念式典を開催
するほか、水道100年史の発
刊などの記念事業を行う。

23,418 0

河辺南部地区石綿セメント管
更新事業

安全な水道水を安定して供
給し続けるため、19年度ま
でに当地区に残っている石
綿セメント管2,955mについ
て布設替を行い、給水サー
ビスの向上をめざす。

16,821 0

河辺地域浄水場施設改良事業 河辺地域における安定給水
確保のため、浄水場や配水
池の改修・整備を行う。

14,500 0

仁井田・雄和送水施設整備事
業

仁井田浄水場から雄和地域
へ水道水を供給するための
送水管布設ルートを精査
し、雄和浄水場までの送水
管を布設する。

25,000 0

上下水道統合型管路情報シス
テム構築事業

上下水道統合型管路情報シ
ステムの構築や下水道施設
データ調査の取込を進め
る。(水道マッピングシステ
ムをベースとして構築)

15,000 0

管渠建設事業 浸水地域を解消するため、
雨水管整備につとめるとと
もに、汚水管整備により下
水道の普及をはかる。さら
に合流式下水道改善計画に
より、計画的に対策を行
う。

1,889,195 0

合流式下水道緊急改善事業 合流式下水道改善計画を策
定し、合流式下水道の改善
を計画的に事業実施する。

47,000 0

公共下水道管渠建設事業(河
辺地域)

汚水管整備を進め、水洗化
の普及拡大をはかる。

112,500 0

処理場建設事業 耐用年数が経過し老朽化が
著しい設備を年次計画に基
づき効率的に更新する。

195,700 0

ポンプ場建設事業 耐用年数が経過し老朽化が
著しい設備を年次計画に基
づき効率的に更新する。

288,000 0

2 生活排水の
適切な処理
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下水道管渠改築事業 昭和７～40年度にかけて合
流地区に整備した下水管約
107.6 kmのうち、損傷の著
しい老朽管を改築すること
により、その機能の延命を
はかる。また、適切に改築
を行うことで、管渠の閉
塞、不明水の流入および路
面陥没などの事故を防止す
る。

134,000 0

土崎港東二丁目地区下水道管
渠改築事業

土崎港東二丁目地区の損傷
の著しい下水管渠の改築工
事を計画的に実施する。

50,000 0

下水道管渠改良工事 管路施設の機能が十分発揮
できるよう実態を把握し、
適正な維持管理を行いなが
ら、市民生活に悪影響をお
よぼす下水管の不良箇所の
布設替を行う。

59,000 0

浄化槽設置整備事業 対象地域内の浄化槽設置者
に対し、国・県の制度を活
用しながら補助金を交付す
る。

9,124 3,072

浄化槽関係業務経費 浄化槽の設置、保守点検な
どについて規制・指導など
を行う。

348 156

下北手中央農業集落排水事業 下北手中央地区の管路工の
整備および処理施設の建築
工などを計画的に実施す
る。

368,500 125

金足農業集落排水事業 金足地区の農業集落排水事
業の全体実施設計や管路工
などを計画的に実施する。

102,000 100

岩見農業集落排水事業 河辺岩見地区の農業集落排
水事業について、引き続き
管路工や処理施設の場内整
備などを計画的に実施す
る。

340,120 50

浄化槽整備推進事業 計画的な浄化槽の整備を実
施する。

111,440 1,291

４項　道路整備の推進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

幹線道路整備事業　南部中央
線

主にJR羽越本線の横断工事
(18年度～20年度)をJR委託
工事として実施し、南部中
央線の全線開通によるネッ
トワーク効果を発現すべく
茨島工区の完成をはかる。
20年度全線供用予定

820,458 41,208

幹線道路整備事業　割山南浜
線

国土交通省が施工する新屋
水門改築工事に合わせ水門
区間の道路改良工事を実施
する。（国土交通省委託工
事）

5,000 150

街路事業　土崎駅前線 土崎駅周辺の狭隘な道路を
拡幅整備するため、用地取
得、補償、街路築造工事、
駅前広場整備などを実施
し、事業の完成をはかる。

389,000 32,550

1 幹線道路の
整備
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街路事業　秋田環状線外１線
（築山工区）

用地取得、補償、ならびに
街路築造工事を実施し、完
成をはかる。

183,786 22,286

街路事業　明田外旭川線（手
形工区）

用地取得、補償、街路築造
工事を実施し手形工区の完
成をはかる。

23,200 750

街路事業　外旭川新川線 用地取得、補償を実施し、
早期完成ができるよう事業
の進捗をはかる。

915,800 63,500

街路事業　泉外旭川線（泉工
区）

測量、設計、用地取得、補
償を実施し、早期完成がで
きるよう事業の進捗をはか
る。

0 0

県施行街路事業負担金 県施工街路事業に対し整備
費用の一部を負担する。
①秋田中央道路(～19年度)
②川尻広面線(21年度)
③千秋広面線(23年度)
④横山金足線(22年度)
⑤新屋土崎線(21年度)
⑥秋田駅東中央線(19年度)
③、④を除き期間内完成を
はかる。

614,280 32,680

住宅市街地基盤整備事業 新都市の北地区65.3haの開
発にあたり、その基盤とな
る都市計画道路・新都市大
通線および上北手雄和線を
整備し期間内の完成をはか
る。

170,000 0

総合交通体系調査事業 新市総合都市交通計画およ
び新市交通網マスタープラ
ンの策定、個別政策の提案
を行う。

8,000 8,000

道路改良事業 安全で快適な道路環境への
改善をはかるため、道路の
拡幅・線形・隅切などの改
良を進める。

383,000 33,000

側溝改良事業 道路排水の処理、道路幅員
の有効利用、歩行者の安全
確保などのために道路側溝
を改良し、長寿社会に対応
した整備を推進する。

750,000 58,500

舗装道新設事業 市道認定された未舗装道路
を舗装整備する。

81,000 11,800

私道整備補助金 生活環境の向上を目的とす
る私道などの整備を行う事
業者に対し、事業費の一部
を補助する。

18,000 18,000

電線共同溝整備事業 無電柱化推進計画（H16～
H20）に基づき、秋田市地域
防災計画における緊急輸送
路など、延べ延長6,502mを
整備する。
秋田環状１号線L=820m

20,000 500

人にやさしい歩道づくり事業 学校、病院、駅、福祉施設
等公共施設周辺の市道につ
いて児童、長寿者などがよ
り安全に通行できるように
既設歩道の改善を行う。
川尻広面線 L=1,300m

62,000 6,200

2 地域内道路
の整備と維持
管理
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交差点改良事業 渋滞交差点に、隅切りおよ
び付加車線などを設け、交
通流改善と安全性の向上を
はかる。

18,200 1,000

橋りょう整備事業 老朽化が著しく幅員が狭い
橋梁や、耐荷力・耐震性の
劣る橋梁の架替えならび
に、地域間の交通および災
害時の緊急路確保のため橋
梁の新設整備を推進する。

20,000 1,000

生活排水路等環境整備事業 市街化区域内の生活排水路
の泥上げ、草刈り、補修を
行うとともに、計画的にＵ
型側溝などの整備を行い、
排水不良箇所の改善をはか
る。
排水路整備　25箇所
L=2,960m
排水路の泥上げ・草刈り・
補修　一式

89,000 89,000

道路維持修繕事業 老朽化した道路施設などに
ついて、計画的に補修を行
い、道路利用者に優しい快
適な道路空間を保持する。

757,025 421,725

地下道改修事業 明田地下道壁面を改修する
（車道部）とともに、楢山
大元町地下道・南部中央線
地下道の調査を行う。

18,000 18,000

太田沢跨線橋改良事業 太田沢跨線橋の耐震補強工
事を実施する。

148,000 3,400

橋りょう修繕事業 橋りょう補修を適切に実施
することにより、施設の延
命化をはかる。

5,300 5,300

道路改良事業　鹿野戸安養寺
線

雄和椿川地内の主要地方道
秋田雄和本荘線から県立中
央公園、秋田空港などへ連
絡する路線の急勾配、歪曲
区間を解消する道路改良工
事を進める。

15,000 800

５項　公共交通機能の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

公共交通ネットワークの強化 市民の日常生活における移
動の円滑化をはかるため、
鉄道、バス、自動車、さら
には、地域特性や利用状況
に即した新たな交通運行形
態などによる各交通機関の
役割分担や交通結節点にお
ける乗り継ぎの利便性の向
上を促進する。

0 0

秋田市交通バリアフリー推進
経費

秋田市交通バリアフリー推
進協議会を開催する。

88 88

バス交通総合改善事業 郊外部における不採算路線
の委託運行を実施するとと
もに、地域公共交通ネット
ワーク会議を立ち上げ、新
たな運行形態の確立も視野
に入れ、地域特性や利用状
況に応じた公共交通形態の
再構築を行う。

32,760 19,860

2 バス交通機
能の確保

1 公共交通
ネットワーク
の強化
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地方バス路線維持対策事業 生活バス路線は、日常の市
民生活を支える移動手段と
して重要であることから、
運行ニーズの高いバス路線
については、国や県と協調
し、バス事業者に対し運行
にかかる経費の一部を補助
し、市民の移動手段の確保
をはかる。

397,799 310,943
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　３章　健康で安全安心に暮らせるまちづくり

　３章に関わる事業の予算額計
52,797,417 千円

予算額（千円）

1,103,816
105,053

1 防災体制の構築と防災拠点の整備 16,383
2 水害・土砂災害対策の実施 87,000
3 大規模事故の予防策の整備 1,670
4 健康危機の防止体制の整備 0
雪に強いまちの確立 730,786
1 雪に強いまちづくりの推進 116,450
2 地域における除排雪体制の構築 0
3 道路除排雪の実施 614,336

267,977
1 地域防犯の強化 7,150
2 児童生徒の安全対策の実施 42,825
3 交通安全対策の実施 218,002

51,693,601
92,872

1 消費者支援の実施 12,079
2 食品衛生体制の整備 79,659
3 食育の推進 1,134

5,733,092
1 地域保健・医療体制の充実 5,025,211
2 疾病の予防策の実施 368,354
3 感染症対策の実施 339,527

132,418
1 火災予防の促進 711
2 消防体制の整備 86,857
3 救急・救命体制の整備 44,850
社会保障制度の確保 45,735,219
1 生活保護の適正実施と自立支援の促進 7,804,712
2 介護保険の適正な運営 17,587,946
3 国民健康保険の健全な運営 20,342,561
4 国民年金事務の適正な処理 0

・大規模な災害に備え、関係機関との緊密な連携のもと、防災活動が迅速・的確に行える環境
　整備につとめます。
・地域バランスを考慮した堆雪場の適正配置を行うとともに、市街地における空閑地の有効な
　活用方法などの研究を進めます。
・児童生徒の安全対策を進めるため、子どもの安全確保プランの策定に向け、調査研究を進め
　ます。
・食品衛生知識の普及・啓発を行うほか、検査体制の整備により食品の安全性を確保しま
　す。
・健康づくり計画である「健康あきた市２１」に基づき、引き続き健康づくり運動を推進するほか、
　生活習慣病の早期発見、早期治療および予防のため、基本健康診査や各種がん検診、健康
　教育、健康相談などの事業を推進するとともに、新たにメタボリックシンドロームの概念を導入
　した保健指導を実施します。
・救急業務の高度化をはかるため、秋田消防署本署の高規格救急自動車を更新するとともに、
　高度救命用資機材などを整備します。
・生活に困窮する市民を援護するため、国の基準などに従い、生活保護の適正な実施につとめ
　ます。

2節 安心して暮らせる毎日の実現
1項 健全な消費・食生活の確保

4項

3項 消防・救急体制の充実

2項 保健・医療体制の充実

1節 安全な生活の実現
1項 危機管理体制の確立

2項

3項 防犯・交通安全体制の確立
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１節　安全な生活の実現
１項　危機管理体制の確立 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

緊急救援物資備蓄事業 想定地震により見込まれる避
難者数約30,000人に対し、
災害時の応急対策として、市
内数カ所に食料、毛布などの
緊急救援物資等を計画的に分
散備蓄する。

3,458 3,458

広域避難標識整備 災害発生時に避難の目安とな
る避難標識の盤面デザイン
を、国で示す共通規格に統一
するほか、旧型標識を新型標
識に更新する。

496 496

自主防災組織の育成強化 防災意識の高揚をはかり、自
主防災組織の未組織町内会に
対して説明会を実施するな
ど、組織の必要性を訴えなが
ら結成を促進するとともに、
既存組織の育成強化の一環と
して研修会や資機材の助成を
行う。

4,353 4,053

洪水ハザードマップ作成 水害時の住民の避難を確保す
るため、水防法および秋田市
地域防災計画に基づき、県の
指定する浸水想定区域や避難
場所などの防災情報を地図上
に表した洪水ハザードマップ
を作成・周知する。

622 622

災害時情報提供システム運用
経費

災害の種類や規模に応じた情
報をより迅速かつ正確に地域
住民や防災関係機関へ提供す
るための「災害時情報提供シ
ステム」の円滑な運用を行
う。

5,201 5,201

水防訓練の実施 作業能力の向上につとめ、水
防体制の万全を期するととも
に、水防関係機関の連携・士
気の高揚と水防思想の普及徹
底をはかるため、水防法に基
づき、指定水防管理団体が毎
年実施する。

1,043 1,043

小規模災害援助事業 火災などの被災世帯に対して
見舞金を給付する。

1,210 1,210

河川改修事業 古川について、第１期とし
て、猿田川合流点から市道小
中島西潟敷線に架かる小股尻
橋までの区間について、改修
工事を行い、河川の環境整備
をはかる。護岸工など　一式

65,000 65,000

河川環境整備事業 普通河川古川、準用河川宝川
ほか５河川の河道閉塞部の浚
渫などを行い、大雨時の水害
防止と周辺の環境整備をはか
る。L=2,910m

15,000 15,000

県施行急傾斜地崩壊対策事業
負担金

急傾斜地崩壊防止工事の実施
に対する負担金。

7,000 7,000

3 大規模事故
の予防策の整
備

消防特殊器具備品等購入経費 生物化学テロ資機材、ガス対
策資機材などの整備をはか
る。

1,670 98

2 水害・土砂
災害対策の実
施

1 防災体制の
構築と防災拠
点の整備
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２項　雪に強いまちの確立 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

安全安心対策推進経費
（除排雪等改善）

適正な機械力の配備や堆雪場
の配置など雪対策における問
題点を検証し、関係部局と連
携・調整のうえ、適宜必要に
応じた見直しを行う。

250 250

歩道消融雪設備整備事業（雪
みち計画）

秋田環状１号線および同路線
と中通本線交差点から秋田駅
までの250m区間の実施設計お
よび施設整備、川尻広面線の
調査設計を行う。

6,000 200

融雪施設改良事業 融雪施設の機能維持をはかる
ため、以下の改修を行う。
泉天徳寺線、ガスボイラー・
ヒートパイプシステム方式シ
ステム施設調査、千秋久保田
町城下町坂道線、手形山田中
線全面改修。

58,000 4,100

防雪柵等整備事業 冬期間の道路の吹き溜まり等
の防止などのため、古野荒巻
線、芝野鹿野戸線、四ツ小屋
大通１号線の調査設計を行
い、東上谷地大袋線、古野荒
巻線、芝野鹿野戸線への防雪
柵を設置する。

52,200 1,180

除排雪関係経費 除排雪協力業者が所有する除
排雪機械に加え、早期除雪対
応に必要な27台の除雪ドーザ
を借り上げ、雇用オペレータ
や業者への貸与により、迅速
な作業を実施する。

600,000 600,000

冬みち安全安心対策除雪強化
事業

県払い下げ機械購入のほか、
平成20年度は、雪寒補助対象
機械（グレーダ、ドーザ）2
台の更新を行う。
町内会など地域団体貸与用の
小型機械（ハンドガイド式除
雪機械）を平成19年に3台購
入し、効果を検証する。

3,300 3,300

除雪車両ロケーションシステ
ム導入経費

対象車両を100台から全作業
車（400台程度）へ増やし、
迅速で適正な情報提供につと
めるとともに、除排雪作業の
効率化のためより効果的で有
効なシステムの運用をめざ
す。

11,036 11,036

３項　防犯・交通安全体制の確立 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

町内防犯灯整備事業 街を明るくし、通行の安全と
夜間犯罪の防止をはかるた
め、町内会の申請に基づき防
犯灯を設置する。

5,941 5,941

防犯活動推進経費 安全で明るいまちづくりをめ
ざして，警察や市民・関係機
関と連携して，地域ぐるみの
防犯活動を積極的に推進す
る。

1,209 1,209

1 雪に強いま
ちづくりの推
進

3 道路除排雪
の実施

1 地域防犯の
強化
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安全安心対策推進経費
（子どもの安全確保）

子どもが健やかに成長するこ
とができる安全で良好な環境
作りに向け、関係機関との総
合調整をはかるとともに、子
どもの安全確保プランを策定
する。

500 500

小学校警備事業 児童の安全確保のために、市
立小学校47校に警備員を配置
する。

42,325 42,325

土崎駅東西歩道橋下自転車等
駐車場拡張事業

・秋田市土地開発基金から事
業用地のを買い戻しを行う。
・土崎駅東西歩道橋下自転車
等駐車場拡張工事（ブロッ
ク、フェンス、照明灯などの
整備）を行う。

27,580 27,580

交通安全施設等整備事業 市道の交通安全促進のため
に、交通安全対策特別交付金
（反則金）などを利用し、道
路反射鏡等の交通安全施設を
整備する。

123,000 13,000

放置自転車対策等経費 良好な都市環境を確保するた
め、放置自転車などの撤去・
保管を行うとともに、自転車
等駐車場の適正な管理・運営
を行う。

47,668 11,738

交通安全対策経費 交通安全意識を高めるため、
交通安全教育を行うととも
に、秋田市交通安全母の会連
絡協議会や、秋田市交通指導
隊の活動を支援する。

19,754 19,754

2 児童生徒の
安全対策の実
施

3 交通安全対
策の実施
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２節　安心して暮らせる毎日の実現
１項　健全な消費・食生活の確保 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

消費者行政管理費 消費者トラブルの未然防止の
ため、特に高齢者と若年層に
対する情報提供や啓発事業を
積極的に実施する。また、消
費者トラブルから市民を救済
するため、相談体制の充実を
はかる。

11,092 11,092

計量事業 適正な計量を確保するため、
計量器の定期検査や商品量目
検査を行う。

959 0

消費者ほっと・ねっと整備事
業

悪質化、複雑化する消費者ト
ラブルから市民を守るため、
警察や弁護士会などの関係機
関と連携を強化し、機動的な
対応を行う。

28 28

食品衛生検査機器等整備経費 食品アレルギー物質の検査機
器および食品中に残留する農
薬などの検査機器等を更新・
導入し、検査の迅速性と信頼
性を確保する。

4,898 4,077

食肉衛生検査所運営管理費 食肉の安全性確保のため、検
査体制の充実をはかり、ＢＳ
Ｅ検査などの食肉衛生検査を
行う。

44,552 0

衛生検査管理費
（食品衛生等）

平成19年度秋田市食品衛生監
視指導計画に基づき、立入検
査、収去検査、情報提供およ
び意見交換を実施するほか、
営業者の自主的な衛生管理の
推進および食品衛生に携わる
人材の養成と資質向上につと
める。特に19年度は、国民体
育大会関係施設の衛生対策お
よび市民との意見交換に重点
を置く。

30,209 4,785

農業体験学習推進対策事業 子どもたちの農業への関心を
高めるため、市内小学校を対
象に体験農園の設置や農家な
どでの農業体験、農業に関す
る講習などの各種活動を行
う。

600 600

健康相談教育事業 「健康あきた市21」栄養・食
生活の行動目標を内容に入れ
実施する。

534 307

２項　保健・医療体制の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

市立病院の経営健全化 病診連携を進め、地域の中核
病院としての役割、機能を確
立し、健全で安定した病院経
営につとめる。また、老朽化
設備の計画的改修を進める。

5,012,635 1,397,527

健康あきた市21計画推進事業 「健康あきた市21」の中間評
価・見直しを経た「(仮称)健
康あきた市21後期改定版」に
基づき、市民の健康づくり運
動を支援する各種事業を実施
していく。

256 256

2 食品衛生体
制の整備

1 地域保健・
医療体制の充
実

1 消費者支援
の実施

3 食育の推進
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市立病院高度医療整備事業 18年度に更新したオーダリン
グシステムの活用を進め、医
療のIT化を促進する。

0 0

健康増進情報システム関係経
費

健康増進情報システムに入力
したデータの経年的管理や各
種集計を行うとともに、健診
の事後指導に活用する。ま
た、20年度の健診の制度改正
にともない、特定健診担当課
などと連携を行うためのシス
テムを構築し、活用してい
く。

9,882 6,350

地域保健推進員活動支援事業 地域ぐるみの健康づくりを推
進するため、地域の中に保健
推進員を設置し、疾病予防や
健康増進について、地域に根
ざした活動ができるよう支援
する。

1,309 1,249

保健所総務費各種補助金 市民の保健予防および健康増
進のため、秋田市医師会事業
などへ補助金を支出する。

1,129 1,129

老人保健事業（健康相談等） 健康手帳の交付、健康教育、
健康相談、および訪問指導を
実施する。生活習慣病予防の
ための健康教育や健康相談お
よび基本健康診査の事後指導
教室など、健康あきた市21に
基づく各種事業の推進をはか
る。

2,419 1,317

難病患者等居宅生活支援事業 難病患者等が居宅において日
常生活を営むことができるよ
う、難病患者等の家庭に対し
て、ホームヘルパーの派遣
や、日常生活用具を給付する
など必要な便宜を供与し、難
病患者等の在宅療養生活を支
援する。

1,248 575

難病患者地域支援対策推進事
業

難病患者等に対する、医療相
談会やケア会議の開催およ
び、訪問相談を行う。また特
定疾患等治療研究事業の受付
事務を行う。

350 67

結核対策特別促進事業 結核への関心を高めるための
普及啓発、保健師などの知識
習得のための研修会派遣、医
療機関等従事者に対する研修
会開催、患者の治療成功をめ
ざしたDOTS（直接服薬確認）
を推進する。

813 813

老人保健事業（健康診査） がん、脳卒中、心臓病、高血
圧、糖尿病などの生活習慣病
の予防および早期発見、早期
治療、さらには、介護予防事
業に結びつけるために実施す
る。また、20年度の健診の制
度改正にともない、基本健診
が特定健診として、保険者の
義務となることから、特定健
診担当課との連携をとって実
施する。

360,598 179,548

2 疾病の予防
策の実施
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在宅老人医療ネットワークシ
ステム支援事業

在宅医療の支援システムであ
る在宅老人医療ネットワーク
システムの運営に要する経費
を支援する。

1,012 1,012

健康判定事業 受講者が食生活、運動と生活
習慣改善が実行できるよう、
具体的な指導を行う。

1,354 454

保健所総務費各種補助金 秋田県難病団体連絡協議会の
活動事業費として補助金を交
付する。会員数1,557名（う
ち秋田市在住533名）。

560 560

予防接種事業 予防接種法に基づく各種予防
接種を実施する。

316,842 316,512

感染症予防事業 感染症に対する知識の普及啓
発に重きを置きながら、近年
危機感が高まってきている新
興感染症対策の充実をはか
る。また、市民に重大な健康
被害をおよぼす感染症や集団
発生を引き起こす感染症に対
しては危機管理の面からも対
策を進める。

1,160 595

結核対策事業 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
第24条に基づき、患者の就業
制限、入院勧告、入院延長、
医療費の負担について審議す
る。また、同法第53条の13に
基づき、結核登録者に対し、
必要に応じて精密検査を行
う。さらには、同法第17条に
基づき、感染症にかかってい
ると疑うに足りる正当な理由
のある者に健康診断を受けさ
せるべきことを勧告し結核の
まん延を防止する。

4,963 3,625

結核予防費補助金 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
第60条に基づき、私立学校、
福祉施設の定期健康診断の実
施経費に対し補助金を支給す
る。

2,305 2,305

結核医療費公費負担事業 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
第37条に基づき、入院の勧告
をした患者の医療に要する費
用を負担する。また、同法第
37条の２に基づき、患者が結
核指定医療機関において医療
を受けるために必要な費用の
百分の九十五に相当する額を
負担する。

9,498 2,850

結核・感染症動向調査事業 感染症に対する監視体制を設
け、流行の実態を早期に把握
し、予防措置を講じ、感染症
のまん延防止をはかる。ま
た、結核サーベイランス事業
に支援する。

2,668 1,334

3 感染症対策
の実施
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エイズ予防対策事業 エイズ相談検査（即日検査・
性感染症検査・肝炎検査含
む）を実施するとともに予防
啓発を行う。また、エイズ対
策研修などに職員を派遣し、
エイズ対策に関する知識、カ
ウンセリングの技法、エイズ
対策計画立案の手法などを習
得する。さらには、エイズ・
性感染症に関する知識普及の
ため研修会を開催する。

2,091 827

衛生検査管理費
（動物等）

犬の登録、予防注射の接種、
動物の終生飼養など飼い主の
責務について普及啓発をはか
るほか、動物の生理・生態や
感染症についての情報提供に
つとめる。また、19年４月か
ら運営を開始した犬の抑留施
設（どうぶつ保護センター）
を活用し、引き取った犬など
の飼養を支援する体制づくり
について検討する。

0 0

３項　消防・救急体制の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

1 火災予防の
促進

予防業務推進事業 火災予防運動や消防と子ども
の集いなどによる火災予防普
及啓発事業の実施。また、火
災原因調査資機材の充実強化
と住宅用火災警報器の普及促
進をはかる。

711 711

災害安全装備品整備費 火災現場で使用する消防隊員
用防火衣を上下型に更新整備
するとともに、救助隊員着用
の救助服を作業性に優れたも
のに更新し、隊員の安全性と
活動の迅速化をはかる。

7,796 150

消防団用器具備品等購入経費 合併後の７分団へ計画的に整
備する。

0 0

車両整備経費 車両更新計画に沿って、更新
整備をはかる。

22,575 22,575

車両整備経費（非常備） 購入し30年程経過している小
型動力ポンプの更新をはかる
とともに、部品調達、修理不
能のポンプの更新整備をす
る。軽積載車は未配置の１部
に新規配置をし、更新基準、
経年劣化した車両の更新をは
かる。

3,560 160

緊急消防援助隊整備経費 災害対応特殊化学消防自動車
の更新、北海道・東北ブロッ
ク合同訓練への参加と研修派
遣により、災害対応力の強化
をはかる。

217 217

消防施設整備関係経費 建築し30年前後経過している
老朽化の著しい器具置場、鉄
骨造のホース乾燥塔からコン
クリート柱への改築、新設を
行う。

4,250 1,150

2 消防体制の
整備
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消防情報化推進経費 事務の高度化、効率化を推進
するため、ネットワークパソ
コンの整備、維持および増設
を行う。

7,768 7,768

庁舎等維持補修経費 庁舎の老朽化、塩害等により
腐食した外壁の改修工事や雨
漏りなどのため外壁工事を実
施する。

0 0

通信指令システムの強化 消防通信指令システムの確実
な作動を確保するため、各種
の保守点検業務を委託する。
また、IP電話などからの緊急
通報にかかる位置情報通知シ
ステムを整備する。

34,343 34,343

消防水利整備事業(河辺・雄
和)

河辺雄和地区の上水道本管敷
設工事の状況を見極めなが
ら、消火栓の新設撤去、およ
び防火水槽の新設撤去によ
り、消防水利の整備をはか
る。

4,392 392

救助関係等経費 水難救助資機材の整備、東
北・全国救助指導会などへ隊
員を派遣し救助隊の整備をは
かる。

1,956 956

救急業務高度化推進事業 救急需要の増大および車両の
老朽化をふまえ、高規格救急
車を計画的に更新するととも
に、救急救命士の処置拡大に
ともなう救命資器材などの整
備充実につとめる。また、救
急救命士を計画的に養成す
る。なお、心肺蘇生法の変更
にともなう新しいガイドライ
ンに沿った応急手当の普及啓
発を促進する。

41,209 10,984

救急業務メディカルコント
ロール体制運営事業

救急救命士の処置拡大にとも
なうメディカルコントロール
体制の整備と、救急救命士な
どの技能向上および再教育体
制の充実をはかる。また、秋
田市救急医療協議会を開催
し、プレホスピタルケアにか
かる諸課題を協議するととも
に、救急医療機関との連携強
化につとめる。

3,641 3,641

４項　社会保障制度の確保 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

生活保護適正実施推進事業 国の基準等に沿った制度の運
用や運営基盤の整備充実な
ど、生活保護の適正な運営を
確保する。

14,124 1,552

生活保護受給者等就労支援事
業

ハローワークと連携し、生活
保護受給者の就労による自立
を支援する。

0 0

生活保護受給母子世帯等自立
支援事業

母子世帯等の自立を支援する
ため、保健師などの資格を有
する専門職員を配置し、実情
に即した援助を行う。

4,130 0

3 救急・救命
体制の整備

1 生活保護の
適正実施と自
立支援の促進
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生活保護費 生活・教育・住宅・医療・介
護・出産・生業・葬祭の各扶
助費および施設事務費。

7,786,033 1,947,735

国民生活基礎調査事業 厚生労働省が指定する地区の
被調査世帯につき、調査員が
調査票を配布し、記入作成済
みの調査票を回収して同省に
提出する。

425 0

介護保険低所得利用者負担軽
減事業

障害者施策によるホームヘル
プサービスを利用している低
所得の障害者の利用料を軽減
する。

2,454 614

家族介護用品支給事業（地域
支援事業）

介護用品を支給し、重度の介
護者を在宅で介護する非課税
世帯の経済的負担の軽減をは
かる。

7,860 1,593

家族介護慰労事業（地域支援
事業）

在宅で介護する非課税世帯の
経済的支援をはかる。

1,000 203

ケアマネジメントリーダー活
動支援事業（地域支援事業）

ケアマネジャ－の資質向上の
ため、研修会などの支援を行
う。

207 44

福祉用具・住宅改修支援事業
（地域支援事業）

住宅改修理由書作成業務１件
あたり2,000円を支給する。 168 35

介護保険事務処理システム等
運用経費

介護保険事務処理システムの
円滑な運用をにより、介護保
険の要介護認定、保険給付、
保険料賦課などの事務処理の
効率化と適正化をはかる。

54,324 54,324

介護サ－ビス給付事業 要介護１～５の認定者の介護
保険サービス利用にかかる費
用を給付する。

14,629,477 1,828,687

介護予防サ－ビス給付事業 要支援認定者の介護予防サー
ビス利用にかかる費用を給付
する。

2,109,428 263,681

高額介護サ－ビス等給付事業 １か月の利用者負担限度額を
自己負担額が超えた場合、そ
の超えた分を高額介護サービ
ス費として支給する。

178,465 22,309

特定入所者介護サービス給付
事業

介護保険施設への入所者・短
期入所利用者に対して、申請
により食費・居住費の自己負
担額を、所得に応じて減額す
る。

604,563 75,573

国保連合会負担金 国保を行う市町村および国保
組合を会員とする秋田県国保
連合会に対する負担金を支出
する。

22,195 22,195

資格給付関係電算委託料 秋田県国民健康保険団体連合
会に対する電算委託料を支出
する。

31,589 31,589

医療費適正化対策経費 診療報酬を適正に支払うため
のレセプト点検に必要な経費
を支出する。

13,010 6,923

一般被保険者療養給付費 一般被保険者に対して療養給
付（現物給付）を行う。

11,088,580 1,918,220

退職被保険者等療養給付費 退職被保険者などに対して療
養給付（現物給付）を行う。 7,060,489 0

2 介護保険の
適正な運営

3 国民健康保
険の健全な運
営
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一般被保険者療養費 特別の事情のため療養の給付
を受けることが困難であると
認められた場合、被保険者が
自費で療養を受けた事後に現
金でその費用を保険者から受
け取るもの。

89,350 0

退職被保険者等療養費 特別の事情のため療養の給付
を受けることが困難であると
認められた場合、被保険者が
自費で療養を受けた事後に現
金でその費用を保険者から受
け取るもの。

44,299 0

一般被保険者高額療養費 自己負担限度額を超える一部
負担金を給付する。

1,179,866 0

退職被保険者等高額療養費 自己負担限度額を超える一部
負担金を給付する。

434,950 0

出産育児一時金 被保険者の出産前後の諸費用
に対し、350,000円を支給す
る。

78,050 52,033

葬祭費 被保険者の死亡に対して、
50,000円を支給する。

117,450 0

人間ドック保健事業 被保険者の健康保持増進をは
かるため、人間ドックに対す
る助成を行う。

29,840 0

健康診査助成事業 秋田市保健所で実施している
検診のうち、基本健康診査・
大腸がん検診・胃がん検診・
子宮頸がん検診・前立腺がん
検診を受診した国保被保険者
に対し、自己負担分を助成す
る。

46,150 0

はり・きゅう・マッサージ保
健事業

被保険者の健康保持増進をは
かるため、はり・きゅう治療
などへ助成する。

22,743 0

秋田県国保広域化等支援基金
償還金

秋田県国保広域化等支援基金
からの借入金を償還する。 84,000 84,000
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　４章　家族と地域が支えあう元気なまちづくり

　４章に関わる事業の予算額計
46,434,785 千円

予算額（千円）

6,404
1,935

1 家族・地域の絆づくりの意識啓発 0
2 家族・地域をつなぐ取り組みの推進 1,935

4,469
1 男女共生の意識啓発と実践 4,469

46,100,501
167,570

1 地域福祉活動の促進 167,570
9,969,668

1 子育て支援体制の充実 5,923,278
2 保育サービス提供体制の整備 4,046,390

2,924,195
1 障害者の社会参加の促進 32,274
2 障害者サービス提供体制の整備 140,230
3 障害者の地域生活の充実 2,751,691
高齢者福祉の充実 33,039,068
1 高齢者の社会参加の促進 666,980
2 高齢者サービス提供体制の整備 738,019
3 高齢者の健康維持の促進 31,634,069

327,880
322,280

1 地域の自治活動への支援 155,564
2 自治活動拠点の整備 166,716
市民活動の促進 5,600
1 市民活動の機会の拡充 200
2 市民活動に参加しやすい環境づくり 5,400

・広く意識啓発をはかるため「家族・地域の絆づくりフォーラム」を開催するとともに、その意識を
　実践につなげていくために、絆づくりに関する基本的な考え方を新たに構築し、全庁で共有し
　てまいります。
・本年３月策定の第３次秋田市男女共生社会への市民行動計画を着実に推進してまいります。
・地域福祉への理解促進や意識醸成につとめながら、地域住民による自主的・主体的な福祉活
　動の促進を支援します。
・秋田市次世代育成支援行動計画に基づき、本市の子どもたちが健やかに生まれ育つ環境の
　整備を進めるため、引き続き各種保育サービスを実施し、保育需要に対応した受け皿の充実
　につとめます。
・障害者自立支援法の円滑な施行につとめるとともに、障害のある方が地域で自立した生活を
　送ることができるよう、地域自立支援協議会を設置し、地域の障害福祉に関するシステムづく
　りを進めます。
・高齢者バス優遇乗車助成制度や老人クラブへの支援などを継続実施し、高齢者の社会参加
　や生きがいづくりを支援します。
・（仮称）西部地域市民サービスセンターの工事などに着手します。また、同センターのオープン
　に合わせ、地域づくり組織などの結成に向けた取り組みに対し必要な情報を提供しながら、市
　民の主体的な活動を支援する方策などを研究します。

3節 市民の主体的な活動の実現
1項 市民による地域づくりの推進

2項

2節 地域福祉の充実
1項 地域福祉の推進

4項

3項 障害者福祉の充実

2項 児童福祉・子育て支援の充実

1節 家族や地域を支える絆づくり
1項 家族・地域の絆づくりの推進

2項 男女共生社会の確立
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１節　家族や地域を支える絆づくり
１項　家族・地域の絆づくりの推進 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

次世代育成支援の推進 「次世代育成支援行動計
画」を推進するとともに、
「子ども条例に基づく推進
計画」を策定する。

135 135

家族・地域の絆づくり推進事
業

「家族・地域の絆づくり
フォーラム」を開催すると
ともに、「家族・地域の絆
づくりに関する基本的な考
え方」を構築する。

1,800 1,800

２項　男女共生社会の確立 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

1 男女共生の
意識啓発と実
践

男女共生の推進 男女共生の意識啓発と実践
的取組を推進する。 4,469 4,469

2 家族・地域
をつなぐ取り
組みの推進
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２節　地域福祉の充実
１項　地域福祉の推進 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

地域福祉計画推進経費 市民が相互に支えあい、助
けあう社会の実現をめざ
し、地域福祉についての理
解や意識の醸成をはかると
ともに、地域における住民
主体の福祉活動を促進す
る。

1,344 1,344

ふれあいのまちづくり事業
（地域支援事業）

福祉に関する相談窓口を設
置するとともに、地域の実
情に即した地域福祉サービ
スを提供する体制づくりを
めざす。

4,452 902

ボランティアセンター運営事
業

秋田市ボランティアセン
ターに、福祉ボランティア
の登録・紹介・調整・相談
業務を行うコーディネー
ターを設置するとともに、
ボランティア養成講座の開
催、ボランティア活動の啓
発・広報活動などを行う。

3,763 3,763

地域保健・福祉活動推進事業 広く市民福祉の向上に寄与
すると認められる保健・福
祉・医療活動を行う民間団
体に対して補助金を交付す
る。

1,800 0

民生委員活動推進事業 地域福祉の充実をはかるた
め、民生委員・児童委員お
よび民生児童委員協議会の
活動を促進する。

63,342 63,342

秋田市社会福祉協議会福祉活
動費補助金等

地域における社会福祉を推
進するため、秋田市社会福
祉協議会が行う各種社会福
祉活動を支援する。

88,323 88,323

社会福祉総務費各種補助金 社会福祉団体が行う活動の
促進のため、補助する。 416 416

永住帰国者等援護事業 日本へ永住帰国・一時帰国
した中国残留邦人などに対
し、自立支援の目的で見舞
金を支給する。

130 130

市民小口資金貸付事業 低所得者世帯を対象として
一時的な生活資金の貸付業
務を行っている秋田市社会
福祉協議会に対して、原資
の貸付を行う。

4,000 0

２項　児童福祉・子育て支援の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

乳幼児健康診査事業 乳幼児健康診査における育
児支援機能を強化するた
め、保護者の育児不安や育
児ストレスなど養育状況の
チェック項目、運用方法、
発見後の支援体制について
整備する。また、幼児健康
診査の事後指導として経過
観察クリニックおよび養育
支援教室を実施する。

76,517 73,351

1 地域福祉活
動の促進

1 子育て支援
体制の充実

46



妊産婦保健事業 医療機関方式による妊婦健
康診査を実施する。また、
保健指導を必要とする妊産
婦、新生児に対する訪問指
導や相談を実施する。

123,139 96,590

社会福祉施設産休等代替職員
配置経費

児童福祉施設などに勤務す
る職員の母体の保護、専心
療養の保障、施設における
児童などの処遇を確保する
ため、職員の出産および傷
病による長期休業時の代替
職員の任用にかかる経費を
補助する。

8,687 8,687

特定不妊治療費助成事業 特定不妊治療（体外受精・
顕微授精）を受けた夫婦に
対し、１回の治療につき10
万円まで、１年度当たり２
回を限度に通算５年間助成
する。ただし、夫婦の前年
所得の合計額が730万円未満
とする。

21,648 10,825

福祉医療費給付事業 乳幼児、重度心身障害
（児）者、高齢身体障害
者、ひとり親家庭などの児
童を対象に医療費の自己負
担分を助成し、生活の安定
をはかる。

1,932,082 996,339

児童手当費 児童手当対象児童の養育者
へ児童手当を支給する。 2,020,300 543,065

在宅子育てサポート事業 １歳以上の就学前児童を在
宅で子育てしている保護者
に対し、市が設定する複数
のプランに利用できる子育
てサポートクーポン券を交
付し、その利用実績に応じ
て、保護者から委任された
事業者などに対して補助金
を交付する。

53,090 53,090

児童短期入所生活援助事業
（ショートステイ事業）

一時的に養育・保護が必要
となる児童を、児童福祉施
設などにおいて養育・保護
する。

942 172

児童夜間養護等事業（トワイ
ライト事業）

仕事などの事由により、夜
間および休日に親が不在に
なる家庭の児童を母子生活
支援施設に通所させ、生活
指導など行い、児童の福祉
の向上をはかる。

854 262

ひとり親家庭児童保育援助費 市単独事業として、所得税
3,000円未満のひとり親世帯
に対して保育料を援助す
る。

34,534 20,836

ひとり親家庭自立支援事業 ・自立促進のための資格取
得講座を無料開催する。
・母子家庭の自立に結びつ
くと認められる講座を受講
した場合、その受講料の４
割相当額を補助する自立支
援給付金事業を実施する。

4,253 1,628

秋田市母子寡婦福祉連合会補
助金

運営および活動に対して補
助金を交付する。

240 240
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ファミリー・サポート・セン
ター運営事業

ファミリー・サポート･セン
ターに登録した利用会員の
子どもを協力会員の自宅で
預かる相互援助活動を実施
する。在宅の母親の子育て
支援のほか、子育てと仕事
の両立支援のための環境整
備をはかる。

6,597 0

子ども未来センター運営事業 地域における子育て支援体
制を整備するほか、子ども
の虐待の未然防止と早期発
見・早期対応をはかるた
め、要保護児童対策地域協
議会を設置し、虐待防止機
能を強化する。

21,190 16,398

子育て支援ネットワーク事業 西部地域において、地域の
子育て支援団体や保育所、
幼稚園など子育ての関係者
等を代表とする連絡会議
や、支援者研修会等子育て
支援事業を共同実施する。
20年度には、新たな地域を
選定し、活動を支援してい
く。

348 232

未熟児養育医療給付事業 入院が必要となる未熟児に
対して医療の給付を行う。 20,511 8,124

小児慢性特定疾患治療研究事
業

医療受診券を交付し、患者
家族の医療費の負担軽減お
よび、患者の健全育成をは
かる。

109,924 55,334

母子保健事業 乳幼児健康教育相談事業の
見直しをはかり、実践的な
育児知識や技術習得を中心
とした講座に変更する。乳
幼児歯科保健の充実のた
め、現行の１歳児対象のむ
し歯予防教室に加え、３歳
児対象の教室を拡充する。

816 646

児童扶養手当費 父母の離婚などにより、父
と生計を同じくしていない
児童等に対して、その家庭
の生活の安定と自立に役立
つよう手当を支給、児童の
福祉の増進をはかることを
目的として支給する。

1,210,249 806,832

母子寡婦福祉資金貸付事業 母子・寡婦家庭に対して、
経済的自立と児童の福祉の
ために、修学資金や就学支
度資金などを貸し付けす
る。

67,017 1,778

児童保護措置費 母子生活支援施設および助
産施設に対して運営費を支
出する。

141,928 70,580

夜間休日応急診療所運営管理
費

夜間、国民の休日および年
末年始における市民の初期
救急医療を確保する。

68,412 1,201

公立保育所障害児保育事業 多様な保育ニーズに応える
ため、公立保育所において
保育に欠ける集団保育が可
能な障害のある就学前児童
を受入れる。

40,442 40,442

2 保育サービ
ス提供体制の
整備
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私立保育所特定保育事業 上北手保育園において、試
験的に事業を実施し、事業
に対する今後の需要などを
見極める。

2,430 1,620

私立保育所障害児保育事業 多様な保育ニーズに応える
ため、私立認可保育所にお
ける障害のある就学前児童
の受入体制を整えるための
助成を行う。

17,362 17,362

公立保育所低年齢児受入拡大
事業

多様な保育ニーズに応える
ため、公立保育所で低年齢
児の受入体制を整える。

29,163 19,354

乳幼児健康支援一時預かり事
業

秋田赤十字乳児院とあきた
保育園での施設型事業を実
施しつつ、事業に対する今
後の需要の見極めを行う。

8,342 1,942

公立保育所延長保育促進事業 多様な保育ニーズに応える
ため、公立保育所において
延長保育を実施する。

53,027 49,786

私立保育所延長保育促進事業 多様な保育ニーズに応える
ため、私立認可保育所にお
ける延長保育の実施を推進
する。

168,571 72,639

私立保育所休日保育事業 多様な保育ニーズに応える
ため、私立認可保育所にお
ける休日保育を推進する。

3,465 2,310

私立保育所一時保育事業 多様な保育ニーズに応える
ため、私立認可保育所にお
ける一時保育体制を整える
ための助成を行う。

31,050 20,700

すこやか子育て支援事業 少子化対策として、保育所
入所児童の保育料を助成
し、子育て費用の軽減をは
かる。

153,089 76,556

へき地保育所運営委託事業 へき地保育所入所児童の福
祉の向上につとめつつ、地
域の保育需要を見極めなが
ら、へき地保育所の今後の
あり方について検討する。

34,757 26,757

認定保育施設助成事業 現状の事業枠での事業実施
につとめつつ、認定こども
園の動向も含めた、本市の
就学前児童の居場所のあり
方から、将来的な認定保育
施設の機能について検討す
る。

27,952 19,217

公立保育所一時・特定保育事
業

多様な保育ニーズに対応す
るため、通常保育の要件に
満たない世帯に対し、短時
間保育サービスを提供す
る。

15,973 4,525

乳児養育支援金給付事業 生活基盤の弱い世帯を対象
に経済的支援を行い、子育
て費用の軽減をはかる。

185,486 93,686

岩見三内保育所改築事業 新市建設計画および過疎計
画の掲載事業である河辺地
域における児童福祉施設整
備推進事業のうち、老朽化
が進んでいる岩見三内保育
所の改築を実施し、保育環
境の整備推進をはかる。

209,300 2,700
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保育所バス更新経費 河辺地区・雄和地区の保育
所バスで、老朽化の著しい
バスを更新する。

7,400 200

保育所整備等経費 公立保育所などの施設や備
品を整備し、保育環境の向
上をはかる。

7,934 7,934

保育所運営費 秋田市の私立認可保育所、
秋田市に住居を有する世帯
の就学前児童が通う管外認
可保育所に対し、本市に住
所を有する世帯で育てられ
ている児童の保育にかかる
運営費を支給する。

3,050,647 2,127,781

３項　障害者福祉の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

障害児者日中一時支援事業 在宅の障害児(者)の介護者
が、介護できない場合に、
心身障害児(者)施設などを
活用し、一時的に保護した
り、生活訓練等の指導を行
い、在宅での地域生活を支
援する。

14,846 7,409

障害者社会参加促進事業 障害者の社会参加を促進す
るため、手話奉仕員・要約
筆記奉仕員養成事業、点字
広報・声の広報等発行事
業、自動車運転免許取得、
改造助成事業、障害者ス
ポーツ教室開催事業、障害
者スポーツ大会開催事業を
実施する。

2,629 1,312

身体障害者小規模通所授産施
設運営費補助事業

就労の困難な障害のある人
に、作業や創作活動を通し
て技能習得訓練・生活指導
などを行い、就労、社会適
応能力を高め、在宅障害者
の自立の促進をはかる。

10,000 5,000

知的障害者就労環境支援事業 リサイクルプラザにおいて
知的障害者が安全かつ効率
的に作業訓練を行えるよう
指導員を配置し、就労に対
する自信を与え、一般就労
を支援する。

4,799 4,330

障害程度区分認定審査会運営
経費

障害児（者）の自立した日
常生活や社会参加に必要な
障害福祉サービス給付を行
うため、訪問調査による一
次判定結果、特記事項、医
師意見書、概況調査などを
もとに障害程度区分の審査
および二次判定を行う。

7,584 3,794

社会福祉施設振興費補助金 社会福祉法人などが社会福
祉施設整備のために社会福
祉・医療事業団から借り入
れした資金の償還元金に対
する補助を行う。

5,250 5,250

2 障害者サー
ビス提供体制
の整備

1 障害者の社
会参加の促進
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障害者プラン推進経費 18年度に策定した「第３次
秋田市障害者プラン」の評
価を行う。21年度からプラ
ンに包含されている「障害
福祉計画」の第２期計画期
間となることから、20年度
に第２期計画策定のための
見直し作業を行う。

1,000 1,000

身体・知的障害者福祉費各種
補助金

市身体障害者協会などが行
う自主事業に対し一部助成
を行い、障害者の社会参加
を促進する。

740 740

特別障害者手当等給付費 在宅で重度の障害のある人
に手当を支給することによ
り、障害のために生じる経
済的負担を軽減する。

123,804 30,952

精神保健対策事業 精神障害者の社会復帰と社
会参加をはかるため、デイ
ケアや訪問支援、相談活動
を行う。また、精神障害者
への理解を深めるととも
に、市民の心の健康保持・
増進のために医師や臨床心
理士による講話会などを実
施する。

1,852 657

精神障害者交通費補助事業 精神障害者保健福祉手帳を
所持し、通院や通所のため
に市内路線バスを利用する
者に対し、福祉特別乗車証
を発行し、バス運賃を無料
化する。また、小規模作業
所などへ通所する際に、上
記のバス無料化事業の対象
とならない交通費を要する
者に対し、これを補助す
る。

7,873 7,873

秋田市地域活動支援センター
育成事業

在宅の障害者等に対し、通
所により作業訓練、生活指
導、創作的活動の機会の提
供などを行うことにより、
自立と社会参加を促進す
る。２箇所の精神障害者小
規模作業所は、平成19年度
より地域活動支援センター
に移行した。

8,760 8,760

精神障害者成年後見制度利用
支援事業

成年後見開始の申立が困難
な精神障害者に対して、成
年後見制度の審判の請求に
要する費用および、後見人
などの報酬の一部または全
部を助成する。

83 43

精神障害者相談支援事業 障害者等の相談に応じ、必
要な情報提供、助言および
その他の障害福祉サービス
の利用支援など、必要な支
援を行う。

9,566 7,496

地域活動支援センター機能強
化事業

相談支援事業をはじめとす
る地域の障害福祉に関する
システムづくりについて、
中核的な役割を果たす協議
を行う。

14,483 9,974

3 障害者の地
域生活の充実
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地域自立支援協議会経費 相談支援事業をはじめとす
る地域の障害福祉に関する
システムづくりについて、
中核的な役割を果たす協議
を行う。

776 776

福祉ホーム運営費補助事業 居住を求めている精神障害
者に低額な料金で居住など
を提供する福祉ホームに対
し事業費を補助する。

3,279 1,637

日常生活用具給付等事業 重度の精神障害者に対し、
頭部保護帽、火災警報器、
自動消火器を給付または貸
与し、日常生活上の安全確
保をはかる。

157 79

移動支援事業 外出時の移動の支援が必要
とされる精神障害者に、地
域における自立生活および
社会参加を促すため、外出
の支援を行う。

476 239

相談支援等事業 障害者やその介護者などか
らの相談に応じ、必要な情
報の提供、障害福祉サービ
スの利用支援、虐待の防止
などのための関係機関との
連絡調整、障害児(者)の擁
護のために必要な援助を行
うとともに、療育指導を実
施し、障害児(者)の地域生
活を支援する。

32,278 26,400

コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能
等の障害のため、意思疎通
をはかることに支障がある
障害者に、手話通訳などの
方法により意思疎通の円滑
化をはかる。

9,393 4,688

福祉ホーム運営費補助事業 障害者の住まいを確保し、
日常生活の援助を行う、地
域の自立した生活と社会参
加の推進をはかる。

384 194

身体障害者訪問入浴サービス
事業

歩行が困難で、移送に耐え
られないなどの事情のある
在宅の重度身体障害者に対
し、訪問により居宅におい
て入浴サービスを提供し、
在宅生活を支援する。

1,885 942

身体・知的障害者交通費補助
事業

身体・知的障害児（者）の
社会参加促進のため、バス
運賃を無料化する。また、
在宅重度身体障害者の通院
時タクシー代の一部を助成
する。

126,083 126,083

地域活動支援センター・小規
模作業所運営費補助事業

障害者に対し、創作活動ま
たは生産活動の機会の提供
や社会との交流促進などの
便宜を供与する地域活動支
援センターの機能を充実強
化し、障害者の地域生活支
援の促進をはかる。

23,375 21,872
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重症心身障害児者通園事業 在宅の重症心身障害児(者)
に対し、通園により日常生
活動作、運動機能などにか
かる訓練や指導など必要な
療育を行い、運動機能など
の低下を防止するとともに
その発達を促し、あわせて
保護者等に家庭における療
育技術の習得をはかる。

272 272

成年後見制度利用支援事業 判断能力が不十分なため、
財産の管理や契約の締結な
どの法律行為が困難な障害
者に代わり、法律行為を代
行する成年後見制度の利用
について支援する。

353 178

身体障害者生活環境改善事業 住宅改造費用の一部を助成
し、日常生活の向上をはか
る。

1,600 1,600

身体障害児者日常生活用具給
付等事業

在宅の重度障害者に対し、
日常生活用具を給付または
貸与し、日常生活の便宜を
はかる。

12,848 6,424

こころのふれあい促進事業 精神保健ボランティア活動
支援のため、研修交流会を
開催する。

22 12

ストマ装具給付事業 ストマ装具を給付し、身体
機能を補完することで日常
生活の向上をはかる。

45,588 22,749

移動支援事業 屋外で移動が困難な障害者
に対して、外出のための支
援を行うことにより、地域
での自立生活および社会参
加を支援する。

6,646 3,318

更生訓練費給付事業 更生訓練を受けている身体
障害者に対し、更生訓練費
を支給し、社会復帰の促進
をはかる。

1,268 634

身体障害者保護費 身体障害児（者）の自立と
社会経済活動への参加を促
進するため、援助および必
要に応じて保護する。

898,375 225,888

精神障害者保護費 精神障害者の自立と社会経
済活動への参加を促進する
ため、援助および必要に応
じて保護する。

76,162 19,110

知的障害者保護費 知的障害児（者）の自立と
社会経済活動への参加を促
進するため、援助および必
要に応じて保護する。

1,469,706 367,428

４項　高齢者福祉の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

高齢者バス優遇乗車助成事業 満70歳以上の高齢者が、バ
ス利用時に使用できる１冊
1,000円分の「高齢者専用回
数券(ゆうゆう乗車券)」の
購入に際し、１冊あたり400
円を助成する。１月に７冊
を限度とする。

98,381 98,381

1 高齢者の社
会参加の促進
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いきいき長寿祝い事業 人生の区切りとなる節目の
年に敬老の意を表するた
め、祝い品を贈り、長寿を
祝福し、また、市民の敬老
思想の高揚をはかる。
支給対象者　満99歳、満88
歳

14,225 14,225

いきいきサロン事業 おおむね60歳以上の高齢者
を対象に、軽スポーツ教
室、健康教室などを開催
し、高齢者が要介護状態に
なることなく、健康で生き
生きとした老後生活を送れ
るよう支援する。
・老人いこいの家３館およ
び雄和ふれあいプラザで毎
月１回開催。

328 328

老人クラブ補助事業 高齢者の健康づくりの向
上、社会奉仕活動、地域交
流活動事業を対象に、秋田
市老人クラブ連合会および
単位老人クラブに助成し、
活動の活性化をはかるとと
もに、高齢者の生きがいづ
くりを支援する。

18,263 13,192

敬老会補助事業 敬老思想の啓発をはかり、
高齢者と地域住民とのつな
がりがもてるよう、市内38
地区の社会福祉協議会が主
催する敬老会に助成する。

34,965 34,965

高齢者健康づくりセンター管
理運営委託経費

河辺高齢者健康づくりセン
ターの管理運営を委託す
る。
指定管理者　河辺地域振興
(株)
指定期間　平成18年４月１
日～平成23年３月31日

5,374 5,374

ふれあいプラザ管理運営委託
経費

雄和ふれあいプラザの管理
運営を委託する。
指定管理者　(福)秋田市社
会福祉協議会
指定期間　平成18年４月１
日～平成23年３月31日

4,971 4,971

老人福祉センター管理費 老人福祉センターの管理運
営を委託する。
指定管理者　(福)秋田市社
会福祉協議会
指定期間　　平成19年４月
１日～平成24年３月31日

47,825 41,669

総合福祉交流センター管理費 河辺総合福祉交流センター
にかかる維持管理を行う。 14,894 14,782

御所野交流センター管理費 御所野交流センターの管理
運営を委託する。
指定管理者　（福）秋田け
やき会
指定期間　平成19年４月１
日～平成24年３月31日

23,530 21,534
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いこいの家管理費 ・老人いこいの家および雄
和農林漁家高齢者センター
の管理運営を委託する。
指定管理者　(福)秋田市社
会福祉協議会
指定期間　平成19年４月１
日～平成24年３月31日

57,541 57,301

老人保護措置費 65歳以上で、居宅において
養護を受けることが困難な
者を、養護老人ホームなど
へ入所させるための事務費
等およびやむを得ない事由
による措置にかかる費用を
支出する。

346,683 300,222

社会福祉法人秋田けやき会助
成事業

中央地区老人福祉総合エリ
ア内の特別養護老人ホーム
およびケアハウスの経営主
体である社会福祉法人秋田
けやき会に対して、建設費
借入金の償還金補助を行
う。

86,033 86,033

老人福祉施設整備費補助金 ユニット型特別養護老人
ホームの整備を行う。

116,016 77,416

緊急通報システム貸与事業 おおむね65歳以上のひとり
暮らし高齢者などに緊急通
報装置を貸与し、急病や災
害等の緊急時の、迅速かつ
適切な対応をはかる。ま
た、委託先の(株)ＮＴＴソ
ルコより、週１回の安否確
認電話（お元気コール）を
行う。

30,981 30,981

高齢者軽度生活援助事業 おおむね65歳以上のひとり
暮らし高齢者などに生活援
助員を派遣し、日常生活上
の軽易な作業の援助を行う
ことにより、自立した生活
の継続を支援し要介護状態
への進行を予防する。

19,513 19,513

高齢者生きがい活動支援通所
事業

要介護認定で非該当となっ
たひとり暮らし高齢者など
に、デイサービスセンター
で入浴、給食、日常動作訓
練、趣味活動等のサービス
提供し、要介護状態への進
行を予防する。１週間に１
回まで。

6,256 6,256

生活支援ハウス運営事業 独立して生活することに不
安のある60歳以上の高齢者
などに、住居の提供や各種
相談・助言および介護・福
祉保健サービスの利用に関
する援助を行う。施設名
ウェルビューいずみハウス

13,197 12,513

2 高齢者サー
ビス提供体制
の整備
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高齢者プラン推進経費 高齢者プランに沿って、各
種施策の推進をはかる。ま
た、３年ごとに高齢者プラ
ンを見直す。また、高齢者
に対する保健・福祉全般に
わたるガイドブックとし
て、高齢者のためのくらし
のしおりを作成する。

630 630

日常生活用具給付等事業 低所得や心身機能の低下に
ともない防火等の配慮が必
要なおおむね65歳以上のひ
とり暮らし高齢者などの世
帯に対し、日常生活の便宜
をはかるため電磁調理器、
火災警報器、自動消火器を
給付する。

377 377

老人福祉施設振興費補助金 社会福祉法人による社会福
祉施設整備事業で、独立行
政法人福祉医療機構からの
借入れの償還に際し、償還
額の1/2を補助する。また、
(福)河辺ふくし会が行った
施設・整備にかかる借入分
の償還額を補助する。

15,435 15,435

老人福祉施設振興事業 高齢者福祉施設および設備
の整備事業を行う目的で、
独立行政法人福祉医療機構
から借り入れた整備資金に
かかる利子の支払いに要す
る経費を助成する。

1,370 1,370

老人デイサービスセンター改
修経費

河辺老人デイサービスセン
ターの給湯および暖房配管
設備を改修する。

4,251 4,251

「食」の自立支援事業（地域
支援事業）

食事の調理が困難なおおむ
ね65歳以上のひとり暮らし
高齢者などの居宅を訪問し
て食事を提供し、安否の確
認を行うとともに、健康維
持・増進という観点からア
セスメントを行い、高齢者
の健康で自立した生活を確
保する。 １日１回で１週間
に３回まで。

8,239 1,670

成年後見制度利用支援事業
（地域支援事業）

介護保険サービスを利用
し、または利用しようとす
る身寄りのない重度の認知
症高齢者などに対し、必要
と認めた場合、成年後見制
度の申し立てに要する経費
および後見人などの報酬の
全部または一部を助成す
る。

293 61

地域包括支援センター運営事
業（地域支援事業）

介護予防事業のケアマネジ
メント、介護保険外のサー
ビスを含む高齢者や家族に
対する総合的な相談・支
援、被保険者に対する虐待
の防止などの権利擁護事
業、支援困難ケースの対応
などケアマネジャーへの支
援などを行う。

212,000 42,930
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地域包括支援センター運営協
議会経費（地域支援事業）

地域包括支援センターの設
置、運営・評価に関する事
項ならびに地域における多
機関ネットワークの形成に
関する事業などを地域包括
支援センター運営協議会で
協議する。

410 84

高齢者生活管理指導員派遣事
業（地域支援事業）

おおむね65歳以上のひとり
暮らし高齢者などに生活管
理指導員（ホームヘルパ
－）を派遣し、家事援助
（調理、洗濯、掃除、買い
物等）などの日常生活に対
する指導、支援を行い、要
介護状態への進行を予防す
る。 １日１回１時間未満ま
たは１時間30分未満で１週
間に２回まで

7,073 1,434

高齢者生活管理指導短期宿泊
事業（地域支援事業）

おおむね65歳以上のひとり
暮らし高齢者などを一時的
に養護する必要がある場
合、養護老人ホームなどへ
の短期間の宿泊により、日
常生活に対する指導、支援
を行い、基本的生活習慣の
確立がはかられるよう援助
し、要介護状態への進行を
予防する。

347 72

軽費老人ホーム事務費助成経
費

収入階層区分に応じて生じ
る本人徴収額と、事務費基
準額との差額を施設に補助
する。

215,188 215,188

地域密着型サービス運営協議
会経費

地域密着型サービスの事業
者や設置基準、介護報酬な
どを設定することにともな
い、指定、設定、取り消し
に関することのほか、地域
密着型サービスの適正な運
営を確保するため必要とす
る事項について、運営協議
会で協議する。

410 410

秋田県後期高齢者医療広域連
合負担金

20年度から施行される後期
高齢者医療制度を運営する
ため、19年度中にシステム
開発を含めた制度開始に向
けた準備を行い、円滑な制
度移行をはかる。

53,751 53,751

はつらつくらぶ事業（地域支
援事業）

介護予防に役立つ基本的な
知識の普及・啓発のため、
一般高齢者に対し、介護予
防教室などを行い、介護予
防に対する取り組みを促す
ことで要介護状態になるこ
とを予防する。
・水中運動などを取り入れ
た介護予防教室
・地域施設を拠点とした介
護予防教室

6,643 834

3 高齢者の健
康維持の促進
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健康づくり・生きがいづくり
支援事業（地域支援事業）

(福)秋田市社会福祉協議会
が実施する健康づくり・生
きがいづくり支援事業を通
じ、地区社会福祉協議会が
地域の実情に応じて、主に
65歳以上の高齢者を対象に
実施する軽スポーツ、趣味
活動などの健康づくり・生
きがいづくり事業に助成す
る。

13,000 2,633

通所型介護予防事業（地域支
援事業）

特定高齢者に対し、通所に
よる運動機能向上、栄養改
善、口腔機能向上の各プロ
グラムを提供し、要介護状
態などになることを予防す
るとともに自立した生活の
確立をめざす。

1,475 186

訪問型介護予防事業
（地域支援事業）

要介護状態などの予防を目
的に特定高齢者のケアプラ
ンに基づき、訪問指導を実
施する。

216 31

介護予防健康相談教育事業
（地域支援事業）

介護予防一般高齢者施策と
して、健康教育や健康相
談、地域健康講話会、ふれ
あい元気教室などの各種事
業を実施する。

2,970 379

介護家族健康教育事業
（地域支援事業）

介護者に対する健康教育、
自主グループの支援、通信
文の発行を行う。

182 39

老人保健医療事業 老人保健法に基づき、高齢
者の健康の保持と適切な医
療の確保をはかる。

31,555,832 2,538,389
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３節　市民の主体的な活動の実現
１項　市民による地域づくりの推進 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

地域個性発揮事業  河辺・雄和両地域の個性を
発揮させ、活力あるコミュ
ニティづくりを促進するた
め、両地域におけるコミュ
ニティ活動や独自イベント
などについて、その実施主
体の活動を支援する。

10,000 10,000

地域審議会運営経費 河辺地域および雄和地域
に、地域審議会を設置・運
営し、地域住民の意向を把
握するとともに、その内容
を市の施策に反映する。ま
た、審議会の活性化などを
はかるため、地域審議会に
関する調査・研修事業を実
施する。

5,083 5,083

まちあかり・ふれあい推進事
業

町内会活動の活性化をはか
るため、町内会の行ってい
る様々な活動や防犯灯の電
気料・交換補修などの維持
管理に要する経費負担を軽
減する。

120,001 120,001

集会所類似施設整備・建設費
補助金

地域自治活動の拠点となる
町内集会所の新築、増改築
および修繕に対して補助す
る。

5,380 5,380

集会所類似施設建設資金貸付
金

地域活動の拠点となる町内
集会所を建設しようとする
町内会に対し、その建設資
金の貸付を行い、町内会財
政の負担軽減をはかる。

14,600 0

地域づくり組織等設立支援経
費

（仮称）西部地域市民サー
ビスセンターの開設にあわ
せ、地域づくり組織などの
結成に向けた取り組みを支
援するほか、西部地域の結
成状況をふまえながら、他
の地域における組織の結成
に向けた検討を進める。

500 500

（仮称）西部地域市民サービ
スセンター整備事業

住民自治の充実をめざす市
民協働と都市内地域分権の
拠点施設である（仮称）西
部地域市民サービスセン
ターを、支所、公民館など
の公共施設の複合化をはか
りながら、総合的に整備す
る。

99,200 18,900

旭南地区コミュニティセン
ター（仮称）建設準備経費

旭南地区コミュニティセン
ターを建設する。（平成５
年12月議会陳情採択）
19年度調査設計
20年度建設着工予定
21年度開設予定

5,132 5,132

コミュニティセンター、地域
センター施設等大規模改修経
費

老朽度合いを勘案しながら
計画的に各施設の大規模改
修を行う。

50,076 12,576

1 地域の自治
活動への支援

2 自治活動拠
点の整備

59



施設整備事業 地域センターやコミュニ
ティセンターの利用者の利
便性をはかるため、備品な
どの整備を行う。

968 968

コミュニティセンター、地域
センター施設改修経費

消防法等法令の基準や下水
道区域への編入などにより
改修が必要な施設の整備を
行う。

3,140 3,140

（仮称）北部地域市民サービ
スセンター整備事業

（仮称）北部地域市民サー
ビスセンターの整備に向
け、地域と話し合いを重ね
ながら、施設機能などの検
討を進める。

8,200 8,200

市民協働・都市内地域分権の
推進

19年度　（仮称）市民サー
ビスセンターへの分散事務
の決定、予算配分および権
限移譲の案を作成する。
20年度　具体的な制度検討
を関係部局と進め、例規の
整備等、準備作業を行う。
21年度　５月に西部地域市
民サービスセンターを開設
する。

0 0

２項　市民活動の促進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

1 市民活動の
機会の拡充

地域愛形成事業 市民が自分の住む地域に愛
着を持ち、自ら地域の課題
に取り組み解決していく仕
組みを構築するため、現在
市が行っている事業などを
対象に、市民から、事業の
提案を募集する。

200 200

2 市民活動に
参加しやすい
環境づくり

秋田市民交流プラザ市民活動
育成･支援経費

次の重点テーマに沿って、
市民活動の育成や支援、駅
周辺のにぎわいづくりに取
り組む。
・市民活動の啓発
・市民活動の支援
・市民と行政との新たな関
係づくり
・情報の受発信
・にぎわいの創出
・まちづくりフォーラムや
まちづくり担い手育成講座
の開催

5,400 3,240
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　５章　人と文化をはぐくむ誇れるまちづくり

　５章に関わる事業の予算額計
4,485,710 千円

予算額（千円）

1,490,839
153,229

1 文化財の保存と活用の促進 153,229
市民文化の振興 88,317
1 文化・芸術活動への支援と顕彰 7,931
2 文化施設の整備 80,386
スポーツ活動の推進 1,235,242
1 スポーツ活動への支援 951,492
2 スポーツ施設の整備・活用 283,750

14,051
1 国際交流活動の推進 13,531
2 地域に根ざした多文化共生の推進 520

2,994,871
233,490

1 学習機会の充実 28,464
2 学習環境の整備 87,163
3 青少年の健全育成の推進 117,863

2,690,098
1 幼児教育の充実 629,414
2 小・中学校の教育の充実 763,562
3 高等学校等の教育の充実 25,937
4 教育環境の整備 1,271,185
高等教育の充実 71,283
1 高等教育の内容の充実 19,743
2 高等教育の環境の整備 51,540

・地蔵田遺跡の環境整備および史跡秋田城跡政庁域復元工事などを実施します。
・千秋美術館において、郷土ゆかりの貴重な作品を後世に伝えるため、平福百穂などの美術資
　料６点を取得します。
・「秋田わか杉国体」や「秋田わか杉大会」を開催します。
・本市代表団が、姉妹都市提携15周年を迎えるロシア連邦沿海地方ウラジオストク市と、交流
　合意都市である米国アラスカ州キナイ半島郡を訪問し、交流協議をおこなうほか、秋には、友
　好都市提携25周年となる中国甘粛省蘭州市の代表団を本市に迎えるなど、友好姉妹都市等
　との交流を進めます。
・教育行政全般に関わる事項として、我が国の教育制度改革の動向をふまえつつ、本市の中期
　的な教育方針を示す教育ビジョンの策定に取り組みます。
・図書館サービスを充実するため、４月に中央図書館明徳館河辺分館を開館します。
・適応指導センター「すくうる・みらい」に専門相談員として新たに臨床心理士を配置します。教
　育環境の整備では、秋田北中学校の校舎・体育館の増改築工事に着手するほか、広面小学
　校および秋田東中学校の大規模改造事業を引き続き実施します。
・市内の高等教育機関が連携し、大学などの教育内容を充実・向上させ、地域の発展に貢献で
　きるよう環境整備を進めます。

1節 文化の創造
1項 歴史資産の保存と活用

2項

4項 国際交流の推進

3項

2節 教育の充実
1項 社会教育の充実

3項

2項 学校教育の充実
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１節　文化の振興
１項　歴史資源の保存と活用 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

歴史資料収集・保存等経費 歴史資料の収集・保存など
を行う。

4,697 4,697

特別天然記念物カモシカ食害
対策事業

農地の食害防止のため、防
護網および忌避臭袋を支給
する。
また、林業被害対策として
忌避剤の塗布を行う。

7,200 1,200

遺跡事前発掘調査事業 宅地造成などの開発行為か
ら埋蔵文化財を保護するた
めに、事前発掘調査を実施
し、報告書を作成する。

3,000 1,200

地蔵田遺跡環境整備事業 土壙墓と土器棺墓の復元・
整備を行うとともに、活用
事業を実施する。また、木
柵の補修、屋根差し茅など
の維持管理を行う。

2,900 2,400

文化財保存事業補助金 嵯峨家住宅の防火設備交換
経費と管理費を補助する。
天徳寺と如斯亭の管理事業
費を補助する。また、19・
20年度に日吉八幡神社の保
存修理事業費を補助する。

5,936 5,936

全国遺跡環境整備会議開催市
負担金

遺跡整備にかかる全国の自
治体関係者が集まり、環境
整備の事例報告や研修など
を行う。

300 300

秋田市史収集資料データベー
ス化事業

市民が秋田市史を容易に閲
覧・利用できるようにする
ため、市史編さん事業によ
り収集・保存された資料の
データベース化をはかる。

8,636 8,636

史跡秋田城跡保存・整備事業 土地買上げや発掘調査・史
跡公園化を行うとともに、
政庁域と古代水洗厠舎跡の
整備を行う。また、資料展
示・調査研究・遺物収蔵を
行う総合施設として歴史資
料館建設を検討する。

120,560 57,900

２項　市民文化の振興 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

文化振興関係団体支援経費 市民の文化活動に対し事業
費補助金を交付するととも
に、秋田市芸術祭・秋田県
美術展覧会・郷土創作オペ
ラを共催する。

6,050 2,050

文化振興基金事業 秋田市文化振興基金の運用
益を活用し、市民の自主的
な文化活動に助成金を交付
するとともに、前年度、優
れた作品を発表した個人・
団体に秋田市文化選奨を贈
る。

1,881 0

美術館企画展開催事業 国内外の優れた作品や、美
術史上重要な作品を展示す
る企画展、また開館20周年
記念展を開催する。

29,971 21,471

1 文化・芸術
活動への支援
と顕彰

2 文化施設の
整備

1 文化財の保
存と活用の促
進
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教育普及事業及び調査研究事
業

美術関係図書の公開、ビデ
オの上映や講座の開催を通
して、市民の美術に対する
理解と関心を深める。ま
た、基礎データを収集する
ために作品・作家調査を行
う。

770 770

美術資料充実経費 秋田蘭画をはじめ、郷土ゆ
かりの作品、その他国内外
の優れた作品を購入する。
また、所蔵品を年次計画に
より修復する。

27,876 876

岡田謙三記念館および常設展
開催経費

岡田謙三記念館の運営なら
びに館蔵品を活用した常設
展、関連事業を開催する。

3,805 3,005

赤れんが郷土館企画展等開催
及び教育普及事業

郷土秋田や勝平得之に関連
する企画展を開催する。ま
た、教育普及事業として赤
れんが館コンサート・学習
講座を開催する。

5,791 4,581

勝平記念館・関谷記念室展示
経費

所蔵作品の展示公開や、関
連事業を開催する。

1,542 1,542

民俗芸能伝承館施設整備等事
業

腐食と老朽化が著しい空調
設備（５系統）を計画的に
更新する。

2,237 2,237

民俗芸能伝承館経常事業 民俗芸能の伝承と後継者の
育成のため、民俗芸能合同
発表会などを開催する。ま
た民俗芸能調査を行う。

954 954

佐竹史料館企画展開催等事業 企画展および常設展を開催
する。また、市民学習講座
の開催や黒澤家日記の解読
事業などを実施する。

4,812 4,392

佐竹史料館改築事業 公共公益施設着工に向け、
展示基本計画策定委員会を
設置する。

888 888

文化会館自主事業 補助事業などを活用し、子
どもたちの芸術体験を豊に
するため、鑑賞機会や体験
活動の充実をはかる。

1,740 0

３項　スポーツ活動の推進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

第62回国民体育大会開催等経
費

第62回国民体育大会（秋田
わか杉国体）を開催・運営
する。また、第７回全国障
害者スポーツ大会（秋田わ
か杉大会）を運営する。

917,576 79,441

秋田市スポーツ振興基金事業 運用益の状況（利率）など
を勘案し、助成再開の時期
を研究・検討する。

452 0

体育振興各種補助金 市民のスポーツの普及振興
と競技力向上のため、全国
大会などの出場費の一部を
小学生、中学生および引率
者に補助する。また、秋田
市内で開催される全国大会
などに対し、開催費を補助
する。

6,053 6,053

1 スポーツ活
動への支援
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市民スポーツ活動普及振興事
業

「ジュニア指導者養成セミ
ナー」開催を含め、事業内
容の充実をはかりながら、
業務委託する。また、河
辺・雄和地区の小学校への
学校体育施設開放事業用屋
外用具庫の新設につとめる
とともに、ニュースポーツ
用具の未整備地区への配置
を推進する。

17,424 17,424

国際大会出場者激励金 国際スポーツ大会に参加す
る秋田市民の選手に対して
激励金を交付する。

340 340

エンジョイスポーツ推進事業 エンジョイスポーツ教室の
充実をはかりながら、秋田
市スポーツ振興マスタープ
ランで設定した数値目標が
達成されるよう、計画期間
の中間年である平成20年に
「スポーツに関するアン
ケート調査」を実施し、適
切な進行管理につとめ、施
策の見直しをはかる。

700 700

保健体育振興経費 秋田市体育指導委員や学校
体育施設開放事業管理指導
員に対し謝金を支出する。

8,947 8,947

市立体育館施設整備等経費 国体の開催に合わせ、市立
体育館屋上テラス回廊など
の改修を行う。

11,600 11,600

体育施設管理費 スポーツ施設の維持、運営
を行う。

271,699 243,474

体育施設整備補修等経費 スポーツ施設の安全管理と
環境整備をはかるととも
に、備品更新を考えながら
施設整備の充実につとめ市
民スポーツの振興をはか
る。

451 451

４項　国際交流の推進 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

友好姉妹都市交流推進事業 「秋田市国際交流マスター
プラン」に基づき、友好姉
妹都市をはじめとした各種
交流事業を実施するととも
に、市民の国際理解の促進
や、市民間の交流機会の拡
大をはかることにより、交
流成果の市民還元につと
め、市民主体の国際交流を
推進する。

9,211 9,211

三市連携交流事業 常陸太田市、仙北市との三
市連携交流署名式、記念行
事を行うとともに、交流事
業を検討する。

972 972

2 スポーツ施
設の整備・活
用

1 国際交流活
動の推進
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国際平和推進事業 市民の平和意識の醸成をは
かるため、青少年の平和理
解を促進する体験型事業
や、平和メッセージの発表
などによる広報、啓発活動
を行う。また、本市が加入
する日本非核宣言自治体協
議会の各種活動を通じ、自
治体間の協力による平和事
業の推進をはかる。

1,348 1,348

対外政策推進経費 全庁照会により、対象事業
の洗い出しを行い、内規に
基づき効果的なミッション
などを適切に選択、決定す
る。上期の実績状況を精査
し、ニーズ調査を行い、有
効な予算執行をはかる。

2,000 2,000

2 地域に根ざ
した多文化共
生の推進

地域国際化推進事業 外国人住民が本市で快適な
生活を送ることができるよ
う、日本語習得、生活自立
に対する支援として、語学
ボランティア団体が協力し
て開催する日本語教室の開
催経費を補助する。

520 520
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２節　教育の充実
１項　社会教育の充実 （単位：千円）

主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

自然科学学習館経常事業 13回開催予定の科学ワーク
ショップなどを開催する。 7,040 7,040

勤労青少年ホーム管理費 勤労青少年に対して職業能
力の開発などの勤労青少年
福祉法に基づく教育事業の
推進。

1,150 1,150

女性学習センター経常事業 女性の課題解決・エンパ
ワーメントを内容とする学
習および男女共生の推進に
資する学習機会を提供す
る。

1,031 1,031

中央公民館経常事業 事業コストの軽減をはかる
ため、市民協働を視野にい
れ、各種関係団体を巻き込
んだ事業が展開できるよう
段階的に計画していく。

1,251 1,251

土崎公民館経常事業 子どもから高齢者までの各
ライフステージに応じた学
級や各種市民教室・講座、
公民館まつりの実施や、社
会教育関係団体などの連携
をはかる。

1,121 1,121

西部公民館経常事業 市民講座や各種学級、公民
館まつりなどを実施すると
ともに、社会教育関係団体
との連携をはかる。

622 622

東部公民館経常事業 ライフステ－ジごとの学級
や各種市民教室・講座、公
民館まつりを実施する。社
会教育関係団体などとの連
携をはかる。

1,056 1,056

南部公民館経常事業 市民講座や各種学級、公民
館まつりを実施する。社会
教育関係団体との連携をは
かる。

874 874

北部公民館経常事業 市民教室や各種学級および
公民館まつりなどを実施す
るなど、学習機会の提供に
つとめる。

810 810

河辺公民館経常事業 各種学習や講習会、公民館
まつりの開催などを実施す
る。

876 876

雄和公民館経常事業 市民講座や各種学級・教
室、公民館まつりを実施す
る。社会教育団体などとの
連携をはかる。

1,008 1,008

明徳館経常事業 講座、講演会の開催や各種
資料の展示会を行う。

3,042 3,042

土崎図書館経常事業 市民文化講座、講演会、映
画鑑賞会、子ども講座の開
催を行う。

880 880

新屋図書館経常事業 講座、講演会の開催や各種
資料の展示会を行う。

991 991

雄和図書館経常事業 講座、読み聞かせ、石井露
月顕彰事業などを開催す
る。

720 720

1 学習機会の
充実
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石井露月顕彰事業 全国から俳句、短歌、詩、
川柳の作品を募集し、心豊
かな地域の芸術文化の振興
をはかる。

1,271 1,271

生涯学習・社会教育推進経費 市民の学習ニーズに対応し
た学習機会の拡充や、情報
提供の充実など、生涯学習
の振興を推進する。

4,241 4,241

社会教育各種団体補助金およ
び負担金

社会教育各種団体が行う社
会教育振興に寄与する事業
を対象に補助金を交付す
る。

480 480

図書館システム更新経費 平成18年12月に更新した図
書館システムの維持・管理
を徹底する。あわせて平成
19年４月開館の中央図書館
明徳館河辺分館と、既存市
立図書館との連携を深める
とともに、市民の利用度を
高めるため積極的にＰＲを
はかる。

15,795 15,795

明徳館図書資料整備費 図書資料などを購入する。 17,947 17,947
明徳館河辺分館書籍配送経費 書籍・視聴覚教材などの配

送経費。
675 675

土崎図書館図書資料整備費 図書資料などを購入する。 3,377 3,377

新屋図書館図書資料整備費 図書資料などを購入する。 1,937 1,937

雄和図書館図書資料整備経費 図書資料などを購入する。 1,758 1,758
公民館補修等経費 市民の快適な社会教育環境

を維持するため、老朽化し
た施設の維持修繕などにつ
いて計画的に実施する。

6,223 6,223

中央公民館管理費 中央公民館の維持管理を行
う。

5,508 5,358

土崎公民館管理費 土崎公民館の維持管理を行
う。

12,147 11,799

西部公民館管理費 西部公民館の維持管理を行
う。

2,600 2,515

東部公民館管理費 東部公民館の維持管理を行
う。

3,355 3,261

南部公民館管理費 南部公民館の維持管理を行
う。

2,731 2,700

北部公民館管理費 北部公民館の維持管理を行
う。

3,164 3,093

河辺公民館管理費 河辺公民館の維持管理を行
う。

5,434 5,379

雄和公民館管理費 雄和公民館の維持管理を行
う。

4,512 4,246

放課後児童健全育成事業 保護者会や社会福祉法人な
どに運営を委託し、昼間、
保護者のいない家庭の児童
を放課後に受け入れ、健全
育成活動を行う。

47,545 31,697

児童館運営体制強化事業 利用児童数の多い施設に、
児童厚生員を１人増員し３
人体制とし、担当児童数の
適正化をはかり、きめ細か
い指導を実施する。

9,391 7,915

3 青少年の健
全育成の推進

2 学習環境の
整備
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放課後子どもプラン推進事業
(放課後子ども教室推進事業
分)

放課後子ども教室推進事業
を、児童館などにおいて、
児童館運営事業と並行し実
施し、放課後の子どもたち
の安全で健やかな居場所づ
くりを推進する。

17,643 11,763

児童厚生施設等関係経費 各児童館などに遊びの指導
を行う児童厚生員を２人以
上配置し、子どもに健全な
遊びの場・機会を提供す
る。また、19年度からは、
国補助事業である「放課後
子ども教室推進事業」を児
童館運営事業と並行し、児
童館などにおいて実施す
る。

30,462 28,680

児童館等冷房設備設置経費 10館の児童館などに冷房設
備を設置する。

2,883 2,226

少年指導センター管理費 青少年の非行防止と健全育
成活動による安全で安心な
地域づくりの推進する。

2,372 2,372

子ども体験活動推進事業 公民館や学校施設などを活
用し、子どもや親子を対象
にした各種体験活動を実施
し、地域で子どもを育てる
体制づくりを支援する。ま
た、民間を含めた様々な子
ども向け行事に関する情報
提供を行う。

5,324 5,224

成人の日記念事業 新成人の新しい門出を祝福
する記念行事として、新成
人としての責任と自覚を促
す機会として実施する。

2,243 2,243

２項　学校教育の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

幼稚園就園奨励事業 園児の属する世帯の所得状
況に応じて、保育料などの
経費を助成する。

611,314 326,278

私学振興助成事業 秋田市私立幼稚園協会に対
し事業費を助成する。

18,100 18,100

小・中学校就学奨励事業 経済的理由等により就学困
難と認められる児童生徒や
障害のある児童生徒などの
保護者の経済的負担を軽減
し、義務教育の円滑な実施
をはかる。

244,560 239,543

英語指導助手活用経費 ＡＬＴを増員し、20年度に
19人とする計画である。こ
れにより、日本人英語教師
とＡＬＴのチームティーチ
ングによる授業を年35回
（授業３回に１回）実施す
る。

8,724 8,724

2 小・中学校
の教育の充実

1 幼児教育の
充実

68



「はばたけ  秋田っ子」教育
推進事業

中学生が日頃取り組んでい
る文化活動を発表し合う
「中学校文化フェスティバ
ル」や中学生が自ら企画し
行動する「中学生サミッ
ト」および複数の学校が合
同体験を実施する「学校群
合同体験活動」を実施し、
感動体験の充実をはかり、
豊かな感性をはぐくむ。

3,749 3,749

適応指導センター「すくう
る・みらい」運営事業

適応指導センター(すくう
る・みらい)を中心として、
不登校児童生徒に対して集
団に適応できるよう個別指
導するほか、保護者・教職
員に対する支援を行う。

9,008 9,008

学校教育懇談員活用推進事業 市内を７ブロックに分けた
小学校47校と中学校23校に
学校教育懇談員70名を委嘱
し、地域に根ざした教育の
推進、学校経営への支援な
どを行う。

980 980

小・中学校給食用強化磁器汁
碗整備経費

明徳小ほか22校、秋田南中
ほか11校に導入する。

4,145 4,145

特別支援教育推進事業 通常の学級に在籍する障害
のある児童生徒や、国籍を
問わず日本語の理解が十分
でない児童生徒へサポー
ターを派遣するほか、障害
のある児童生徒が長時間の
学校行事に参加する際にサ
ポーターを派遣する。

47,262 24,211

中学校部活動外部指導者派遣
事業

各中学校の希望をもとに、
専門的な技術を有する社会
人を中学校の運動部および
文化部に派遣する。

2,706 2,706

特別非常勤講師活用事業 各校の希望をもとに、幅広
い経験に基づく優れた知識
や技術を有する社会人を、
小・中学校に派遣する。

1,136 1,136

学校適正配置検討委員会設置
経費

外部有識者などによる検討
委員会を設置し、学校の適
正規模、適正配置はどうあ
るべきか検討を行う。

179 0

「子どもと親の相談員」活用
調査研究事業

児童や保護者が悩みや不安
を気軽に話せる第三者的な
存在として、小学校に「子
どもと親の相談員」を配置
する。

981 0

「心の教室相談員」活用調査
研究事業

生徒が悩みや不安を気軽に
話せる第三者的な存在とし
て、中学校に「心の教室相
談員」を配置する。

761 0

小学校図書充実経費 小学校図書館図書の蔵書整
備を計画的に行う。

17,621 17,621

中学校図書充実経費 中学校図書館図書の蔵書整
備を計画的に行う。

15,525 15,525

学事課各種大会開催費補助金 第29回全国中学校軟式野球
大会開催費を補助する。 300 300
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教育諸費各種負担金 秋田地域生徒指導研究推進
協議会の負担金を支出す
る。

274 274

小学校スクールバス購入経費 太平小学校木曽石分校の廃
校にともない、太平小学校
への児童の安全な通学を確
保するため、スクールバス
を購入する。

4,282 2,613

小学校スクールバス運行経費 河辺、雄和地区でスクール
バスを運行する。

3,349 3,349

小学校教師用教科書・指導書
購入経費

小学校の教員が使用する教
科書・指導書を購入する。 1,380 1,380

小学校通学支援事業 遠距離通学する児童の保護
者に通学費の一部を補助す
る。また、言語障害等児童
の保護者に交通費を補助す
る。

2,542 2,542

小学校特別支援学級新設経費 新設する特別支援学級に、
児童の障害に適応した備品
を購入する。

900 900

小学校教育団体・各種大会出
場費補助金

東北大会以上の学校教育活
動における各種大会への出
場に対して補助する。

900 900

小学校給食設備更新経費 耐用年数にあわせた計画的
な更新を行う。

6,092 6,092

健康教育推進関係団体事業費
補助金

学校保健の振興と児童生
徒・教職員の健康保持増進
に寄与することを目的とし
た「秋田市学校保健会」の
事業に対し、補助金を交付
する。

256 256

小学校保健事業 児童および教職員にかかわ
る定期健康診断、学校飲料
水・プール水の水質検査、
就学時健康診断など、各種
健診検査業務を実施する。

45,369 45,369

小学校給食事業 小学校47校の給食運営を行
う。

85,861 85,861

小学校安全事業 全国市長会学校災害賠償保
険、(独)日本スポーツ振興
センター共済掛金などにか
かる経費を支出する。

51,782 9,686

中学校スクールバス運行経費 雄和地区でスクールバスを
運行する。

1,874 1,874

中学校教師用教科書・指導書
購入経費

中学校の教員が使用する教
科書・指導書を購入する。

1,087 1,087

中学校特別支援学級新設経費 新設する特別支援学級にお
いて、生徒の障害に適応し
た備品を購入する。

1,200 1,200

中学校通学支援事業 遠距離通学する生徒の保護
者に対して、通学費の一部
を補助する。

3,517 3,517

中学校教育団体・各種大会出
場費補助金

東北大会以上の学校教育活
動における各種大会への出
場などに対して補助する。

18,095 18,095

中学校給食設備更新経費 耐用年数にあわせた計画的
な更新を行う。

1,749 1,749
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中学校保健事業 生徒および教職員にかかわ
る定期健康診断、学校飲料
水・プール水の水質検査な
ど、各種健診検査業務を実
施する。

21,314 21,314

中学校給食事業 中学校24校の給食運営を行
う。

54,753 54,753

中学校安全事業 全国市長会学校災害賠償保
険、(独)日本スポーツ振興
センター共済掛金などにか
かる経費を支出する。

47,978 5,224

学校指導関係経費 学校教育指導に要する管理
的経費を支出する。

6,853 6,853

小学校「総合的な学習の時
間」支援事業

学校での「総合的な学習の
時間」における校内外での
体験活動などを支援する。

22,100 22,100

副読本関係経費 小学校における社会科、健
康教育、安全教育に関する
副読本「私たちの秋田市」
「私たちの健康」を作成
し、また、「私たちの安
全」「私たちの秋田県」を
購入し、該当学年の全児童
に配布する。

7,084 7,084

中学校「総合的な学習の時
間」支援事業

学校での「総合的な学習の
時間」における校内外での
体験活動などを支援する。

11,050 11,050

中学校補助教材購入経費 体育実技テキストなど、中
学校における補助教材を購
入し、中学校１年生に配布
する。

3,069 3,069

中学校教育振興費　御所野学
院中学校説明会等経費

御所野学院中学校の学校説
明会などに関する経費を支
出する。

604 604

秋田市教育ビジョン策定事業 本市の教育行政全般にわた
る中期的な将来ビジョンを
策定する。

611 611

秋田市立秋田商業高等学校耐
震補強等事業

19年度から耐震診断・耐震
設計に着手し、20年度から
耐震診断に基づく必要な耐
震補強工事などを実施す
る。

3,449 2,788

高等学校各種大会出場費補助
金

秋田市立高等学校の東北大
会以上の学校教育活動およ
び社会教育活動における各
種大会への出場に対する補
助を行う。

7,200 7,200

秋田商業高等学校教育振興費
（情報教育機器更新経費）

教育用および校務用コン
ピュータを更新する。 5,383 268

秋田商業高等学校保健事業 生徒および教職員の定期健
康診断や生徒の学校災害に
ともなう共済などの経費を
支出する。

6,463 0

秋田商業高等学校施設等改修
経費

物品保管棟を改修する。
1,848 1,848

御所野学院高等学校保健事業 生徒、職員の検診など、学
校保健に関する経費を支出
する。

1,594 648

小・中学校増改築等事業 秋田北中学校の校舎・体育
館・武道場を一体的に建設
するとともに環境整備を実
施する。

589,782 98,561

3 高等学校等
の教育の充実

4 教育環境の
整備
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小・中学校大規模改造事業 広面小および秋田東中の大
規模改造を引き続き実施す
る。

404,184 108,150

小・中学校耐震補強等事業 小・中学校の耐震診断・耐
震補強を実施する。

21,461 10,113

太平小学校木曽石分校解体経
費

平成18年３月末に閉校する
ことにともない校舎・屋体
を解体し更地にする。

5,700 5,700

小･中学校情報教育環境整備
事業

平成14、15年度に整備した
教育用コンピュータを更新
する。また、勝平小中学校
千秋分校の情報教育機器を
ネットワークに接続する。

727 727

教職員研修推進事業 多様化する教育課題に対応
できる指導体制の充実をは
かるため、体系的に研修を
実施し、教職員の資質能力
の向上につとめる。

4,000 4,000

小・中学校増改築等事業（河
辺）

岩見三内小学校の校舎・体
育館の建設に着手する。 255 255

小・中学校大規模改造事業
（雄和）

大正寺小学校の外構を整備
するため旧小学校校舎・体
育館を解体する。

69,000 3,500

小学校備品充実経費 年次計画により児童用机い
すおよび教室用ストーブな
どを更新する。また、経年
劣化した学校用備品などを
購入する。

30,020 30,020

小学校大規模改造等関連備品
購入等経費

小学校校舎などの増改築お
よび大規模改造事業にとも
ない、必要な備品等を整備
する。

2,878 2,878

小学校施設等改修経費 老朽化している学校施設や
危険箇所を計画的に改修す
る。

75,011 75,011

中学校備品充実経費 年次計画により生徒用机い
すおよび教室用ストーブな
どを更新する。また、経年
劣化した学校用備品などを
購入する。

18,878 18,878

中学校大規模改造等関連備品
購入等経費

中学校校舎などの増改築お
よび大規模改造事業にとも
ない、必要な備品等を整備
する。

999 999

中学校施設等改修経費 老朽化している学校施設や
危険箇所を計画的に改修す
る。

34,500 34,500

小学校理科教育設備整備経費 理科教育振興法に基づく理
科設備および算数設備の整
備を行う。

2,160 1,080

中学校理科教育設備整備経費 理科教育振興法に基づく理
科設備および数学設備の整
備を行う。

2,360 1,180

小・中学校情報教育環境整備
事業（雄和）

小中学校の情報教育環境を
改善するため、教育用コン
ピュータなどを整備する。

3,477 3,477

教育研究所経常事業 調査研究などにかかる経費
を支出する。

5,482 5,482

御所野学院高等学校教育振興
費

情報教育機器賃借料および
通信料。

311 311
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３項　高等教育の充実 （単位：千円）
主要施策 事業名 19-21期事業内容 19年度事業費 （うち一般財源）

自己点検・評価事業 学内で自己点検・評価を実
施し、第三者機関に自己評
価書を提出し、平成20年度
に第三者機関による認証評
価を受ける。

453 453

大学コンソーシアムあきた事
業経費

引き続き、大学コンソーシ
アムあきたと積極的に連携
していく。

100 100

短期大学教員採用経費 19年度は、新学長および教
員２名分の備品を購入す
る。

1,200 1,200

短期大学教務経費 効果的な学生募集のために
説明会の開催および高校訪
問を行う。

11,980 11,980

就職対策活動事業 卒業生の就職率向上のた
め、企業訪問を行い、就職
用パンフレットを作成す
る。

6,010 6,010

ＣＡＬＬ教室設備整備事業 19年度中に、講義棟内の視
聴覚機器としてCALLシステ
ムを導入する。

5,607 5,607

短期大学教育設備等整備事業 教育内容の充実・強化のた
め教育関連設備・備品など
の整備をはかる。

10,961 0

学内情報システム更新事業 学内情報システムの更新を
行う。教員間の情報共有な
どの課題を解決する予定。

34,430 34,430

附属高等学院教育設備等整備
事業

教育設備・備品などの計画
的な整備をはかる。

542 542

2 高等教育の
環境の整備

1 高等教育の
内容の充実
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第５　重点・横断テーマへの取組

　

１　市民協働・都市内地域分権

章 取組・事業

西部工業団地美緑アップ事業

市民の森造成事業

里地里山活用事業

千秋公園整備事業

動物園ミルヴェおもしろ事業

命の学び事業

動物園応援団事業

自然環境保全経費

命のつなぎ（種の保存）事業

市民版ＩＳＯ推進事業

環境学習・啓発事業

地域環境活動促進事業

環境都市宣言関係経費

事業系廃棄物減量・再資源化事業

環境貯金箱作戦経費

環境貯金市民還元事業

家庭系ごみ分別推進会議（ごみ減量・分別井戸端会議）

ごみ減量活動推進事業

太平山リゾート公園整備事業

大規模公園等維持管理経費（太平山リゾート公園等維持管理経費）

人にやさしい公園づくり再整備事業

緑化重点地区整備事業

都市緑化推進事業

花のあるまちづくり事業

自然緑地整備事業

大規模公園等維持管理経費（一つ森公園維持管理経費）

大規模公園等維持管理経費（雄物川河川緑地等維持管理経費）

公園維持管理費（公園維持補修等経費）

公園維持管理費（樹木病害虫対策事業）

セントクラウド訪問団派遣事業

公園維持管理費（公園維持管理費）

北野田公園維持管理経費

自主防災組織の育成強化

町内防犯灯整備事業

防犯活動推進経費

　本総合計画では、優先的に取り組むべき重点的な課題や、複数の分野別将来都市像に

またがる横断的な取り組みが必要な課題を、重点・横断テーマとして位置づけました。

　平成19年から21年までの３年間では、「市民協働・都市内地域分権」「受益と負担の適正

化」「次世代育成」を重点・横断テーマとして設定し、「第４　分野別推進計画」へ掲載した取

組・事業のうち、各テーマに関連する事業を以下のとおりまとめました。

１章
豊かで活力に満ちたまち

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまち

３章
健康で安全安心に暮らせる
まち
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家族・地域の絆づくり推進事業

男女共生の推進

地域福祉計画推進経費

ふれあいのまちづくり事業（地域支援事業）

ボランティアセンター運営事業

地域保健・福祉活動推進事業

民生委員活動推進事業

在宅子育てサポート事業

ファミリー・サポート・センター運営事業

子ども未来センター運営事業

子育て支援ネットワーク事業

まちあかり・ふれあい推進事業

集会所類似施設整備・建設費補助金

地域づくり組織等設立支援経費

（仮称）西部地域市民サービスセンター整備事業

旭南地区コミュニティセンター（仮称）建設準備経費

（仮称）北部地域市民サービスセンター整備事業

市民協働・都市内地域分権の推進

地域愛形成事業

秋田市民交流プラザ市民活動育成･支援経費

第62回国民体育大会開催等経費

友好姉妹都市交流推進事業

三市連携交流事業

社会教育各種団体補助金および負担金

大学コンソーシアムあきた事業経費

２　受益と負担の適正化

章 取組・事業

秋田テルサ管理運営委託経費

リフレッシュガーデン管理運営委託経費

サンライフ秋田管理運営委託経費

西部体育館管理運営委託経費

卸売市場イノベーション事業

観光施設整備等経費

動物園施設整備事業

動物園リフォーム事業

動物園再整備構想策定事業

スーパー農園整備事業（旧農業試験場跡地）

秋田港振興センター管理運営経費

秋田市ポートタワー管理運営経費

秋田市ポートタワー再生プラン策定経費

粗大ごみ戸別収集事業

ごみ収集運営費・ごみ収集車総合整備経費

ごみ処理施設運営費

南秋地区可燃ごみ受入経費

斎場改築事業

５章
人と文化をはぐくむ誇れる
まち

１章
豊かで活力に満ちたまち

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまち

４章
家族と地域が支えあう元気
なまち
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既設市営住宅改善事業

既設市営住宅改修経費

新屋比内町市営住宅建替事業

浄化槽設置整備事業

下北手中央農業集落排水事業

金足農業集落排水事業

岩見農業集落排水事業

老人保健事業（健康診査）

予防接種事業

公立保育所障害児保育事業

公立保育所延長保育促進事業

公立保育所一時・特定保育事業

岩見三内保育所改築事業

保育所バス更新経費

（仮称）西部地域市民サービスセンター整備事業

旭南地区コミュニティセンター（仮称）建設準備経費

コミュニティセンター、地域センター施設等大規模改修経費

施設整備事業

コミュニティセンター、地域センター施設改修経費

（仮称）北部地域市民サービスセンター整備事業

美術館企画展開開催事業

美術資料充実経費

岡田謙三記念館および常設展開催経費

赤れんが郷土館企画展等開催及び教育普及事業

勝平記念館・関谷記念室展示経費

民俗芸能伝承館施設整備等事業

民俗芸能伝承館経常経費

佐竹史料館企画展開催等事業

佐竹史料館改築事業

文化会館自主事業

市立体育館施設整備等経費

体育施設管理費

体育施設整備補修等経費

中央公民館経常事業

土崎公民館経常事業

西部公民館経常事業

東部公民館経常事業

南部公民館経常事業

北部公民館経常事業

河辺公民館経常事業

雄和公民館経常事業

公民館補修等経費

中央公民館管理費

土崎公民館管理費

西部公民館管理費

東部公民館管理費

南部公民館管理費

３章
健康で安全安心に暮らせる
まち
４章
家族と地域が支えあう元気
な町

５章
人と文化をはぐくむ誇れる
まち

76



北部公民館管理費

河辺公民館管理費

雄和公民館管理費

３　次世代育成

章 取組・事業

就業支援事業

勤労者福祉サービス事業

動物園ミルヴェおもしろ事業

命の学び事業

動物園応援団事業

環境学習・啓発事業

環境都市宣言関係経費

道路改良事業

電線共同溝整備事業

バス交通総合改善事業

安全安心対策推進経費（子どもの安全確保）

小学校警備事業

交通安全対策経費

農業体験学習推進対策事業

健康相談教育事業

予防接種事業

感染症予防事業

結核対策事業

結核予防費補助金

エイズ予防対策事業

次世代育成支援の推進

家族・地域の絆づくり推進事業

男女共生の推進

地域福祉計画推進経費

ふれあいのまちづくり事業（地域支援事業）

ボランティアセンター運営事業

民生委員活動推進事業

乳幼児健康診査事業

妊産婦保健事業

社会福祉施設産休等代替職員配置経費

特定不妊治療費助成事業

福祉医療費給付事業

児童手当費

在宅子育てサポート事業

児童短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）

児童夜間養護等事業（トワイライト事業）

ひとり親家庭児童保育援助費

ひとり親家庭自立支援事業

秋田市母子寡婦福祉連合会補助金

ファミリー・サポート・センター運営事業

１章
豊かで活力に満ちたまち

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまち

３章
健康で安全安心に暮らせる
まち

４章
家族と地域が支えあう元気
なまち
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子ども未来センター運営事業

子育て支援ネットワーク事業

未熟児養育医療給付事業

小児慢性特定疾患治療研究事業

母子保健事業

児童扶養手当費

母子寡婦福祉資金貸付事業

児童保護措置費

夜間休日応急診療所運営管理費

公立保育所障害児保育事業

私立保育所特定保育事業

私立保育所障害児保育事業

公立保育所低年齢児受入拡大事業

乳幼児健康支援一時預かり事業

公立保育所延長保育促進事業

私立保育所延長保育促進事業

私立保育所休日保育事業

私立保育所一時保育事業

すこやか子育て支援事業

へき地保育所運営委託事業

認定保育施設助成事業

公立保育所一時・特定保育事業

乳児養育支援金給付事業

岩見三内保育所改築事業

保育所バス更新経費

集会所類似施設整備・建設費補助金

集会所類似施設建設資金貸付金

地域づくり組織等設立支援経費

（仮称）西部地域市民サービスセンター整備事業

（仮称）北部地域市民サービスセンター整備事業

地域愛形成事業

市民スポーツ活動普及振興事業

エンジョイスポーツ推進事業

市立体育館施設整備等経費

体育施設整備補修等経費

国際平和推進事業

自然科学学習館経常事業

生涯学習・社会教育推進経費

図書館システム更新経費

公民館補修等経費

放課後児童健全育成事業

児童館運営体制強化事業

放課後子どもプラン推進事業(放課後子ども教室推進事業分)

児童厚生施設等関係経費

児童館等冷房設備設置経費

子ども体験活動推進事業

成人の日記念事業

５章
人と文化をはぐくむ誇れる
まち
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幼稚園就園奨励事業

私学振興助成事業

小・中学校就学奨励事業

英語指導助手活用経費

「はばたけ  秋田っ子」教育推進事業

適応指導センター「すくうる・みらい」運営事業

学校教育懇談員活用推進事業

小・中学校給食用強化磁器汁碗整備経費

特別支援教育推進事業

中学校部活動外部指導者派遣事業

特別非常勤講師活用事業

「子どもと親の相談員」活用調査研究事業

「心の教室相談員」活用調査研究事業

小学校スクールバス購入経費

小学校スクールバス運行経費

小学校教師用教科書・指導書購入経費

小学校通学支援事業

小学校特別支援学級新設経費

小学校教育団体・各種大会出場費等補助金

小学校給食設備更新経費

健康教育推進関係団体事業費補助金

小学校保健事業

小学校給食事業

中学校スクールバス運行経費

中学校教師用教科書・指導書購入経費

中学校特別支援学級新設経費

中学校通学支援事業

中学校教育団体・各種大会出場費補助金

中学校給食設備更新経費

中学校保健事業

中学校給食事業

学校指導関係経費

小学校「総合的な学習の時間」支援事業

副読本関係経費

中学校「総合的な学習の時間」支援事業

中学校補助教材購入経費

中学校教育振興費　御所野学院中学校説明会等経費

秋田市教育ビジョン策定事業

秋田市立秋田商業高等学校耐震補強等事業

高等学校各種大会出場費補助金

秋田商業高等学校教育振興費（情報教育機器更新経費）

秋田商業高等学校保健事業

秋田商業高等学校施設等改修事業

御所野学院高等学校保健事業

小・中学校増改築等事業

小・中学校大規模改造事業

小・中学校耐震補強等事業
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小・中学校情報教育環境整備事業

教職員研修推進事業

小・中学校増改築等事業（河辺）

小学校備品充実経費

小学校大規模改造等関連備品購入等経費

中学校施設等改修経費

小学校理科教育施設整備経費

中学校理科教育施設整備経費

小･中学校情報教育環境整備事業(雄和）

大学コンソーシアムあきた事業経費

短期大学教務経費

就職対策活動事業

ＣＡＬＬ教室設備整備事業

短期大学教育設備等整備事業

学内情報システム更新事業

附属高等学院教育設備等整備事業
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第６　地域別整備方針

　１　中央地域

　　（１）　地域の状況
人口 76,710人（23.0%)

面積 約18.0Km
2
（2.0%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

計画推進のための取組 秋田市庁舎新築事業
桜・つつじまつり事業
千秋公園整備事業
竿燈まつり振興事業
ヤートセ秋田祭支援事業
中通一丁目地区公共公益施設整備事業
中心市街地活性化基本計画の策定と推進
市勢活性化推進経費
秋田駅東口駅前広場連絡通路整備事業
秋田駅西北地区土地区画整理事業
住居表示板等更新事業
緑化重点地区整備事業
市営住宅駐車場整備事業
既設市営住宅改善事業
管渠建設事業
合流式下水道緊急改善事業
処理場建設事業
ポンプ場建設事業
下水道管渠改築事業
街路事業　秋田環状線外１線（築山工区）
街路事業　外旭川新川線
街路事業　泉外旭川線（泉工区）
県施行街路事業負担金
地方バス路線維持対策事業
歩道消融雪設備整備事業（雪みち計画）
融雪施設改良事業
放置自転車対策等経費
老人福祉センター管理費
旭南地区コミュニティセンター（仮称）建設準備経費
コミュニティセンター、地域センター施設等大規模改修経費
施設整備事業
特別天然記念物カモシカ食害対策事業
文化財保存事業補助金
佐竹史料館改築事業
市立体育館施設整備等経費
中央公民館経常事業
中央公民館管理費
小学校給食設備更新経費
中学校給食設備更新経費
小・中学校増改築等事業
小・中学校耐震補強等事業

秋田駅周辺や千秋公園をはじめとする中心市街地の整備を進め､市の顔としての魅力
向上とにぎわいの創出をはかるとともに、多様な都市機能の集積など土地の高度利用
の促進や公共交通の充実によるアクセス性の向上などにより､活力に満ちた都心軸を
形成します。

４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり

３章
健康で安全安心に暮らせる
まちづくり
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　２　東部地域

　　（１）　地域の状況
人口 66,080人（19.8%)

面積 約179.8Km
2
（19.9%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
農道舗装事業
かんがい排水事業補助金
かんがい排水事業
土地改良施設管理費補助金
林道開設事業
県単局所防災事業
民有林振興対策事業（間伐補助）
ヤマビル被害防止対策事業
秋田駅東第三地区土地区画整理事業推進用地取得経費
秋田駅東第三地区土地区画整理事業
住居表示板等更新事業
太平山リゾート公園整備事業

大規模公園等維持管理経費（太平山リゾート公園等維持管理経費）
自然緑地整備事業
大規模公園等維持管理経費（一つ森公園維持管理経費）
管渠建設事業
合流式下水道緊急改善事業
ポンプ場建設事業
街路事業　明田外旭川線（手形工区）
県施行街路事業負担金
地方バス路線維持対策事業
河川環境整備事業
融雪施設改良事業
放置自転車対策等経費

コミュニティセンター、地域センター施設等大規模改修経費

施設整備事業

特別天然記念物カモシカ食害対策事業
文化財保存事業補助金
東部公民館経常事業
東部公民館管理費
小学校スクールバス購入経費
小学校給食設備更新経費
中学校給食設備更新経費
小・中学校大規模改造事業
小・中学校耐震補強等事業
太平小学校木曽石分校解体経費

秋田駅東口を中心として都市機能の充実をはかる一方、豊かな自然環境を保全し、生
活道路などの整備、河川改修などにより、居住性の高いまちづくりを進めます。

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり

３章
健康で安全安心に暮らせる
まちづくり

４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり
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　３　西部地域

　　（１）　地域の状況
人口 37,049人（11.1%)

面積 約82.1Km
2
（9.1%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

企業用地貸付事業
工業団地整備・管理費
西部工業団地美緑アップ事業
農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
農道舗装事業
民有林振興対策事業（間伐補助）
森林病害虫等防除事業
市民の森造成事業
雄物川フェスティバル開催費補助金
動物園施設整備事業
市勢活性化推進経費
住居表示板等更新事業
緑化重点地区整備事業
自然緑地整備事業
新屋比内町市営住宅建替事業
管渠建設事業
合流式下水道緊急改善事業
ポンプ場建設事業
幹線道路整備事業　割山南浜線
地方バス路線維持対策事業

３章
健康で安全安心に暮らせる
まちづくり

放置自転車対策等経費

（仮称）西部地域市民サービスセンター整備事業
コミュニティセンター、地域センター施設等大規模改修経費
施設整備事業
西部公民館経常事業
西部公民館管理費
小学校給食設備更新経費
中学校給食設備更新経費
小・中学校増改築等事業
小・中学校耐震補強等事業

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり

地域の拠点として、新屋駅前に(仮称)西部地域市民サービスセンターを整備するととも
に、西部工業団地など産業基盤の整備や企業誘致などにより地域の活性化をはかりま
す。また、豊かな自然をいかした良好な居住環境を形成し、都心部や隣接地域とのアク
セスを整備することにより、地域全体の生活機能の向上をはかります。

４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり
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　４　南部地域

　　（１）　地域の状況
人口 50,151人（15.1%)

面積 約41.7Km
2
（4.6%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

新都市開発整備事業推進経費
新都市産業区用地活用事業
地域総合整備資金貸付事業
農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
農道整備事業
農道舗装事業
かんがい排水事業補助金
県営土地改良施設等整備事業負担金
林道開設事業
スーパー農園整備事業（旧農業試験場跡地）
住居表示板等更新事業
大規模公園等維持管理経費（雄物川河川緑地等維持管理経費）
管渠建設事業
合流式下水道緊急改善事業
処理場建設事業
ポンプ場建設事業
幹線道路整備事業　南部中央線
住宅市街地基盤整備事業
地方バス路線維持対策事業
河川改修事業
河川環境整備事業
防雪柵等整備事業
放置自転車対策等経費
御所野交流センター管理費
社会福祉法人秋田けやき会助成事業
コミュニティセンター、地域センター施設等大規模改修経費
施設整備事業
特別天然記念物カモシカ食害対策事業
地蔵田遺跡環境整備事業
南部公民館経常事業
南部公民館管理費
小学校給食設備更新経費
中学校給食設備更新経費
小・中学校増改築等事業
小・中学校耐震補強等事業

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり

地域の拠点地区である秋田新都市の機能強化を促進しながら、南部中央線などの幹線
道路や生活道路の整備、河川改修などにより既存住宅地の居住環境を高めるととも
に、都心部や隣接地域とのアクセス整備により、地域全体の生活機能の向上をはかり
ます。

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

３章
健康で安全安心に暮らせる
まちづくり

４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり
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　５　北部地域

　　（１）　地域の状況
人口 85,029人（25.5%)

面積 約138.6Km
2
（15.3%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
農道整備事業
農道舗装事業
県営土地改良施設等整備事業負担金
林道改良事業
林道舗装事業
民有林振興対策事業（間伐補助）
森林病害虫等防除事業
ヤマビル被害防止対策事業
土崎港まつり開催費補助金
市勢活性化推進経費
秋田市ポートタワー再生プラン策定経費
みなとオアシスにぎわいづくり事業
住居表示板等更新事業
斎場改築事業
既設市営住宅改善事業
管渠建設事業
合流式下水道緊急改善事業
ポンプ場建設事業
土崎港東二丁目地区下水道管渠改築事業
街路事業　土崎駅前線
地方バス路線維持対策事業
融雪施設改良事業
防雪柵等整備事業
土崎駅東西歩道橋下自転車等駐車場拡張事業
放置自転車対策等経費
コミュニティセンター、地域センター施設等大規模改修経費
施設整備事業
（仮称）北部地域市民サービスセンター整備事業
特別天然記念物カモシカ食害対策事業
史跡秋田城跡保存・整備事業
土崎公民館経常事業
土崎公民館管理費
北部公民館経常事業
北部公民館管理費
小学校給食設備更新経費
中学校給食設備更新経費
小・中学校増改築等事業
小・中学校耐震補強等事業

地域の拠点地区である土崎地区の都市機能を高めながら、周辺地区を緑豊かな住宅
地として生活基盤の整備を進めるとともに、港湾機能を本市全体の活性化にいかすべ
く、陸路・空路の交通結節点とのアクセス向上をはかります。

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり

３章
健康で安全安心に暮らせる
まちづくり

４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり
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　６　河辺地域

　　（１）　地域の状況
人口 10,242人（3.1%)

面積 約301.1Km
2
（33.2%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

計画推進のための取組 地籍調査事業
工業団地整備・管理費
七曲臨空港工業団地振興事業
県営土地改良施設等整備事業負担金
土地改良施設管理費補助金
民有林振興対策事業（間伐補助）
清流まつり開催費補助金
南秋地区可燃ごみ受入経費
焼却施設更新事業
廃棄物発電事業
都市計画指導調査事業（基礎調査）
北野田公園維持管理経費
河辺墓地改修事業
管渠建設事業
公共下水道管渠建設事業(河辺地域)

河川環境整備事業

放置自転車対策等経費

高齢者健康づくりセンター管理運営委託経費
総合福祉交流センター管理費
老人デイサービスセンター改修経費
地域個性発揮事業
地域審議会運営経費
特別天然記念物カモシカ食害対策事業
河辺公民館経常事業
河辺公民館管理費
小学校スクールバス運行経費
小・中学校増改築等事業（河辺）

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり

恵まれた自然資源と交通の利便性をいかし、基幹産業である農業の生産性の向上、都
市と農村の交流などにより観光や産業の振興をはかるとともに、都心部とのアクセス向
上に加え、生活基盤の整備による良好な居住環境を創出し、職住近接による地域活性
化をはかります。

３章
健康で安全安心に暮らせる
まちづくり
４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり
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　７　雄和地域

　　（１）　地域の状況
人口 7,848人（2.4%)

面積 約144.5Km
2
（16.0%)

　　（２）　地域整備の方針

　　（３）　主な取組・事業
章 取組・事業

計画推進のための取組 地籍調査事業
地域シーズ発掘活用事業
農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
県営土地改良施設等整備事業負担金
土地改良施設管理費補助金
県単局所防災事業
民有林振興対策事業（間伐補助）
大正寺おけさまつり開催費補助金
雄遊カヌークルージング振興事業
都市計画指導調査事業（基礎調査）
仁井田・雄和送水施設整備事業
道路改良事業　鹿野戸安養寺線
ふれあいプラザ管理運営委託経費
地域個性発揮事業
地域審議会運営経費
特別天然記念物カモシカ食害対策事業
雄和公民館経常事業
雄和公民館管理費
小学校スクールバス運行経費
中学校スクールバス運行経費
小・中学校大規模改造事業（雄和）

秋田空港の有効活用をはかり、国際教養大学や県立中央公園などの地域資源を活用
するとともに、都市近郊型農業の振興や都市と農村の交流事業の推進、都心部とのア
クセス向上や生活基盤の整備につとめ、豊かな自然や田園と共生した快適で利便性の
高い地域づくりを進めます。

５章
人と文化をはぐくむ誇れるま
ちづくり

１章
豊かで活力に満ちたまちづ
くり

２章
緑あふれる環境を備えた快
適なまちづくり

４章
家族と地域が支えあう元気
なまちづくり
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