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第１　計画策定の基本的考え方

第２　平成21年度予算との関係

※扶助費: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、毎年度の予算編成を踏まえ、

期間計画の目的体系に沿って施策・事業などを整理し、策定するもの

です。

　平成21年度の本市の予算額については、一般会計は1,127億円（前

年比0.5％減）、大森山動物園や国民健康保険事業、介護保険事業な

どの特別会計は575億円（前年比1.2％減）、病院事業や上下水道事業

の企業会計は429億円（前年比8.5％減）です。また、一般会計の、歳

出額から職員の人件費や扶助費※などを除いた総額は502億円（前年

比2.5％減）となります。

　本計画には、今年度予算に基づいて実施する様々な事業や取り組み

のほか、重点・横断テーマ、各施策に関連する管理費などの一般事務

的な経費を掲載しています。
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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 取組の具体的な内容

戸籍事務電算化経費 戸籍事務電算システムの円滑な運用を図るた
め、定期点検および保守等により維持管理を
行う。

住民基本台帳ネットワークシ
ステム運用経費

住民基本台帳ネットワークシステムの円滑な
運用を図るため、定期点検および保守等によ
り維持管理を行う。

行政情報ネットワークシステ
ム運用事業

庁内情報の電子化・ネットワーク化を進め事
務の効率化等を図る。

電算業務委託経費 法律改正などに伴うコンピュータプログラム
の修正や、機械操作などの運用を民間会社に
委託して行う。

各種証明書自動発行システム
運用経費

各種証明書自動発行システムの円滑な運用を
図るため、定期点検および保守等により維持
管理を行う。

職員研修費 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。

しあわせづくり秋田市民公聴
条例の運用

条例の対象となる計画等について、運用委員
会を開催し運用する。また、運用状況を報告
する。

市民100人会運営事業 市民100人会会員から、市長が設定するテーマ
に基づき意見聴取する。

市民ミーティング 特定のテーマを設け、市民誰もが参加できる
市民ミーティングを開催するほか、地域を対
象とした市民ミーティングを開催し、市政報
告、ＰＲ、意見交換を行う。

市政情報の提供 広報あきたや市政テレビ・ラジオの情報内容
の充実と戦略的な広報活動の展開を行う。

地域情報化推進経費（電子自
治体化の推進）

市有施設等の案内予約や市の各種申請手続等
がインターネットを通じて行えるよう電子自
治体化を推進する。

電子入札運営事業 新システムへのスムーズな切替をし、安定的
運用を図る。

　本市では､各分野別将来都市像を実現するため、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､21年度に実施する主なも
のを以下に掲げました。
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地上デジタル放送機材導入等 デジタル放送対応の機材に更新し、より効率
的・効果的な市政テレビ番組の制作を行う。
また、市の主要施設等の空撮映像（写真）を
更新し、デジタル放送による高画質・高音質
に対応する。

総合行政ネットワーク
(LGWAN)接続経費

総合行政ネットワークシステム(LGWAN)の運用
を行う。

定額給付金給付事業(繰越分) 市民への生活支援に加えて、地域の経済対策
を目的に、基準日である平成21年２月１日時
点において、住民基本台帳へ記録されている
者や、外国人登録原票登録者のなかの特別永
住者や在留資格を有する者に対し、年齢区分
に応じた給付金を給付する。

２　行政経営の確立

取組 取組の具体的な内容

秋田市総合計画期間計画策定
経費

第11次秋田市総合計画の２期目の期間計画
「22-24期計画」を策定する。

第11次秋田市総合計画推進経
費

第11次秋田市総合計画の着実な推進に向けた
進捗管理を行う。

固定資産税地理情報システム
構築事業

家屋現況図・地目現況図・画地現況図などの
各種図面をデータベース化する。

収納率向上対策事業 早期納付折衝や滞納処分を強化し、引き続き
インターネット公売を実施する。
口座振替加入率を平成23年度を目処に40％を
達成する。

地方税電子申告等システム 地方税(個人市民税の給与支払報告書、法人市
民税、事業所税および固定資産税)の電子申告
受付、公的年金の特別徴収に係るデータの送
受信を行う。

地籍調査事業 河辺・雄和地域の地籍調査を実施し、地籍
図、地籍簿を作成する(換算面積1.30K㎡)。
また、街区基準点による測量作業の効率化を
図る。

公共施設の維持管理コスト縮
減

既存市有建築物を一元管理するＦＭ手法の導
入に向け、必要不可欠な施設台帳を整備し、
維持管理の情報システム導入を検討する。

固定資産土地評価替業務委託
経費

用途地区および路線データ等の見直しを行
う。

税制改正関連システム変更経
費

個人住民税の公的年金からの特別徴収に対応
するため、オンラインシステムを改修する。
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第４　分野別推進計画

　第11次総合計画では、平成27年度における本市のめざすべき将来都市像

「しあわせ実感　緑の健康文化都市」を実現するため、５つの分野別将来都

市像を設定し、それに連なる様々な施策・事業を実施することとしていま

す。

　ここでは、21年度に取り組む施策や事業等について、分野別将来都市像毎

に、主な事業の内容と予算額、さらには、重点・横断テーマである市民協

働・都市内地域分権と次世代育成との関連という構成で整理をしています。
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　１章　豊かで活力に満ちたまちづくり

　１章にかかわる事業の21年度予算額計
7,380,468 千円

(そのほか繰越分　262,205 千円)

21年度予算額(千円) 20年度予算額(千円)

6,127,563 5,592,026
531,768 671,196

1 企業誘致と市内企業の活性化 471,199 362,690
2 起業と新規事業展開への支援策の実施 57,858 14,930
3 企業向け用地の開発・整備の推進 2,711 293,576
市内企業の活性化の推進 4,901,331 4,439,565
1 企業の販路拡大の促進 0 0
2 地域ブランドの創出の促進 1,150 1,162
3 企業の経営基盤強化への支援 4,875,966 4,411,584

4 地域の特色をいかした商店街づくりの促進 24,215 26,819
雇用拡大の推進 399,818 384,416
1 雇用創出の促進 6,626 6,650
2 人材育成と求職者への支援 10,641 6,533
3 働きやすい環境の整備 382,551 371,233

294,646 96,849
1 輸出入の均衡のとれた貿易振興策の実施 5,607 5,440
2 広域交通機能の向上とネットワーク化の促進 15,143 8,093
3 卸売市場機能の充実 273,896 83,316

811,964 674,038
450,224 355,498

1 農林水産業経営体の育成 405,359 318,598
2 農林水産業の収益の向上 43,552 35,270
3 生産・流通・販売体制の構築 1,313 1,630
豊かな農山村の形成 361,740 318,540
1 農村空間の整備 158,454 215,281
2 森林資源の保全 203,139 103,079
3 里地・里山の保全 147 180

440,941 670,229
202,251 281,691

1 通年滞在型観光の確立の促進 500 900
2 観光資源の整備と有効活用策の実施 174,249 209,165
3 広域的な観光振興の実施 8,906 0
4 コンベンション誘致の促進 17,796 11,596
5 都市と農村間の交流の促進 800 60,030
にぎわいの創出 238,690 388,538
1 中心市街地の活性化 104,002 224,043
2 地域のにぎわい拠点の充実 134,688 164,495

貿易と物流の拡大

2節
農林水産業経営の確立

2項

農林水産業の振興
1項

企業立地、事業拡大の推進
商工業の振興

3項

・企業立地、事業拡大の推進のため、各種企業支援策を有効に活用し、市内企業の事業拡大や事業高度化、
  新規企業の立地を促進します。
・市内企業の活性化を推進するため、本市独自の融資あっせん制度による市内企業の経営安定化と、地域の
  特色をいかした魅力ある商店街づくりを支援します。
・雇用拡大を推進するため、就職支援講座を実施し、就業の促進を図ります。
・貿易と物流の拡大のため、国内外で海外企業商談会を開催するほか、対外諸国とのコンテナ航路を拡充す
  る活動やポートセールスを行います。

・新規就農予定者を支援するとともに、農業法人等への取り組み強化を図ります。
・農家の経営安定策として、農業生産基盤の整備を推進するとともに、耕作放棄地を営農可能な状態に回復
  する取り組みを支援します。
・地産地消推進策として、朝採り野菜の直売活動支援等を行うとともに、10月に本市で開催される第132回
  秋田県種苗交換会に向けて、関係団体と｢秋田市協賛会｣を組織し、各種協賛行事等を実施します。

2項

1節
1項

4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

１　企業誘致と市内企業の活性化

協働・
分権

次世代
育成

企業情報収集事業 企業情報データベースの有効
活用を図るとともに、企業情
報の収集・分析を行う。

794 794

企業誘致活動費 新規企業の立地や既存企業の
増設等を促進するため、企業
訪問等による誘致活動を行
う。また、本市の概要や優遇
制度等を紹介する企業立地パ
ンフレットを作成するほか、
関連機関と連携し企業集積に
向け積極的な取り組みを展開
する。

8,104 8,104

工業団地整備・管理費 西部工業団地において緩衝緑
地の整備を計画的に進めるほ
か、七曲臨空港工業団地内の
七曲台運動公園の環境整備を
行う。また、市の工業団地や
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
努め、事業環境の向上を図
る。

55,957 25,274 ○

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
企業等に対し、市町合併前の
水道使用料金で使用させるた
め必要な措置を講じる。

10,247 10,247

商工業振興奨励措置事業 既存企業の事業拡大や設備高
度化、新分野進出を促進する
とともに、新規企業の立地を
進めることにより、地域経済
の活性化と雇用拡大を図るた
め、工場等の新増設（秋田市
商工業振興条例の認定事業
者）に対して各種助成を行
う。

396,097 396,097

２　起業と新規事業展開への支援策の実施

協働・
分権

次世代
育成

チャレンジオフィスあき
た入居者支援経費

インキュベーション施設
「チャレンジオフィスあき
た」の新規創業等の促進に関
する機能を確保するため、イ
ンキュベーション・マネ
ジャーを配置する。入居者以
外の起業家に対する、支援
（講座開設、相談機会の提
供、資金助成）を実施する。

14,893 14,893

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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チャレンジオフィスあき
た運営経費

新規創業・新分野進出のため
のインキュベーション施設
「チャレンジオフィスあき
た」の機能を維持し、入居者
がより快適に施設を利用でき
るよう、建物・設備・外構等
を適切に維持管理する。

42,965 18,454

３　企業向け用地の開発・整備の促進

協働・
分権

次世代
育成

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図る
とともに、既に取得済（秋田
市土地開発公社）である産業
用地の維持管理を行いながら
分譲促進を図る。

2,711 2,711

２項　市内企業の活性化の推進
２　地域ブランドの創出の促進

協働・
分権

次世代
育成

工芸品振興事業 工芸品のＰＲおよび販路拡大
のためのパンフレット印刷、
工芸品まつりを開催する。

1,150 1,150

３　企業の経営基盤強化への支援

協働・
分権

次世代
育成

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。

11,100 11,100

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。

4,402,142 178,142

中小企業用地取得資金融
資あっせん事業

市が特定する工業団地等の用
地を取得する中小企業者等に
対し、長期低利の融資あっせ
ん(４倍協調)を行う。

19,068 465

中小製造業設備資金融資
あっせん事業

地元既存中小製造業者に対
し、工場等の新規設備投資事
業を対象とした長期低利の融
資あっせんを行うとともに、
市が利子補給をする。

416,656 23,899

地域総合整備資金貸付事
業

(福)桜丘会が行う特養施設整
備に対し貸し付けを行う.

27,000 0

４　地域の特色をいかした商店街づくりの促進

協働・
分権

次世代
育成

工業振興費各種団体補助
金

産業の発展に寄与する団体の
イベント等の開催に補助を行
う。

180 180

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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商店街振興事業 商店街の競争力強化のために
行うソフト事業などへ補助を
行うほか、商店街の高齢者や
子育て支援、エコ対策などに
特化した事業について重点的
に支援する。

22,121 11,321

商業振興指導活動費 セーフティネット認定業務、
大店立地法関係業務などの実
施と（財）あきた企業活性化
センターとの連携による各種
支援制度の紹介、誘導によ
り、市内中小企業の振興を図
る。

1,914 887

３項　雇用拡大の推進
１　雇用創出の促進

協働・
分権

次世代
育成

勤労者福祉雇用推進事業 新規学卒者、障害者および高
年齢者の雇用の啓発のための
看板を設置する。

126 126 ○

高年齢者就業機会確保事
業費補助金

定年退職後の高齢者が、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図るこ
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
事業運営を円滑化するため、
補助する。

6,500 6,500

２　人材育成と求職者への支援

協働・
分権

次世代
育成

就業支援事業 企業が求める人材を育成する
ため求職者を対象とした講座
を実施し、就業機会の拡大を
図る。また、高校生を対象
に、早期離職の抑制や職業観
を醸成するための講座を実施
する。

8,528 8,528 ○

出かせぎ援護対策事業 出かせぎ者の健康診断を市立
病院に委託して行うほか、出
稼ぎ互助制度の会費を一部負
担する。

461 461

労政活動費 技能向上や技能伝承、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。

1,652 1,640

３　働きやすい環境の整備

協働・
分権

次世代
育成

サンライフ秋田管理運営
経費

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。

52,748 52,548

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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リフレッシュガーデン管
理運営経費

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。

5,714 5,714

勤労者福祉サービス事業 共済給付、福利厚生、生活資
金貸付等の事業を行う秋田市
勤労者福祉サービスセンター
の運営に補助するほか、生活
資金の貸付原資を預託する。

20,400 5,200 ○

勤労者福祉施設整備事業 秋田テルサ、サンライフ秋田
等の老朽化した施設や備品等
の整備を行う。

14,843 14,843

秋田テルサ管理運営経費 勤労者の福利厚生のための事
業運営や施設の維持管理を委
託する。

123,289 111,236

西部体育館管理運営経費 労働者の福祉増進を図る場と
しての西部体育館(秋田市勤
労者体育センター)の管理運
営を委託する。

4,277 4,202

労働者福祉対策事業 生活資金等の貸付原資を預託
し、勤労者の生活の安定を図
る。

160,000 0

労働諸費各種団体補助金 労働福祉団体の育成強化を図
るため各種団体の事業資金と
して補助する。

1,280 1,280

４項　貿易と物流の拡大
１　輸出入の均衡のとれた貿易振興策の実施

協働・
分権

次世代
育成

対岸経済交流事業 シベリア鉄道沿線地域におけ
る商談会を開催するととも
に、バイヤー招聘事業を実施
する。

2,465 2,465

貿易産業振興事業 貿易関係団体が主催する国内
外でのミッション・ポート
セールスへの参加や、企業へ
の個別訪問によるポートセー
ルスなどを行う。

1,263 1,263

貿易促進協会関連事業 (社)秋田県貿易促進協会の活
動を支援する。 1,879 1,879

２　広域交通機能の向上とネットワーク化の促進

協働・
分権

次世代
育成

県施行秋田港湾整備事業
負担金

港湾管理者である県が実施す
る秋田港整備事業について負
担金を支出する。

15,000 15,000

秋田空港の充実 全国民間空港市町村連絡協議
会に負担金を支出する。 43 43

鉄道の充実 羽越新幹線直通促進秋田地区
期成同盟会に負担金を支出す
る。

100 100

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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３　卸売市場機能の充実

協働・
分権

次世代
育成

仲卸業者融資斡旋預託金 金融機関に融資原資を預託
し、融資斡旋を行うことによ
り、仲卸業者の資金調達を円
滑化し、経営の安定を支援す
る。

80,000 0

市場運営経費 花き棟卸売場東側一部防水層
改良工事の実施など、市場施
設等の管理運営を行う。

193,896 17,004

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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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

１　農林水産業経営体の育成

協働・
分権

次世代
育成

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
が行う事業活動への助成を行
うほか、農業経営基盤強化資
金などへの利子助成や市内新
規就農予定者の農業研修受講
への助成を行う。

3,397 1,280

農業経営安定資金預託金 新あきた農業協同組合に融資
原資を預託し、農業経営に必
要な資金をＪＡを通じて農家
に低利融資する。

350,000 0

農地流動化対策事業 農地流動化施策の啓発・普
及、地域座談会の開催、農家
意向調査、農地パトロールな
どを実施する。

284 212

耕作放棄地等解消推進モ
デル事業

耕作放棄地等を農地に復元
し、有効活用するモデル的な
取り組みに対して助成を行
い、耕作放棄地等解消の推進
を図る。(３箇所･0.9ha［Aﾀｲ
ﾌﾟ0.6ha、Bﾀｲﾌﾟ0.3ha］）

2,400 2,400

第132回秋田県種苗交換
会開催地負担金

第132回秋田県種苗交換会秋
田市協賛会を設立し、主催団
体であるＪＡ秋田中央会等関
係団体と連携し、種苗交換会
(10/30～11/5)を開催する。

40,000 40,000

地域農業活性化推進事業 農業後継者を対象とした簿記
講座の開催、優秀農家と児童
図画部門の表彰を行う。

367 367

農地・水・農村環境保全
向上活動支援事業

多面的機能を有する農地・農
業用水等資源の良好な保全と
質的向上を図る効果の高い地
域ぐるみの共同活動に対し
て、国・県とともに支援す
る。(四ツ小屋末戸松本地区
など15地区が対象)

8,911 8,911

２　農林水産業の収益の向上

協働・
分権

次世代
育成

園芸作物生産振興・流通
対策事業

野菜や花きのパイプハウス
(５棟)、防除機、播種機等の
導入や、技術研修、残留農薬
検査、新規作付者への支援な
ど生産拡大のための取り組み
に対して助成するほか、出荷
奨励金を交付する。

10,787 6,405

沿岸漁業生産振興対策事
業

漁業資源であるガザミの維
持・増殖を促進するための種
苗放流（288千尾）に対して
助成し、栽培漁業の推進を図
る。

185 185

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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土地利用型農業活性化対
策事業

秋田市水田農業ビジョンに基
づき、需要に応じた米の計画
的生産や大豆・野菜などへの
転作誘導と作付推進を図る。

3,017 1,024

土地利用型農業生産振興
事業

水稲用機械(直播機１台)や大
豆用機械(コンバイン２台、
播種機４台、中耕カルチ６
台、溝堀機１台、選別機１台
等)に対し助成する。

12,492 0

内水面資源維持対策事業 サケ、アユ、ヤマメの稚魚放
流を通じて、自然環境保全等
に対する市民への啓発を図る
とともに､漁業協同組合が実
施する稚魚放流事業に対して
助成する。

2,250 2,250

農業指導強化対策事業 農林業に関する生産技術など
の指導や普及活動、各種研
修、地域特産品開発への支
援・指導や認定 、地域食農
活動等に対する支援を行う。

1,200 1,200

畜産物生産振興流通対策
事業

地域畜産の活性化を促進する
ための畜産農家の集団的な取
組活動や優良繁殖素牛の導
入・保留、農家指導巡回、家
畜伝染病の予防接種等に対し
て助成し畜産の振興を図るほ
か、堆肥センターの運営委託
を行う。

13,621 11,821

３　生産・流通・販売体制の構築

協働・
分権

次世代
育成

農林産物直売活動調査経
費

直売活動を促進するための会
議の開催、直売参加農家の組
織化、直売実地体験などの取
組活動を実施する。

500 500

地産地消推進事業 直売活動による市内産農畜産
物のＰＲや販路拡大の推進、
生産者・消費者の交流促進を
図る。また学校給食への市内
産農産物の供給拡大や学校給
食フェスティバルを共催す
る。

813 813

２項　豊かな農山村の形成
１　農村空間の整備

協働・
分権

次世代
育成

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
多面的な機能の維持などを図
るため、協定締結集落(金足
黒川・金足浦山・雄和碇田・
雄和萱ケ沢)に対して交付金
を交付する。

1,778 478

農道舗装事業 豊岩豊巻地区など８地区の農
道を舗装する。

8,000 8,000

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容
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ふるさと農道緊急整備事
業

下新城下谷地地区の「ふるさ
と農道(L=1,300m)」を整備す
るための調査設計を行う。 28,770 2,970

かんがい排水事業補助金 土地改良区が実施する太平野
田地区の用水路工(L=360m)に
対し補助する。

6,000 6,000

県営土地改良施設等整備
事業負担金

県が実施するほ場整備(河辺
大沢ほか４地区)、 ため池
(上北手猿田沢ほか２地区)、
用水施設(仁井田堰)、頭首工
(雄和芝野)の整備事業費等を
負担する。

105,456 41,961

市単独土地改良事業補助
金

土地改良区などが実施する下
新城岩城ほか９地区の小規模
な水路改修等に対して助成す
る。

8,450 8,450

２　森林資源の保全

協働・
分権

次世代
育成

森林病害虫等防除事業 松くい虫被害により枯れた松
の伐倒処理や薬剤散布などに
より被害の拡大を防止すると
ともに、共同防除を実施する
町内会へ薬剤を交付する。
(駆除　1,800㎥ 、薬剤散布
26.91ha、樹幹注入　450本、
枯損木調査　他)

33,373 9,373

民有林振興対策事業 森林施業計画を作成した森林
所有者等に交付金を交付し、
「施業実施区域の明確化作
業」や「歩道の整備」等を支
援するとともに、民有林の間
伐に対して嵩上げ助成する。
（交付金：A=10,400ha、間伐
補助：A=325ha）

55,640 16,640

ふるさと林道緊急整備事
業

雄和相川地区の林道(小杉前
線 L=2,300m)の拡幅改良を図
るための調査設計を行う。

49,320 5,020

水と緑の森づくり事業 松くい虫被害により枯死・白
骨化した松林を伐採するとと
もに、浜田森林総合公園内の
施設の修繕や整備を図る。
(マツ林健全化整備事業：森
林調査 14.73ha、伐採処理
4,170㎡　ふれあいの森整備
支援事業：浜田森林総合公園
内施設修繕および梅苗木新
植)

39,081 0

造林事業 造林木の良質化と森林の公益
的機能の高度発揮、ＣＯ2削
減などを図るため、森林施業
計画に基づき除間伐
139.9ha、枝打ち10.6haを実
施する。

25,725 1,427

事業名 21年度事業内容
重点・横断テーマ

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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３　里地・里山の保全

協働・
分権

次世代
育成

里地里山活用事業 広葉樹林等において市民参加
による保全活動や里地里山の
活用などを通して市民意識の
啓発等を図る。

147 147 ○

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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３節　交流人口の拡大
１項　観光振興の推進

１　通年滞在型観光の確立の促進

協働・
分権

次世代
育成

秋田市イメージ商品開発
支援事業

公益性のある民間団体が行
う、秋田市を売り込むための
新たな洋菓子商品の開発およ
び販売促進に関する取り組み
を支援する。

500 500

２　観光資源の整備と有効活用策の実施

協働・
分権

次世代
育成

ヤートセ秋田祭支援事業 交流人口拡大により地域経済
の活性化を図るため、ヤート
セ秋田祭に対し、広報宣伝
費、会場設営費の一部を補助
する。

1,000 1,000

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
製作費貸付等を行う。

17,132 16,132

観光管理費 観光パンフレット購入費およ
び各種負担金等を負担する。

11,919 11,819

観光施設維持管理経費 利用者が安全かつ快適に各種
観光施設を利用できるよう
に、指定管理等により適切な
維持管理を行う。

53,149 51,249

観光施設整備等経費 市民等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。

16,736 16,736

観光宣伝・受入体制整備
事業

首都圏などで効果的な観光誘
客ＰＲを行う。また、きめ細
かな観光客受け入れ体制を整
備するため、観光船の受入事
業や観光案内板の維持修繕等
を行う。

1,901 1,901

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
や清掃等の業務委託を行う。
また、高清水公園、あらやさ
くら、太平川の各桜まつり開
催に対して補助する。

5,272 5,272

大正寺おけさまつり開催
費補助金

地域経済の活性化を図るた
め、大正寺おけさまつりに対
し、会場設営・関連イベント
開催費等を補助する。

1,200 1,200

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図る
ため、土崎港まつり実施事業
に対して補助する。

7,000 7,000

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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雄遊カヌークルージング
振興事業

カヌーと周辺観光、宿泊を併
せたモニターツアーを実施す
る。実施にあたってはH20年
度モニターツアーの意見を踏
まえ、参加者を市外、近隣県
からも募り、観光誘客の可能
性を検討する。

320 320

千秋公園整備事業 歴史ゾーン整備を行う。(外
堀デッキ整備　桜の樹勢回復
環境整備ほか)

55,875 4,575 ○

大森山動物園大型遊具設
置開設経費

(財)日本宝くじ協会の助成で
設置した大型児童遊具の完成
記念式典を開催し、供用を開
始する。

643 643

大森山動物園ミルヴェお
もしろ事業

動物生息環境解説板作製、ボ
ランティアガイド養成、活動
支援を行う。

1,357 1,357 ○

大森山動物園命の学び事
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。

745 745 ○

大森山動物園施設等整備
事業(繰越分)

園入り口のトイレの改修のほ
か、大型動物舎の安全対策施
設等を提供する。

22,205 0

動物園応援団事業 園内の花壇づくりや施設の塗
装など、市民や企業の協力を
得て、みんなで動物園づくり
を行う。

0 0 ○

(仮称)大森山自然動物公
園整備事業

大森山公園と一体となった
(仮称)大森山自然動物公園構
想を市民参加により策定す
る。

0 0

３　広域的な観光振興施策の実施

協働・
分権

次世代
育成

秋田市観光案内所等運営
経費

ＪＲ秋田駅観光案内所におけ
る観光案内業務を(財)秋田観
光コンベンション協会に委託
する。

8,906 8,906

４　コンベンション誘致の促進

協働・
分権

次世代
育成

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
活性化を図るため、(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。

11,596 11,596

将棋名人戦歓迎事業等負
担金

第67期将棋名人戦第５局の対
局者等歓迎行事を開催するた
め、｢第67期将棋名人戦歓迎
行事秋田市実行委員会｣に対
し支援する。

1,000 1,000

日本動物園水族館協会通
常総会開催

大森山動物園を主会場とし
て、全国の動物園や水族館の
園館長が集う｢日本動物園水
族館協会通常総会｣を開催す
る。

5,200 5,200

21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ
事業名

事業名 21年度事業内容
重点・横断テーマ
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５　都市と農村間の交流の促進

協働・
分権

次世代
育成

グリーン・ツーリズム推
進対策事業

秋田市グリーン・ツーリズム
推進計画に基づき、体験・滞
在プログラム開発への支援、
ＨＰやパンフレットによる情
報発信、普及・啓発活動等を
行う。

800 800

２項　にぎわいの創出
１　中心市街地の活性化

協働・
分権

次世代
育成

中心市街地活性化基本計
画の推進

認定基本計画に基づき、掲げ
た個別事業の着実な実施を通
じて、定量指標の各目標値が
達成できるよう、その確認を
含めたフォローアップを行
う。

2,293 2,293

中心市街地出店促進事業 中心市街地への出店を促進す
るため、建築・改装資金等に
ついて優遇された融資が受け
られるようあっせんを行うと
ともに、空き店舗への入居に
伴う改装費等について助成を
行う。

99,107 12,419

中通一丁目地区市街地再
開発事業(繰越分)

中通一丁目地区市街地再開発
組合に対し、再開発事業関連
経費(地盤調査、建築設計、
権利変換計画作成等)を助成
する。

240,000 34,200

アルヴェ・ＪＲ・ＮＨＫ
による協働プロジェクト

連携イベントの開催や、案内
サインの修繕等を行う。 2,502 0

秋田駅東拠点地区土地区
画整理事業

換地清算事務等を行う。
100 100

２　地域のにぎわい拠点の充実

協働・
分権

次世代
育成

ポートルネッサンス２１
計画推進経費

ポートルネッサンス21計画を
推進する。

475 475

みなとオアシス担い手育
成事業

秋田港海の祭典、豪華客船歓
迎行事、地元特産品開発等へ
の支援を行う。

900 900 ○

秋田市ポートタワー・秋
田港振興センター管理運
営経費

指定管理者制度により、秋田
市ポートタワーおよび秋田港
振興センターの適切な管理運
営を行う。

95,417 80,332

秋田市ポートタワー修繕
費

秋田市ポートタワーおよび秋
田港振興センターを安全・快
適に使用していただくため施
設、設備等の修繕を行う。

37,896 37,896

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

事業名 21年度事業内容

（うち一般財源）
（千円）

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ
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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章にかかわる事業の予算額計
17,016,372 千円

(そのほか繰越分　2,373,956 千円)

21年度予算額(千円) 20年度予算額(千円)

3,298,486 2,970,686
69,910 26,725

1 自然環境保護の推進 1,025 1,207
2 環境汚染防止策の推進 60,302 17,167
3 地球温暖化防止の促進 4,207 3,378
4 環境教育・学習の推進 4,376 4,973
循環型社会の推進 3,228,576 2,943,961
1 廃棄物の発生抑制とリサイクル活動の推進 62,376 85,814
2 ごみ減量活動の促進 15,786 8,885
3 廃棄物の適正処理の推進 3,150,414 2,849,262
4 新エネルギー導入の促進 0 0

13,717,886 14,173,051
2,415,256 2,645,347

1 土地区画整理事業の実施 1,395,792 1,632,912
2 開発指導の実施 14,000 4,885
3 都市緑化の促進 739,239 846,270
4 都市景観の向上 7,478 6,228
5 墓地・斎場の整備 258,747 155,052

2,105,550 1,703,090
1 良質な住宅の確保 2,069,967 1,648,481
2 建築指導の実施 35,583 54,609

5,463,606 5,079,831
1 安全な水の安定供給 2,330,403 1,964,756
2 生活排水の適切な処理 3,133,203 3,115,075

3,452,473 4,370,821
1 幹線道路の整備 1,651,819 2,226,063
2 地域内道路の整備と維持管理 1,800,654 2,144,758

271,495 361,952
1 公共交通ネットワークの強化 0 70
2 バス交通機能の確保 271,495 361,882
情報環境の充実 9,506 12,010
1 情報環境の整備 9,506 12,010

・｢仮称・秋田市地球温暖化対策実行計画｣の策定に着手し、低炭素型社会の構築に向けた取り組みを強化
  します。
・資源化物の集団回収運動を奨励し、家庭系廃棄物の発生抑制やリサイクルに対する市民の意識啓発に
  努めます。
・平成22年度を目途に、新たなまちづくりの方針となる第６次秋田市総合都市計画および第３次秋田市国
  土利用計画を策定します。
・秋田駅東第三地区、秋田駅西北地区において、建物移転や道路築造等を行います。
・都市公園の再整備やバリアフリー化を進めるとともに、公園施設長寿命化計画を定め、利用者の安全確
  保に努めます。
・斎場改築の、造成工事や本体工事に着手します。
・既存建築物の耐震化を促進します。
・上水道関係として、災害に強く、安定した給水を確保する配水ブロック化を進めます。下水道関係とし
  て、汚水管の面整備を継続実施します。
・総合交通体系調査の結果見直しが必要とされた都市計画道路についての、計画変更に向けた詳細な検討
　を行います。

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

１　自然環境保護の推進

協働・
分権

次世代
育成

自然環境保全経費 河辺・雄和両地域の自然環境
現況の調査や、自然環境保全
地区の指定に向けた調査を行
うとともに、自然環境の保全
などを行っている市民活動を
支援する。

1,025 1,025 ○

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
行う。

0 0

２　環境汚染防止策の推進

協働・
分権

次世代
育成

ダイオキシン類等調査経
費

ダイオキシン類による汚染状
況や環境基準の達成状況を把
握するため、市域の大気や河
川等の環境調査を実施する。

2,813 2,813

環境保全対策管理費 秋田市域の環境全般の状況を
把握および監視し、工場等へ
の立入検査や指導等を行う。

44,242 42,883

生活環境保全経費 市内の騒音や振動の実態を把
握するため、道路交通騒音や
振動、一般環境騒音等の調査
を実施し、公害関連苦情への
迅速な対応を行う。

1,780 1,780

大気常時監視システムによる
監視体制の充実を図り、有害
大気汚染物質モニタリングや
アスベスト調査を行う。

11,467 11,467

(繰越分) 3,786 81

３　地球温暖化防止の促進

協働・
分権

次世代
育成

環境基本計画等推進経費 環境基本計画の進行管理およ
び環境負荷低減のガイドライ
ンである秋田市環境配慮指針
の普及・啓発等を行う。

1,167 1,167

地球温暖化対策推進経費 市民・事業者・市がそれぞれ
の立場で地球温暖化対策を推
進するため、次の各種事業を
実施する。
①市民・事業者への各種啓発
②市民版ＩＳＯの推進
③エコあきた行動計画の推進

1,553 1,553 ○

地球温暖化対策実行計画
策定経費

市民・事業者を対象とするア
ンケートを実施するととも
に、市域のＣＯ2排出量の算
定を行うことにより、ＣＯ2
削減のために効果的な施策等
について検討し、計画骨子を
固める。

1,487 1,487 ○

大気・水質等環境保全経
費

（うち一般財源）
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
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４　環境教育・学習の推進

協働・
分権

次世代
育成

地域環境活動推進事業 地域の環境活動実施団体12地
区へ支援する。

676 676 ○

環境学習・啓発事業 小学生環境学習副読本の増刷
、子供環境学習支援、あきた
エコふれんど養成講座の開催
や環境学習サポート事業を実
施するほか、ホタルマップの
改訂を行う。

3,700 3,700 ○ ○

２項　循環型社会の推進
１　廃棄物の発生抑制とリサイクル活動の推進

協働・
分権

次世代
育成

家庭系廃棄物減量・再資
源化事業

ごみの分別やリサイクルに対
する市民の意識啓発を図るた
め、市民団体等が実施する資
源集団回収に対し奨励金を交
付する。

12,329 12,329 ○

古紙ステーション回収シ
ステム支援経費

古紙回収システムを維持・継
続するために回収業者の支援
を行う。

3,305 3,305

事業系廃棄物減量・再資
源化事業

職員による事業所への立入調
査・指導を行う。

265 265 ○

粗大ごみ戸別収集事業 粗大ごみを有料で戸別収集を
行う。

46,477 3,956

２　ごみ減量活動の促進

協働・
分権

次世代
育成

家庭系ごみ分別推進事業
(ごみ減量・分別井戸端
会議)

各地域の市民団体を対象に、
市のごみの現状に関する情報
を発信するとともに、ごみの
減量･リサイクルについて市
民と意見交換を行う｢ごみ減
量・分別井戸端会議｣を開催
する。

138 138 ○

ごみ減量活動推進事業 先進地調査等を行い、効果的
なごみ減量手法の研究等を行
う。

3,179 3,179 ○

環境貯金市民還元事業 生ごみ減量につながる取り組
みへの支援を行う。
①ごみを出さない料理講座
（８回）
②生ごみ堆肥づくり(ＥＭ菌
６回）
③生ごみ堆肥づくり（段ボー
ル６回）
④あったか我が家支援事業

2,149 0 ○

環境貯金箱作戦経費 環境貯金箱作戦キャンペーン
や、広報媒体等を通じてごみ
減量啓発活動を行う。

10,320 10,320 ○

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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３　廃棄物の適正処理の推進

協働・
分権

次世代
育成

ごみ収集運営費・ごみ収
集車総合整備経費

直営および業務委託により家
庭系の一般廃棄物の収集運搬
を実施するとともに、直営車
の総合整備を行う。

938,131 930,203

ごみ処理施設運営費 ごみ処理施設を運営する。 1,839,923 908,424
し尿処理施設運営費 し尿処理施設を運営する。 195,328 195,201
廃棄物処理施設等監視・
指導経費

廃棄物処理施設や処理業者な
どへの立入検査等を行い、廃
棄物の不適正処理の防止を図
るとともに、廃棄物処理法や
自動車リサイクル法等の関連
業務を行う。

8,030 0

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。

158,241 0

不法投棄対策経費 不法投棄パトロールなどの業
務委託、不法投棄監視員によ
る監視パトロールや国・県関
係機関等との連絡会を開催
し、防止策等の情報交換を行
うとともに、監視カメラでの
監視を行うことにより、不法
投棄の防止と早期発見に努め
る。

10,761 9,062

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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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

１　土地区画整理事業の実施

協働・
分権

次世代
育成

秋操駅南地区土地区画整
理事業 (換地清算事務等
経費)

清算金徴収事務と市有地の管
理、売買契約、所有権移転登
記事務を行う。

2,500 0

土地区画整理事業を行う。都
市計画道路３路線/区画道路
８路線/特殊道路３路線/砂利
道整備３路線/建物移転補償
29戸/用地取得660㎡

1,225,688 143,688

(繰越分) 234,860 11,680
土地区画整理事業を行う。都
市計画道路２路線/区画道路
２路線/建物移転補償２戸

167,604 18,804

（繰越分) 180,200 4,250

２　開発指導の実施

協働・
分権

次世代
育成

国土基本図等修正経費 国土基本図計画図および用途
地域図の修正を行う。 1,000 196

第６次秋田市総合都市計
画等策定事業

市民意向調査、課題の整理、
将来フレームおよびまちづく
りの基本理念・将来都市像を
設定する。

13,000 13,000

３　都市緑化の推進

協働・
分権

次世代
育成

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などの発
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などを
行う。

12,428 12,428 ○

大規模公園等維持管理経
費（一つ森公園維持管理
経費）

一つ森公園内の維持管理やコ
ミュニティ体育館の維持管理
運営を行う。

31,206 31,206 ○

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等施設の
効率的な管理運営を図るた
め、指定管理者による管理を
行う。(指定管理料323,326千
円、公園経費19,363千円、ス
キー場経費22,586千円)

365,275 352,795 ○

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
地区内の公園の維持管理を行
う。

68,065 68,065 ○

外旭川吉学寺街区公園、感恩
講街区公園の公園施設のバリ
アフリー化を行う。

20,000 1,000 ○

(繰越分) 82,200 200 ○
都市緑化推進事業 歴史のある樹木などを保存樹

に指定し、保存に努めるた
め、樹木診断などを行う。

1,571 1,571 ○

秋田駅西北地区土地区画
整理事業

秋田駅東第三地区土地区
画整理事業

都市公園バリアフリ－化
緊急支援事業

事業名

事業名
重点・横断テーマ

重点・横断テーマ

21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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緑のまちづくり活動支援
基金

平成20年度に創設した「緑の
まちづくり活動支援基金」の
管理運営費を事業実施主体で
ある(財)秋田市総合振興公社
に拠出する。(基金運営補助
費1,500千円)

1,500 1,500 ○

緑化重点地区整備事業 新屋大川町第一児童遊園地、
大川端帯状近隣公園を再整備
する。

31,000 2,500 ○

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(補
修等含む)。

207,808 195,663 ○

公園整備事業管理費 国・県や関係機関との協議、
講習への参加等を行う。

386 386 ○

４　都市景観の向上

協働・
分権

次世代
育成

都市景観形成事業 都市景観賞、違反広告物簡易
除却、屋外広告物管理システ
ム一部修正、景観計画書・パ
ンフレット作成等を行う。

6,783 1,983 ○

住居表示案内看板更新経
費

街区表示板の更新および腐食
等で危険な町名案内板の撤去
を行う。

695 695

５　墓地・斎場の整備

協働・
分権

次世代
育成

斎場火葬炉等整備事業 火葬炉の定期点検および修繕
を行う。

5,000 5,000

斎場改築事業 斎場改築に向け、用地造成、
既存建物一部解体、仮駐車場
の整備や本体工事に着手す
る。

253,747 63,947

２項　住宅環境の整備
１　良質な住宅の確保

協働・
分権

次世代
育成

あきた街なかファミリー
住宅助成事業

｢あきた街なかファミリー住
宅｣の供給者に対し、入居者
の所得に応じた家賃の減額分
の補助を行う。(平成11年度
建設分　10戸)

968 484

既設市営住宅改修経費 共同受信設備改修および松渕
単身住宅の下水道本管への接
続を行う。

14,175 1,906

市営住宅家賃等の収納対
策経費

市営住宅使用料および駐車場
使用料の滞納防止および解消
を図るため、滞納者への督促
や調停の申立てなどの必要な
措置を行う。

935 935

事業名

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

（うち一般財源）
（千円）

21年度事業費
（千円）

21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
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秋田市住宅マスタープラ
ン推進事業等

｢新秋田市住宅マスタープラ
ン｣に基づき、公共賃貸住宅
の入居者募集に関する情報提
供を行うとともに、住宅の耐
震診断・改修に関する研修会
や、住宅のバリアフリー化を
促進するための講習会を開催
する。

668 401

新屋比内町市営住宅建替
事業

用途廃止団地内の既存住宅を
解体するとともに、新屋比内
町市営住宅第２期分の130戸
を購入する。また、社会福祉
施設の整備に着手する。

2,045,197 39

市営住宅駐車場管理費 市営住宅の共同施設として、
駐車場を維持管理し入居者の
利便を図る。

8,024 0

バリアフリー向上プラン
の策定および総合調整

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。

0 0

２　建築指導の実施

協働・
分権

次世代
育成

建築トラブルの予防 建築確認手続きや不動産取引
を円滑化するため、道路の位
置・種類を明示した指定道路
調書を作成する。

29,178 14,713

建築確認検査体制の充
実・強化

建築確認検査体制の充実・強
化のため、システムを運用す
る。既存建築物の安全を推進
するため、定期報告に関する
事務を業務委託する。(リー
ス代等3,130千円、負担金120
千円、定期報告1,355千円)

4,605 0

秋田市耐震改修促進計画
事業

耐震改修の促進を図るため、
啓発活動を実施する。

0 0

秋田市木造住宅耐震改修
等事業

旧耐震基準の木造一戸建て住
宅の耐震診断および耐震改修
工事に対し補助金を交付す
る。

1,800 675

３項　上下水道サービスの提供
１　安全な水の安定供給

協働・
分権

次世代
育成

小規模水道管理費 小規模水道の安定供給のため
管理運営を行う。

3,089 2,497

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、松渕浄水場の井戸
揚水量調査や、ろ過機および
ろ過機制御盤の修繕を行う。

42,940 0

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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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、基幹施設
である仁井田浄水場の耐震診
断や、豊岩浄水場の沈澱池補
修工事等を行う。

312,300 0

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、21年度から第
二次整備期間として16ブロッ
ク内の整備を進める。 (配水
管布設替L=14,510m 配水管布
設L=3,820m)

1,081,135 0

配水幹線整備事業 災害に強くより安定的な水道
水の供給をめざし、各配水ブ
ロックに水道水を安定的に供
給するための配水幹線を整備
する。(外旭川幹線配水管布
設替L=260m)

246,900 0

雄和地域送配水管等整備
事業

老朽化が進んでいる雄和地域
の浄水場を廃止し、仁井田浄
水場から送水することによっ
て、安全な水の安定供給確保
を図るため、送水管を布設す
る。(送水管布設工事φ
250L=5,981m(平沢～雄和浄水
場))

333,000 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
の整備等を計画的に推進す
る。(配水管布設替L=3,160m
、配水管布設L=1,750m)

311,039 0

２　生活排水の適切な処理

協働・
分権

次世代
育成

浄化槽関係業務経費 浄化槽の設置、保守点検等に
ついて規制・指導等を行う。

422 186

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。

7,624 2,590

金足農業集落排水事業 農業集落排水の管路工事
(L=7,115m)および排水処理施
設の基礎土木工事を実施す
る。

656,000 200

浄化槽整備推進事業 個別処理区域を対象に浄化槽
(30基)および附帯施設(放流
用のポンプ４箇所、管路
L=80m、水路等)の整備を推進
する。

36,862 8,426

ポンプ場建設事業 耐用年数が経過し、老朽化が
著しい御野場ポンプ場の沈砂
池設備および土崎ポンプ場の
受変電設備を、年次計画に基
づき更新する。

208,488 0

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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下水道管渠改築事業 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
命を図るとともに、管渠の閉
塞、不明水の侵入および管渠
の破損による路面陥没事故を
防止する。(改築延長
L=1,474m、再調査)

189,000 0

下水道管渠改良工事 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。(改良延長L=23m)

2,500 0

浸水地域を解消するため、雨
水管整備に努めるとともに、
汚水管整備により下水道の普
及を図る。(中北手第一幹
線・汚水面整備(下新城、仁
井田地区他）・雨水面整備
(手形地区他))

1,237,500 0

(繰越分) 674,000 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
普及拡大を図る。汚水面整備
（式田地区他）

63,500 0

合流式下水道改善計画によ
り、計画的に対策を行う。
実施設計委託・夾雑物除去装
置設置

30,000 0

(繰越分) 14,000 0
処理場建設事業 耐用年数が経過し、老朽化が

著しい八橋処理場の、１系No
１送風機および非常用自家発
電設備を、年次計画に基づき
更新する。
合流式下水道改善計画によ
り、八橋処理場の能力を増強
する。

701,307 0

４項　道路整備の推進
１　幹線道路の整備

協働・
分権

次世代
育成

市街地の都市計画道路外旭川
新川線を整備する。用地買
収、移転補償を実施する。

584,408 25,308

(繰越分) 243,269 8,109
市街地の都市計画道路秋田環
状線・新屋十軒町線を整備す
る。道路改良工事、用地買
収、補償を実施する。

171,200 20,000

(繰越分) 2,300 300
市街地の都市計画道路泉外旭
川線を整備する。用地買収、
移転補償を実施する。

272,100 6,300

(繰越分) 10,000 200
市街地の都市計画道路土崎駅
前線を整備する。道路改良工
事のほか駅前広場の整備工事
を実施する。

129,000 8,400

(繰越分) 168,239 28,500

街路事業　土崎駅前線

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

街路事業　秋田環状線外
１線（築山工区）

管渠建設事業

合流式下水道緊急改善事
業

街路事業　外旭川新川線

街路事業　泉外旭川線
（泉工区）
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街路事業　明田外旭川線
（手形工区）

市街地の都市計画道路明田外
旭川線を整備する。道路改良
工事、用地買収、移転補償を
実施する。

39,700 3,550

市街地以外の都市計画道路割
山南浜線を整備する。国土交
通省が施行する新屋水門改修
工事に要する費用のうち道路
部分にかかる費用を負担す
る。

223,000 5,050

(繰越分) 138,000 3,200
市街地以外の都市計画道路南
部中央線を整備する。道路改
良工事、用地買収を実施す
る。

171,200 4,200

(繰越分) 106,200 2,390
街路事業　千秋久保田町
線

市街地の都市計画道路千秋久
保田町線を整備する。測量を
実施する。

10,000 300

県が施行する５路線の都市計
画道路の整備費用の一部を負
担する。(秋田中央道路(H9-
H19)L=2,550m W=9.75m 川尻
広面線(寺町)(H6-H24)L=344m
W=25m 横山金足線(飯
島)(H10-H22)L=2,325m W=24m
千秋広面線(手形)(H8-
25)L=540m W=25-35m 新屋土
崎線(山王)(H15-H24)L=980m
W=22.2-30m)

46,272 2,872

(繰越分) 61,704 3,504
都市施設計画調査 新屋十軒町線等についての詳

細な見直し調査・検討を行
う。

4,939 4,939

２　地域内道路の整備と維持管理

協働・
分権

次世代
育成

河辺と雄和を結ぶ幹線道路を
整備するため、拡幅部分の用
地取得、建物等補償および改
良工事を行う。

60,000 3,000

(繰越分) 1,000 100
橋りょう修繕事業 橋梁補修を適切に実施するこ

とにより、施設の延命化を図
る。(面影橋高欄補修)

2,900 2,900

老朽化が著しく幅員の狭い猿
田川端橋の架け替えを行う。

70,000 3,500

(繰越分) 55,000 2,800
交差点改良事業 交差点の交通流改善と安全性

の向上を図るため、八日町町
内交差点の改良を実施する。

10,000 500

私道整備補助金 私道３か所の整備に対して補
助を行う。

7,000 7,000

人にやさしい歩道づくり
事業

児童、高齢者などをはじめす
べての人がより安全に通行で
きるように、川尻広面線の歩
道150mの改善を行う。

30,000 3,000

幹線道路整備事業　割山
南浜線

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

県施行街路事業負担金

橋りょう整備事業

道路改良事業　鹿野戸安
養寺線

幹線道路整備事業　南部
中央線
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道路の排水不良箇所の改善を
図るとともに、道路幅員を有
効活用し、道路利用者の安全
を確保するため、道路側溝の
改良を行う。

510,000 25,000

(繰越分) 65,000 3,300
安全で快適な通行空間の確
保、都市災害の防止、情報
ネットワ－クの信頼性および
都市景観の向上を図るため、
秋田環状１号線の電線共同溝
を整備し、川尻広面線の詳細
設計を行う。

180,000 4,115 ○

(繰越分) 95,743 2,027
道路維持修繕事業 老朽化の著しい道路施設等の

改良や補修を行う。
501,324 223,124

安全で快適な道路環境への改
善を図るため、道路の拡幅・
線形・隅切などの改良や未舗
装道路の整備を25路線行う。

332,000 13,600 ○

(繰越分) 104,890 3,540
道路緑化整備事業 都市の景観向上、環境保全、

交通安全など道路利用者や沿
道住民に快適な空間を提供す
るため、街路樹の適切な維持
管理を行う。

37,430 37,430

道路橋長寿命化修繕計画
策定事業(繰越分)

橋長15ｍ以上の橋梁につい
て、橋梁長寿命化修繕計画策
定の基礎資料となる健全度や
損傷状況を把握するための、
橋梁点検と橋梁調査設計を実
施する。

65,527 65,527

橋りょう整備事業　本田
橋

老朽化が著しく幅員の狭い本
田橋の架け替えを実施するた
めに、橋梁予備・詳細設計、
地質調査および測量を行う。

60,000 1,400

地下道等冠水対策事業
(繰越分)

異常豪雨等により発生する事
故のリスクを軽減し、施設の
安全性の向上を図るため、異
常豪雨時の冠水情報設備を整
備する。

63,000 63,000

５項　公共交通機能の充実
２　バス交通機能の確保

協働・
分権

次世代
育成

バス交通総合改善事業 秋田市マイタウン・バス(西
部線、北部線)を運行する。 57,522 41,036 ○

地方バス路線維持対策事
業

バス事業者に対する補助金を
交付する。 213,973 155,124

６項　情報環境の充実
１　情報環境の整備

協働・
分権

次世代
育成

４組合の共同受信施設を地上
デジタル放送用に改修工事を
実施する。

9,506 2,108

(繰越分) 5,038 1,170

テレビ難視聴解消事業

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

道路改良事業

電線共同溝整備事業

側溝改良事業
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高速インターネットアク
セス網整備促進事業

通信事業者に対し、ブロード
バンド未整備地区の解消とＮ
ＧＮ(超高速の次世代ネット
ワーク)等のエリアの拡大を
要望する。

0 0
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　３章　健康で安全安心に暮らせるまちづくり

　３章にかかわる事業の予算額計
63,465,488 千円

(そのほか繰越分　227,969 千円)

21年度予算額(千円) 20年度予算額(千円)

1,520,299 1,509,031
167,666 139,088

1 防災体制の構築と防災拠点の整備 21,045 27,288
2 水害・土砂災害対策の実施 91,800 111,800
3 大規模事故の予防策の整備 54,821 0
4 健康危機の防止体制の整備 0 0
雪に強いまちの確立 991,520 1,011,387
1 雪に強いまちづくりの推進 180,200 160,650
2 地域における除排雪体制の構築 0 0
3 道路除排雪の実施 811,320 850,737

361,113 358,556
1 地域防犯の強化 133,149 126,593
2 児童生徒の安全対策の実施 41,991 44,873
3 交通安全対策の実施 185,973 187,090

61,945,189 54,371,825
89,883 106,283

1 消費者支援の実施 12,524 12,230
2 食品衛生体制の整備 76,581 93,246
3 食育の推進 778 807

5,166,442 5,242,785
1 地域保健・医療体制の充実 4,659,603 4,749,006
2 疾病の予防策の実施 180,739 187,609
3 感染症対策の実施 326,100 306,170

93,368 182,120
1 火災予防の促進 890 995
2 消防体制の整備 73,308 133,298
3 救急・救命体制の整備 19,170 47,827
社会保障制度の確保 56,595,496 48,840,637
1 生活保護の適正実施と自立支援の促進 7,588,684 7,459,369
2 介護保険の適正な運営 19,652,133 18,435,576
3 国民健康保険の健全な運営 29,351,375 22,945,692
4 国民年金事務の適正な処理 3,304 0

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

・防災カルテを見直すともに、岩見川および猿田川の洪水ハザードマップを作成します。
・地域における除排雪体制構築のため、除雪ボランティアや雪寄せ、雪下ろし事業者に関する情報提供の
  充実に努めながら、助けあい、支えあいによる雪対策を実施します。
・効果的な除排雪のあり方について精査・検証を重ね、安全で円滑な冬期道路交通の確保に努めます。
・学校、警察等関係機関や、ＰＴＡをはじめとする地域活動団体などと連携を図り、地域の絆をいかした
  子どもの安全確保に努めます。

・食品の検査体制を整備するほか、ＢＳＥスクリーニング検査の全頭検査などを実施します。
・農業体験学習などを通じた食育の推進に努めます。
・生活習慣病の予防に努めるとともに、がん検診等の受診機会を拡大するなど、受診率の向上に努めま
  す。
・自殺予防対策として、新たに自殺未遂者への支援とケアに向けた検討を進め、総合的な自殺予防対策を
  推進します。
・鳥インフルエンザや新型インフルエンザ対策として、予防法等の周知を図るほか、感染防護具の整備を
  進めます。
・生活保護の適正な実施に努めるとともに、被保護世帯の自立を支援します。

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
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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

１　防災体制の構築と防災拠点の整備

協働・
分権

次世代
育成

広域避難標識整備経費 災害発生時に避難の目印とな
る避難標識を新設する(２か
所)｡

420 420

洪水ハザードマップ作成
経費

岩見川および猿田川について
浸水想定区域や避難場所等を
地図上に表した洪水ハザード
マップを各々作成し、流域世
帯に配付する。

1,251 1,251

災害応急対策活動用品整
備経費

大規模災害時、全庁的に被害
調査や救助・救援活動を行う
ため、職員にヘルメットを配
付する。(職員用512個)

655 655

災害時情報提供システム
運用経費

災害時の各種情報を登録者に
電子メールや電話、ファック
スで一斉配信する。

5,123 5,123

災害対策緊急救援物資備
蓄事業

災害時における被災者を救済
するため、必要な救援物資を
備蓄する。  購入予定：パン
(缶)9,000缶　白飯(粥)3,408
缶

2,629 2,629

自主防災組織育成事業 市民の防災意識の高揚を図
り、自主防災組織の結成促進
および育成強化するため、研
修会や資機材の助成を行う。

2,193 1,893 ○

水防訓練経費 水防体制を強化するため、水
防法に基づき関係機関が水防
訓練を行う。

548 548

小規模災害援助事業 火災等の被災世帯に対して見
舞金を給付する。

2,400 2,400

地域防災計画修正経費 地域防災計画の関連資料であ
る「防災カルテ」を更新す
る。(防災カルテ：小学校区
別に地震による被害想定を行
い、その地域における特徴な
どを地図化したもの｡)

5,826 5,826

秋田市危機管理体制強化
事業

庁内各課に個別マニュアルの
作成を働きかけ、総合的な危
機管理体制の整備を図る。ま
た、新型インフルエンザの対
策行動計画、事業継続計画を
策定する。

0 0

２　水害・土砂災害対策の実施

協働・
分権

次世代
育成

普通河川古川の改修工事を行
い、河川の環境整備を図る。
(護岸整備L=30m（両岸）、建
物調査など一式)

23,000 23,000

(繰越分) 29,000 29,000

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

河川改修事業
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河川環境整備事業 普通河川古川と準用河川宝川
および小出沢川などについ
て、河道閉塞部の浚せつ等を
行い、水害防止と河川区域内
の環境整備を図る。(L=420m)

6,000 6,000

県施行急傾斜地崩壊対策
事業負担金

県単事業の大小路１号、大小
路２号の急傾斜地崩壊対策工
事の実施に対して負担する。

4,000 0

市街化区域内の生活排水路と
して利用されている従来の農
業用排水路の泥上げ、草刈り
および補修やＵ型側溝等の整
備を行い、排水不良箇所の改
善を図る。 ・排水路整備６
か所L=710m、排水路維持管理
1式

58,800 58,800

(繰越分) 14,691 14,691

３　大規模事故の予防策の整備

協働・
分権

次世代
育成

廃止石油坑井封鎖事業 上新城道川字駒引沢地内にお
ける油漏出への抜本的対策と
して、石油坑井の封鎖を行う
ことにより、地域住民の生活
環境等への重大な被害、ま
た、公共水域を始め広域的な
影響拡大を防止することによ
り生活環境の保全を図る。

54,821 28,459

２項　雪に強いまちの確立
１　雪に強いまちづくりの推進

協働・
分権

次世代
育成

冬期の安全で快適な歩行者空
間を確保するため、秋田環状
１号線の歩道消融雪整備を行
うとともに、中通本線の整備
に向けた実施設計委託を行
う。

79,000 1,600

(繰越分) 59,300 1,220
冬期間の吹きだまりや視程障
害を緩和し、通行の安全を確
保するため、芝野鹿野戸線に
防雪柵を設置する。

23,000 500

(繰越分) 12,150 260
融雪施設改良事業 老朽化により機能低下した手

形山田中線の全面改修と、中
通本線の地下埋設配管現況調
査を行う。

78,200 2,800

３　道路除排雪の実施

協働・
分権

次世代
育成

除雪車両ロケーションシ
ステム導入経費

市民へ除雪作業状況などの情
報を提供するため、除雪車
100台で試験運用を行う。

7,520 7,520

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

歩道消融雪設備整備事業
（雪みち計画）

防雪柵等整備事業

生活排水路等環境整備事
業

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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除排雪関係経費 冬期間の道路交通確保のため
道路除排雪業務、防雪柵設
置、凍結抑制剤散布等の業務
を行うほか、除雪機械の借り
上げを行う。

800,000 800,000 ○

冬みち安全安心対策除雪
強化事業

除雪機械の機動力増強を図る
ため、凍結防止剤散布車を購
入（県払い下げ）する。

3,800 1,300 ○

３項　防犯・交通安全体制の確立
１　地域防犯の強化

協働・
分権

次世代
育成

まちあかり・ふれあい推
進事業

町内会活動に対する助成、防
犯灯の電気料および灯具交換
補修の一部補助を行う。
(1,032町内･110,640世帯･530
施設、28,211灯)

124,354 124,354 ○

町内防犯灯整備事業 夜間の通行の安全や犯罪防止
のため、町内会からの設置申
請に基づき整備する。170灯
を新設する。

7,806 4,684

防犯活動推進経費 ３地区防犯協会への活動支
援、暴力団追放活動の推進を
行う。

989 989 ○

２　児童生徒の安全対策の実施

協働・
分権

次世代
育成

小学校警備経費 小学校47校に警備員を各１名
ずつ配置し不審者の対応等を
行う。

41,991 41,991 ○ ○

子どもの安全確保プラン
の策定および総合調整

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、｢子どもの安全
確保プラン｣を策定する。

0 0 ○

３　交通安全対策の実施

協働・
分権

次世代
育成

交通安全対策経費 交通安全教室の実施および交
通指導隊等の活動支援を行
う。

19,156 19,156 ○

放置自転車対策等経費 秋田駅周辺の自転車等の放置
禁止・規制区域における放置
自転車等の防止および自転車
等駐車場(15か所)の適切な管
理・運営を行う。

46,817 10,241

交通安全施設等整備事業 道路交通の安全確保のため、
交通安全対策特別交付金を活
用し、道路反射鏡や区画線な
どの交通安全施設を整備す
る。

120,000 10,000

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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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

１　消費者支援の実施

協働・
分権

次世代
育成

計量事業 特定計量器の定期検査・立入
検査を行う。

1,066 140

消費者行政管理費 消費者トラブルの防止と救済
および啓発事業を行う。

11,458 11,458

２　食品衛生体制の整備

協働・
分権

次世代
育成

食肉衛生検査所運営管理
費

食肉の安全性確保のため、食
肉衛生検査所における検査体
制の充実を図り、ＢＳＥ検査
などの食肉衛生検査を実施す
る。

42,355 0

衛生検査管理費(食品衛
生体制の整備関係)

食品衛生監視指導計画に基づ
く監視指導を実施するととも
に、検査体制を整備し食品の
安全性を確保する。健康被害
発生時は情報発信により市民
の不安解消を図る。

34,226 5,069

３　食育の推進

協働・
分権

次世代
育成

栄養指導事業 望ましい食習慣、生活習慣が
確立できるよう、妊産婦およ
び乳幼児を持つ保護者に対
し、健康教育、健康相談を行
う。

278 186 ○

農業体験学習推進対策事
業

小学校５校(新規２校、継続
３校)に対し農業体験学習活
動への支援を行うとともに、
雄和奥椿岱第一市民農園にお
ける市民団体等の農業体験な
どの食育活動を支援する。

500 500 ○

２項　保健・医療体制の充実
１　地域保健・医療体制の充実

協働・
分権

次世代
育成

公衆浴場設備改善等補助
金

衛生体制の向上と経営安定な
どを図るため、公衆浴場に対
し、上下水道使用料の一部や
老人無料入浴分について助成
する。

659 659

健康あきた市21計画推進
事業

｢健康あきた市21｣に基づき市
民の健康増進を支援する。ま
た、同計画の最終評価の基礎
資料となる諸調査を実施す
る。

1,946 1,946

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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健康増進事業（一般健康
相談教育事業）

｢健康あきた市21｣に基づき、
健康教育、健康相談の各種事
業を推進し、生活習慣病予防
のための知識の普及を図る。

1,303 445

健康増進情報システム関
係経費

乳幼児健診、予防接種、がん
検診等の受診結果等を入力し
たシステムを活用し、地域住
民の健康状況を経年的に把握
し、保健指導の充実および疾
病の予防を図る。

9,030 5,924

自殺予防対策事業 自殺予防対策事業を継続実施
するとともに、関係機関との
連携を強化し、また、再度の
自殺を防ぐため自殺未遂者の
支援体制の検討を行う。

3,500 3,000 ○

地域保健推進員活動支援
事業

保健推進員の資質向上と情報
交換のための研修会の開催や
｢健康あきた市21｣推進のため
の活動支援を行う。

1,189 1,132

保健所総務費各種補助金 本市保健衛生関係の各種事業
や、在宅老人等が安心して医
療を受けることができるため
の事業に対して補助する。

1,423 1,423

市立病院の経営健全化 医療クラークの導入や研修環
境の整備等による勤務医およ
び研修医の確保と看護師の安
定確保に努めながら、医療や
健康増進に関する市民への情
報提供と経営の健全化に努め
る。

4,640,553 1,216,222

市立病院高度医療整備事
業

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

２　疾病の予防策の実施

協働・
分権

次世代
育成

健康増進事業（検診事
業）

各種がん検診、骨粗鬆症検
診、歯周疾患検診を実施す
る。また、受診率向上のため
受診機会の拡大、検診ガイド
の全戸配付および節目の年齢
層への個別通知などを行う。

178,600 128,548

健康判定 栄養、運動等の面から健康状
態を判定し、生活習慣改善の
ための個別指導および運動の
実技指導を行う。

735 247 ○

難病患者地域支援対策推
進事業

難病患者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
治療研究事業の受付事務を行
う。

403 87

難病患者等居宅生活支援
事業

難病患者が居宅において日常
生活を営むことができるよう
に、希望する家庭にホームヘ
ルパーを派遣するとともに、
必要とする者に日常生活用具
の給付を行う。

751 327

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。

250 250

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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３　感染症対策の実施

協働・
分権

次世代
育成

エイズ予防対策事業 エイズ相談検査(性感染症検
査、肝炎検査含む)を実施す
るとともに予防の啓発を行
う。

1,997 856 ○

衛生検査管理費 犬の登録、狂犬病予防注射、
動物の適正飼養など飼い主の
責務について普及啓発を図る
ほか、動物由来感染症に関す
る情報提供に努める。

11,855 190

感染症予防事業 感染症患者の発生報告に基づ
き、原因調査、患者・接触者
調査、衛生指導等蔓延防止対
応をする。また、市民への知
識普及のため、研修会を開催
する。

820 468 ○

結核・感染症発生動向調
査事業

医療機関からの感染症患者発
生報告に基づき、システム登
録するとともに、医療機関、
社会福祉施設、市民等に情報
を還元する。

3,842 1,921

結核医療費公費負担事業 感染症の予防および感染症の
患者に対する医療に関する法
律第37条の入院患者および第
37条の２の結核患者の医療に
要する費用を負担する。

8,373 2,360

結核対策事業 感染症診査協議会の開催。接
触者健診、患者への管理検診
の実施。患者への服薬支援
(ＤＯＴＳ)。研修会の開催。

5,195 3,546 ○

結核予防費補助金 私立学校および福祉施設にお
いて結核の早期発見のための
定期健康診断実施に対する経
費を補助する。

1,957 1,957 ○

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。

290,200 289,870 ○

感染症予防事業（鳥・新
型インフルエンザ）

保健所職員が防疫対応時に使
用する感染防護具および防疫
用品を整備することにより、
鳥インフルエンザ、新型イン
フルエンザが発生した場合の
感染拡大防止を図る。市民が
発生時に適切な行動をとれる
よう知識を普及啓発し、健康
被害を最小限に抑制する。

1,861 1,152

３項　消防・救急体制の充実
１　火災予防の促進

協働・
分権

次世代
育成

予防業務推進事業 火災予防普及啓発事業の実
施、住宅用火災警報器の普及
促進、および火災原因調査体
制の充実強化、消防法違反対
象物の改善促進を図る。

890 890

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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２　消防体制の整備

協働・
分権

次世代
育成

救助関係等経費 救助技術指導会(東北･全国)
への派遣、化学災害、高度救
助技術等各種研修機関への派
遣および訓練施設、資機材の
整備により、高度な救助技術
の習得と質の向上を図る。ま
た、水難救助資機材の整備を
図る。

2,093 1,758

緊急消防援助隊整備経費 山形県で実施される北海道・
東北ブロック合同訓練に参加
し、知識・技術の向上に努め
る。

275 275

災害安全装備品整備費 職員の安全と活動の迅速化を
図るため、防火衣30式、救助
服30式を更新整備する。

6,278 57

老朽化の著しい城東化学小
隊、広面小隊、土崎指揮車を
更新する。

3,157 207

(繰越分) 75,791 75,791
性能の低下著しい小型動力ポ
ンプおよび小型動力ポンプ積
載用軽車両の更新、新規整備
を図る。(小型動力ポンプ～
笹岡班　軽積載車～台班)

1,260 80

(繰越分) 2,348 2,348
消防施設整備関係経費 消防団器具置場のうち、老朽

の著しい器具置場、ホース乾
燥塔を改修し、移転準備(荒
巻班)、ホース乾燥塔撤去(中
野上班)、ホース乾燥塔新設
(槻ノ木班)を実施する。

1,544 500

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

消防水利整備事業 河辺地区に消火栓(１基)、旧
市内消防水利の未充足地域に
消火栓(３基)を新設し消防水
利を整備する。

4,000 900

消防団用器具備品等購入
経費

河辺第二分団、雄和第二分団
にチェーンソー各１台、女性
消防団員現場活動用に軽可搬
小型動力ポンプ一式を整備す
る。

1,258 258

消防特殊器具備品等購入
経費

生物化学テロ資機材、空気呼
吸器等特殊器具資機材の整備
を図る。

5,164 187

通信指令関係経費 消防通信指令システムが常時
確実に動作するため保守点検
業務を委託するほか、無線設
備操作に必要な従事者資格を
職員に取得させる。また、Ｉ
Ｐおよび携帯電話の発信位置
を表示させるシステムの導入
計画を策定する。(通信機器
修繕、一級陸特無線技士資格
取得(１名)、指令システム保
守)

35,082 35,082

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

車両整備経費

車両整備経費（非常備）
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庁舎等維持補修経費 庁舎の腐食した外壁および雨
漏り等の改修工事を実施す
る。(勝平出張所外壁改修Ⅰ
期工事　飯島出張所防水改修
Ⅰ期工事)

5,429 5,429

３　救急・救命体制の整備

協働・
分権

次世代
育成

安全で安心なまちづくり
に向けた危機管理体制の
構築 （公共施設ＡＥＤ
整備経費）

一人でも多くの市民の人命救
済を目的に、本市公共施設へ
ＡＥＤ(自動体外式除細動器)
を設置する。(28台)

2,940 2,940

救急業務メディカルコン
トロール体制運営事業

メディカルコントロール体制
の充実を図るとともに、救急
救命士の質の向上に努める。

3,401 3,401

城東高規格救急車を更新し、
高度救命資器材を整備する。
救急救命士１名および救急隊
員５名を養成する。また、薬
剤投与の追加講習に救急救命
士６名を派遣する。

12,829 9,753 ○

(繰越分) 25,932 25,932
新型インフルエンザ対策
事業(繰越分)

消防機関における業務継続計
画の策定を推進するととも
に、救急隊員の感染防御対策
および新型インフルエンザ患
者の搬送体制等を強化し、新
型インフルエンザ発生時にお
ける適切な救急業務体制の整
備を図る。

4,536 4,536

４項　社会保障制度の確保
１　生活保護の適正実施と自立支援の促進

協働・
分権

次世代
育成

国民生活基礎調査事業 統計法に基づく基幹統計とし
て、厚生労働省からの委託を
受けて、保健・医療・福祉・
年金・所得等国民生活の基礎
的な事項について世帯面から
総合的に明らかにするための
調査を実施する。

220 0

自立支援プログラム策定
実施推進事業

自立支援プログラムの一環と
して、生活面で多様な問題を
抱える母子世帯等の自立を支
援するため、専門職員を配置
し、地区担当員と協調しなが
ら各世帯の実情に即した助
言・指導等を行う。

4,684 0

生活保護適正実施推進事
業

レセプトの点検強化等による
医療扶助の適正化、収入資産
調査の充実強化等による認定
事務の適正化、職員の資質向
上のための研修実施等、生活
保護適正運営の取組みを推進
する。

18,754 902

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容

救急業務高度化推進事業

重点・横断テーマ
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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生活保護費 被保護者(世帯)に対して給付
する生活・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。

7,562,663 1,894,189

社会保障生計調査経費 被保護世帯に家計簿をつけて
もらうことにより、生活実態
の内容を把握し、生活保護基
準等の改定等生活保護制度お
よび厚生労働行政企画運営に
必要な基礎資料を得るための
調査を実施する。

2,363 0

生活保護受給者等就労支
援事業

生活保護受給者の就労による
自立を支援するため、ハロー
ワークと福祉事務所が連携
し、ハローワーク専門職員に
よるマンツーマンの職業斡旋
など就労支援メニューに基づ
ききめ細かな支援を行う。

0 0

２　介護保険の適正な運営

協働・
分権

次世代
育成

家族介護慰労事業(地域
支援事業)

要介護４・５の高齢者を在宅
で介護する非課税世帯に対
し、一定期間介護サービスの
利用がない場合、在宅で介護
する家族の経済的支援を図
る。

1,000 200

家族介護用品支給事業
(地域支援事業)

要介護４・５の高齢者を在宅
で介護する非課税世帯に対
し、紙おむつ等の介護用品を
支給し、経済的負担を軽減
し、在宅介護を支援する。

7,380 1,476

福祉用具・住宅改修支援
事業（地域支援事業）

ケアマネジャ－等の住宅改修
費理由書作成業務の費用を支
給する。

96 20

介護保険低所得利用者負
担軽減事業

介護保険サ－ビスの利用料の
負担を軽減し、低所得の障害
者や生活困難者を支援する。

660 165

介護サ－ビス給付事業 要介護認定者の介護保険サー
ビス利用に係る介護給付費。

17,765,102 2,220,641

介護予防サ－ビス給付事
業

要支援認定者の介護予防サー
ビス利用に係る介護予防給付
費。

773,692 96,714

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
超えた分について高額介護
サービス費として給付する。

304,483 38,062

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や短期
入所利用者の食費・居住費の
自己負担額を所得に応じて減
額した分を補足する給付費。

799,720 99,965

３　国民健康保険の健全な運営

協働・
分権

次世代
育成

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対策
のため、はり･きゅう･マッ
サージ受療費を助成する。

12,438 0

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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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。

11,651 5,602

一般被保険者高額療養費 一般被保険者に対して高額療
養費を支給する。

1,786,549 0

一般被保険者療養給付費 一般被保険者に対する療養給
付(現物給付)を行う。

16,947,510 1,507,884

一般被保険者療養費 一般被保険者が特別の事情の
ため療養の給付を受けること
ができず、自費で療養を受け
た場合、保険者負担分を支給
する。

150,768 0

健康診査助成事業 保健予防課で実施している検
診のうち、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。

37,512 0

後期高齢者関係事務費拠
出金

後期高齢者医療制度に対し、
各医療保険者が事務費として
拠出する。

441 0

後期高齢者支援金 後期高齢者医療制度に対し、
各医療保険者が支援金として
拠出する。

3,234,223 257,518

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
連合会に対して負担金を支出
する。

19,274 19,274

国民健康保険オンライン
システム改修経費

平成21年８月から介護保険と
高額療養費合算請求が開始さ
れるため、国民健康保険オン
ラインシステムの改修を実施
する。

11,340 11,340

資格給付関係電算委託料 秋田県国民健康保険団体連合
会に対して電算処理の委託を
行う。

32,218 32,218

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。

83,000 0

出産育児一時金 被保険者の出産に対し、出産
育児一時金を支給する。

88,920 59,280

人間ドック保健事業 35歳以上の国保加入者の健康
保持増進対策として、日帰り
人間ドックの受診料の一部を
助成する。

29,239 0

前期高齢者関係事務費拠
出金

前期高齢者に係る納付金およ
び交付金の事務処理に要する
費用を拠出する。

397 0

前期高齢者納付金 前期高齢者に係る納付金を納
付する。

9,938 0

葬祭費 被保険者の死亡に対して、葬
祭費を支給する。

28,650 0

退職被保険者等高額療養
費

退職被保険者に対して高額療
養費を支給する。

138,131 0

退職被保険者等療養給付
費

退職被保険者等に対する療養
給付（現物給付）を行う。

995,875 0

退職被保険者等療養費 退職被保険者が特別の事情の
ため療養の給付を受けること
ができず、自費で療養を受け
た場合、保険者負担分を支給
する。

7,747 0
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特定健康診査・特定保健
指導事業

生活習慣病の発症や重症化を
防ぐため、メタボリックシン
ドローム(内臓脂肪症候群)対
策として、特定健康診査･特
定保健指導を実施する。

154,445 71,001

電子レセプトシステム導
入経費

レセプトオンライン化による
電子レセプトに対応するシス
テムを導入する。

3,300 3,300

口座振替加入促進経費 口座振替などの収納率向上に
資する事業を行う。

2,318 0

国保制度広報関係経費 国保制度の広報などの収納率
向上に資する事業を行う。

498 0

高齢者医療制度円滑運営
事業（繰越分）

徴収方法の変更および保険料
軽減措置の処理などに対応す
るため、現行のシステムを改
修する。

4,221 0

後期高齢者医療事業（徴
収経費）

「高齢者の医療の確保に関す
る法律」に基づき、後期高齢
者医療保険料の徴収事務を行
う。

41,492 41,490

後期高齢者医療事業（秋
田県後期高齢者医療広域
連合納付金）

後期高齢者医療制度運営のた
めに、徴収した保険料（保険
料負担金）および低所得者等
にかかる保険料軽減分（基盤
安定負担金）を広域連合へ納
付する。

2,858,782 479,977

秋田県後期高齢者医療広
域連合事務費負担金

後期高齢者医療制度を運営す
るために要する事務経費を秋
田県内25市町村の負担割合に
応じて負担する。(秋田市負
担割合23.47％)

105,615 105,615

秋田県後期高齢者医療広
域連合療養給付費負担金

市が保険料を徴収する被保険
者に係る療養の給付に要する
費用の額等の1/12を広域連合
に負担する。

2,559,104 2,559,104

４　 国民年金事務の適正な処理

協働・
分権

次世代
育成

国民年金事務管理費 国民年金制度への理解や、被
保険者の加入促進を図るため
の事務事業を行う。

3,304 0

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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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章にかかわる事業の予算額計
16,502,050 千円

(そのほか繰越分　48,901 千円)

21年度予算額(千円) 20年度予算額(千円)

24,964 10,549
21,396 6,754

1 家族・地域の絆づくりの意識啓発 0 0
2 家族・地域をつなぐ取り組みの推進 21,396 6,754

3,568 3,795
1 男女共生の意識啓発と実践 3,568 3,795

15,846,316 23,710,347
174,870 188,475

1 地域福祉活動の促進 174,870 188,475
10,588,193 10,134,840

1 子育て支援体制の充実 5,982,690 5,949,220
2 保育サービス提供体制の整備 4,605,503 4,185,620

3,455,188 3,412,860
1 障害者の社会参加の促進 131,263 134,042
2 障害者サービス提供体制の整備 147,823 230,984
3 障害者の地域生活の充実 3,176,102 3,047,834
高齢者福祉の充実 1,628,065 9,974,172
1 高齢者の社会参加の促進 688,405 672,658
2 高齢者サービス提供体制の整備 756,939 719,152
3 高齢者の健康維持の促進 182,721 8,582,362

630,770 1,466,329
625,063 1,460,919

1 地域の自治活動への支援 13,607 20,762
2 自治活動拠点の整備 611,456 1,440,157
市民活動の促進 5,707 5,410
1 市民活動の機会の拡充 1,197 1,300
2 市民活動に参加しやすい環境づくり 4,510 4,110

・｢家族・地域の絆づくり行動計画｣に基づき、絆の大切さを呼びかけるとともに、｢絆｣をメインテーマと
  した秋田市制120周年記念事業を実施します。
・｢第３次秋田市男女共生社会への市民行動計画｣を推進し、男女共生社会の確立をめざします。

・｢第２次地域福祉計画｣に基づき、地域における住民主体の福祉活動の促進のほか、孤立死予防対策や災
　害時における要援護者の避難支援体制づくりに取り組みます。
・私立認可保育所の定員を改正するとともに、認定こども園を認可保育所とすることにより、待機児童の
  解消に努めます。
・在宅子育てサポート事業の利用メニューを拡充します。
・母子家庭の母を対象に、就職に有利な資格取得を支援する高等技能訓練促進費を支給します。
・妊婦健康診断における一般健康診査の公費負担を14回に拡充するほか、子宮頸がん検診を実施します。
・地区社会福祉協議会や老人クラブが行う健康・生きがいづくり活動などへ助成するとともに、高齢者バ
  ス優遇乗車助成事業を実施するなど、高齢者の健康保持と社会参加を支援します。
・西部市民サービスセンターを本年５月に開設するとともに、(仮称)北部市民サービスセンターの本体工
  事に着手します。
・旭南地区コミュニティセンターを児童館との複合施設としてオープンするほか、飯島地区コミュニティ
　センターの大規模改修を行います。

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

２　家族・地域をつなぐ取組の推進

協働・
分権

次世代
育成

家族・地域の絆づくり推
進事業

シンボルキャラクターを最大
限活用した啓発活動や絆づく
りイベント等を実施する｡(市
制120周年記念事業と連携)

3,795 139 ○

次世代育成支援の推進 子ども条例の理念を着実に推
進するため、平成21年度秋田
市子ども条例推進計画を策定
する。

54 54 ○

秋田市次世代育成支援行
動計画後期計画策定経費

秋田市次世代育成支援行動計
画の後期計画を策定する。 1,992 1,992 ○

秋田市制120周年記念事
業

４つの柱で構成される120周
年記念事業を実施する。(４
つの柱のうち、①120周年記
念式典②市民企画イベントお
よび④関連事業経費を予算計
上｡)

15,555 15,555 ○

２項　男女共生社会の確立
１　男女共生の意識啓発と実践

協働・
分権

次世代
育成

男女共生の推進 男女共生推進事業 女性の公
職参画率の目標値40％をめざ
し、啓発活動および実践的取
組を展開する。

3,568 2,030 ○ ○

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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２節　地域福祉の充実
１項　地域福祉の推進

１　地域福祉活動の促進

協働・
分権

次世代
育成

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
供する仕組みづくりをめざ
す。

4,268 855 ○ ○

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
で、福祉ボランティアの登
録・紹介・調整・相談業務を
行うほか、ボランティア養成
講座の開催、ボランティア活
動の啓発・広報活動等を行
う。

3,430 3,430 ○ ○

永住帰国者等援護事業 日本へ永住帰国･一時帰国し
た中国残留邦人等に対し、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

社会福祉総務費各種補助
金

社会福祉団体に対して補助す
ることにより、その活動の促
進を図る。

416 416

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。

67,515 67,515

地域福祉計画推進経費 第２次秋田市地域福祉計画の
ＰＲに努めつつ、｢孤立死予
防総合対策｣のとりまとめお
よび「災害時要援護者の避難
支援プラン(全体計画)」の策
定に取り組む。

322 322 ○ ○

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 ○

中国残留邦人等生活支援
給付事業

中国残留邦人等に対し、支援
給付を行うとともに、支援・
相談員等を派遣し地域生活を
支援する。

32,454 7,641

民生委員活動推進事業 地域福祉の充実を図るため、
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。

60,535 60,535 ○ ○

２項　児童福祉・子育て支援の充実
１　子育て支援体制の充実

協働・
分権

次世代
育成

児童手当費 小学校終了前児童の養育者へ
児童手当を支給する。

1,988,275 524,676 ○

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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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、複数のプランに利用でき
る子育てサポートクーポン券
を交付する。

40,230 40,230 ○ ○

ひとり親家庭児童保育援
助費

所得税1,500円未満で就労等
をしているひとり親家庭に対
して保育料等を援助する。
※平成21年４月１日から県制
度改正により、すこやか子育
て支援事業に組み入れられる
こととなる。

20,619 6,364 ○

ひとり親家庭自立支援事
業

資格取得講座を市主催で開催
するとともに、民間で行って
いる講座を受講した場合の受
講料を補助する。また、母子
家庭の母の就労支援に向け
て、就職に有利な資格の取得
を支援する高等技能訓練促進
費事業を実施する。

3,785 1,151 ○

ファミリー・サポート・
センター運営事業

会員の募集や登録、研修を実
施する。また、相互援助活動
を実施する。

6,595 0 ○ ○

子ども未来センター運営
事業

市民協働による子育て支援、
育児サークルの支援、情報提
供等のほか、子育てや女性の
悩み相談、要保護児童対策地
域協議会の機能強化等、総合
的な子育て支援施策を推進す
る。

20,519 14,659 ○ ○

児童短期入所生活援助事
業(ショートステイ事業)

一時的に家庭での養育が困難
となる児童を児童福祉施設等
において養育・保護する。
(利用は、原則として月７日
以内。４施設で実施｡)

946 482 ○

児童夜間養護等事業（ト
ワイライト事業）

恒常的に保護者の帰宅が遅い
家庭や、保護者が休日に不在
となる家庭の児童を母子生活
支援施設等に通所させ、生活
指導を行う。(２施設で実
施｡)

1,777 1,153 ○

児童扶養手当費 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
う手当を支給する。

1,278,931 852,620 ○

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給す
る。

142,751 70,854 ○

秋田市母子寡婦福祉連合
会補助金

母子寡婦家庭の福祉の増進と
相互扶助を目的として、運営
および活動に対して補助金を
交付する。

240 240 ○

地域子育て支援ネット
ワーク事業

北部地域、河辺地域、雄和地
域をモデル地域とし、活動を
支援する。

892 737 ○ ○

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
親家庭等の児童を対象に医療
費の自己負担分を助成し、生
活の安定を図る。

1,863,115 975,802 ○

45



母子寡婦福祉資金貸付事
業

母子家庭および寡婦の経済的
自立と児童の福祉向上のた
め、修学資金・就学支度資金
等を貸付けする。

48,092 1,346 ○

育児支援事業 生後４か月までの乳児のいる
全ての家庭への訪問を実施す
る。

5,476 0 ○

小児慢性特定疾患治療研
究事業

対象疾患に罹患する18歳未満
の児童に対し、医療費の給付
を行う。

112,063 56,439 ○

特定不妊治療費助成事業 不妊のため、体外受精･顕微
授精を受けている夫婦に対
し、治療費の一部を助成す
る。

17,555 8,778 ○

乳幼児健康診査事業 乳幼児健康診査や２歳児歯科
健康診査を行う。また、事後
指導として、専門スタッフに
よる経過観察クリニックおよ
び養育指導教室を実施する。

77,372 73,846 ○

妊産婦保健事業 一般健康診査の公費負担を14
回に拡充するほか、子宮頸が
ん検診などの妊婦健康診査を
実施する。

220,277 148,119 ○

母子保健事業 母子健康手帳の交付、妊産
婦・乳幼児に対する健康教育
および相談を行う。

679 556 ○

未熟児養育医療給付事業 入院の必要となる未熟児に対
し医療の給付を行う。

28,989 11,481 ○

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。

76,862 0 ○

児童虐待防止推進経費 児童虐待問題に対する市民の
関心と喚起を図り、発生予
防・早期発見を目的とし、11
月の児童虐待防止月間に講
演、パネルディスカッション
を中心とした内容の｢児童虐
待防止推進フォーラム｣を開
催する。

580 260 ○

公園遊具施設長寿命化等
整備事業

遊具の更新および延命化を図
る。(公園施設長寿命化計画
策定業務177公園 桜ガ丘第一
児童遊園地ほか28公園29基の
遊具設置 堀反街区公園ほか
61公園122基の塗装・防蝕処
理)

26,070 9,070

２　保育サービス提供体制の整備

協働・
分権

次世代
育成

すこやか子育て支援事業 一定の所得制限と出生順位に
基づき、児童の保育料を助成
する。

202,468 101,243 ○

へき地保育所運営委託事
業

山間地などの諸条件に恵まれ
ない地域の就学前児童の福祉
の向上を図るため、へき地保
育所を設置し、運営を各地区
へき地保育所運営委員会に委
託する。

33,621 25,621 ○

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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河辺保育所（仮称）整備
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の
児童福祉施設整備推進事業の
うち、老朽化が著しい河辺中
央保育所と戸島保育所を統合
し、新たな保育所を建設す
る。

374,020 620 ○

公立保育所一時・特定保
育事業

一時保育の需要の増加ととも
に、通常保育の要件に満たな
い世帯の保育需要も増加して
いることから、こうした世帯
等に対し保育サービスを提供
する。

16,405 6,652 ○

公立保育所延長保育促進
事業

保護者の就労形態の多様化等
に伴い、公立保育所において
要望の多い午後６時以降の延
長保育を実施する。

50,609 47,201 ○

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
中・軽度の障害のある就学前
児童を受入れる。

36,035 36,035 ○

私立保育所一時保育事業 パート就労や保護者の病気等
の、一時的な保育需要に対す
る一時保育を実施する私立認
可保育所に対し、保育士の人
件費を補助する。

28,890 19,260 ○

私立保育所延長保育促進
事業

１時間または２時間の延長保
育を実施する私立認可保育所
に対し、保育士の人件費を補
助する。

169,023 71,070 ○

私立保育所休日保育事業 休日保育を実施する私立認可
保育所に対し、保育士の人件
費を補助する。

3,087 2,058 ○

私立保育所障害児保育事
業

私立認可保育所における障害
のある就学前児童の受け入れ
体制を整えるため、人件費の
助成を行う。

16,184 16,184 ○

児童福祉施設整備費補助
金

グリーンローズ保育園の施設
整備に対し補助する。

90,274 0 ○

社会福祉施設産休等代替
職員配置経費

児童福祉施設等の職員の出産
および傷病による長期休業時
の代替職員の任用に係る経費
を補助する。

8,750 8,750 ○

病児・病後児保育事業
（病後児対応型）

秋田赤十字乳児院・あきた保
育園で実施。病児・病後児保
育事業(体調不良児対応型)と
の連携を図る。

11,420 7,614 ○

病児・病後児保育事業
（体調不良児対応型）

児童が保育中に微熱を出すな
ど体調不良となったが、保護
者が勤務等の都合で直ちに迎
えに来られない場合に、保護
者が迎えに来るまでの間預か
る当日の緊急対応等を行う。

8,820 5,880 ○

認定保育施設助成事業 認可外保育施設のうち、一定
の基準を満たす施設を認定保
育施設として認定し、補助金
を交付する。

28,106 19,512 ○
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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
の保育に係る運営費を支給す
る。

3,320,293 1,425,996 ○

保育所整備等経費 公立保育所等の老朽化が目立
つ設備や器具を必要に応じて
修繕するとともに、備品の更
新を行う。

10,446 10,446 ○

待機児童の解消 保育所入所待機児童の解消策
として私立保育所195名の定
員増を行う。

197,052 83,318 ○

公立保育所環境改善事業
（繰越分）

旧秋田市内の公立保育所の保
育室およびホール等の床張替
と、児童用トイレ等の衛生設
備の改修等を行う。

39,501 39,501 ○

保育所バス更新経費（繰
越分）

河辺中央・戸島両保育所の老
朽化した通園バスを更新す
る。

9,400 9,400 ○

公立保育所民間移行 平成26年度の次世代育成支援
行動計画の計画期間中に公立
保育所４か所を民間に移行す
る。

0 0 ○

３項　障害者福祉の充実
１　障害者の社会参加の促進

協働・
分権

次世代
育成

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。

113,923 113,923

障害者社会参加促進事業 手話・要約筆記奉仕員養成、
点字・声の広報発行、障害者
スポーツ教室・大会事業およ
び自動車免許取得、自動車改
造助成事業を行う。

2,602 651

障害者福祉費各種補助金 市身体障害者協会等が行う自
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。

703 703

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。

4,867 4,364

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。

9,008 9,008

保健所総務費各種補助金
（精神保健福祉全国大会
開催費補助金）

精神障害者の社会参加や自己
実現をできる地域の創造に向
け精神保健福祉に関する知識
の普及と施策の推進をめざし
開催される全国大会を支援す
るため、補助金を交付する。

160 160

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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２　障害者サービス提供体制の整備

協働・
分権

次世代
育成

社会福祉施設振興費補助
金

社会福祉法人が、社会福祉施
設整備のために独立行政法人
福祉医療機構から借り入れし
た資金の償還元金に対して補
助する。

5,250 5,250

障害者プラン推進経費 障害者のためのくらしのしお
りを作成する。

1,000 1,000

障害程度区分認定審査会
運営経費

障害福祉サービスの必要性を
明らかにするために、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
等をもとに障害程度区分の認
定を行う。

3,728 1,873

特別障害者手当等給付費 在宅で重度の障害のある人に
障害のために生じる経済的負
担を軽減するため、手当を支
給する。

135,687 33,923

精神保健対策事業 精神障害者の社会復帰と社会
参加を図るため、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
士による講話会等を実施す
る。

2,158 0

地域自立支援協議会経費 地域の障害福祉に関するシス
テムづくりに関し中核的な役
割を果たす定期的な協議の場
として地域自立支援協議会を
年３回程度、同相談支援部会
を年６回程度開催する。

0 0

３　障害者の地域生活の充実

協働・
分権

次世代
育成

コミュニケーション支援
事業

聴覚障害等のため、意思疎通
を図ることに支障がある障害
者に、手話通訳、要約筆記に
より意思疎通を仲介するた
め、手話通訳者設置と手話通
訳者・要約筆記奉仕員の派遣
を行う。

7,915 1,980

ストマ装具給付事業 日常生活の向上を図るため、
身体機能を補完するストマ装
具を給付する。

51,323 12,832

移動支援事業 屋外で移動が困難な障害者に
対して、地域での自立生活お
よび社会参加を支援するた
め、外出のための支援を行
う。

5,725 1,432

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、社会復帰の促進
のため、更生訓練費を支給す
る。

1,147 288

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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指定事業所通所サービス
等相互利用事業

介護保険法による指定小規模
多機能型居宅介護において障
害児者を受け入れる。

3,037 760

重症心身障害児者通園事
業

在宅の重症心身障害児(者)
に、通園による訓練や指導な
ど必要な療育を行う事業に対
し助成する。

268 268

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、自
立生活支援用具等の日常支援
用具を給付又は貸与する。

8,627 2,176

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。

12,639 3,160

障害者保護費 障害児者が地域で安心して暮
らせるよう、必要な自立支援
給付を支給する。

3,001,468 753,524

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
れない等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。

3,120 780

成年後見制度利用支援事
業

身寄りのない判断能力が不十
分な知的障害者に対して、成
年後見制度の利用を支援す
る。

353 89

相談支援等事業 障害者からの障害者福祉に関
する各般の問題について相談
に応じ、必要な情報提供、助
言、障害福祉サービスの利用
支援等を行う。

31,029 21,555

地域活動支援センター運
営費補助事業

一般就労が困難な障害者が通
所する地域活動支援センター
に対し運営費を補助する｡ ま
た、一定の条件を満たす地域
活動支援センターについて
は、機能強化事業費を補助す
る。

16,678 15,553

精神障害者成年後見制度
利用支援事業

成年後見開始の申し立てが困
難な精神障害者に対して、成
年後見人制度の審判の請求に
要する費用および後見人等の
報酬の一部又は全部を助成す
る。

82 21

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
支援等、必要な支援を行う相
談支援事業を「指定相談支援
事業所クローバー」に委託し
実施する。

9,470 7,175
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地域活動支援センター事
業委託経費

利用者に対し創作的活動、生
産活動の機会の提供や社会と
の交流促進等を行う基礎的事
業に加え、地域活動支援セン
ター機能強化事業を、Ⅰ型は
「医療法人久盛会指定相談支
援事業所クローバー」に、Ⅲ
型２か所を｢ＮＰＯ法人秋田
けやき会｣に委託する。

22,324 15,574

福祉ホーム運営費補助事
業
(障害福祉課 )

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
進を図るため運営費を補助す
る。

384 98

福祉ホーム運営費補助事
業
(健康管理課)

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、運
営費を補助する。

274 69

精神障害者日常生活用具
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
消火器を給付し、日常生活上
の安全確保を図る。

59 16

精神障害者移動支援事業 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
おける自立支援生活および社
会参加を促すため、外出の支
援を行う。

180 45

４項　高齢者福祉の充実
１　高齢者の社会参加の促進

協働・
分権

次世代
育成

いきいきサロン事業（地
域支援事業）

65歳以上の高齢者を対象に、
軽スポーツ教室、健康教室等
を開催し、健康でいきいきと
した生活をおくれるよう支援
する。

328 67

いきいき長寿祝い事業 満99歳と満88歳の節目の年
に、祝い品を贈り、長寿を祝
福するとともに市民の敬老思
想の高揚を図る。

12,969 12,969

老人クラブ補助事業 秋田市老人クラブ連合会およ
び単位老人クラブが行う高齢
者の健康づくりの向上、社会
奉仕活動、地域交流活動等に
助成する。

16,849 12,123 ○

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か月に７冊を限度
に、１冊あたり400円を助成
する。

102,665 102,665

敬老会補助事業 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。

37,638 37,638

いこいの家管理費 老人いこいの家３館および雄
和農林漁家高齢者センターの
管理運営を委託する。

55,760 55,113

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。

4,616 4,616

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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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。

24,852 22,834

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。

4,892 4,892

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の
維持管理を行う。

13,976 12,834

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。

49,301 38,623

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、養護老人ホーム等へ入所
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
に係る費用を負担する。

364,559 318,192

２　高齢者サービス提供体制の整備

協働・
分権

次世代
育成

「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
者等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
う。

11,939 2,390

いきいき長寿はり・きゅ
う・マッサージ費助成事
業

後期高齢者医療保険の被保険
者に対し、はり・きゅう・
マッサージ受療券(12枚綴り
１冊)を交付し、１回あたり
800円を助成する｡(ただし、
医療保険給付による分は除
く。)

10,949 10,949

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
らし高齢者等に緊急通報装置
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
行う。

29,901 29,901

軽費老人ホーム事務費助
成経費

軽費老人ホームの運営に要す
る費用のうち、国の通知等に
より定められた施設入所者１
人当たりの事務費と、所得に
応じて入所者から徴収する事
務費徴収額の差額を助成す
る。

260,344 260,344

高齢者プラン推進経費 高齢者専門分科会の運営経
費。

246 246

高齢者軽度生活援助事業 おおむね65歳以上のひとり暮
らし高齢者等に生活援助員を
派遣し、日常生活上の軽易な
作業（外出の付き添い、食材
の買い物、草取り、窓ふき、
雪寄せなど）の援助を行う。

17,418 17,418

高齢者生活管理指導員派
遣事業（地域支援事業）

要支援・要介護状態に該当し
ない65歳以上のひとり暮らし
高齢者等に対し、生活管理指
導員を派遣し、調理、洗濯、
掃除、買い物などの日常生活
に対する指導、支援を行う。

6,051 758

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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高齢者生活管理指導短期
宿泊事業（地域支援事
業）

要支援・要介護状態に該当し
ない65歳以上のひとり暮らし
高齢者等で、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、支援を行う。

274 36

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。

80,531 80,531

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
等に対して、成年後見制度の
利用を支援する。

293 60

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歳以上の高齢者等
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。

13,197 12,729

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能
ネットワークの形成に関する
事業等を協議する。

369 76

地域包括支援センター運
営事業（地域支援事業）

高齢者や家族に対する総合的
な相談・支援、高齢者に対す
る虐待の防止等の権利擁護事
業、介護予防事業のケアマネ
ジメントなどを行う。

213,000 42,600

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、介護報酬等を設
定することに伴い、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の
事項について協議する。

363 363

老人福祉施設振興事業 社会福祉法人が、社会福祉施
設整備のために独立行政法人
福祉医療機構から借り入れし
た資金の償還利子に対して補
助する。

820 820

老人福祉施設振興費補助
金

社会福祉法人が、社会福祉施
設整備のために独立行政法人
福祉医療機構から借り入れし
た資金の償還元金に対して補
助する。

9,994 9,994

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(特養50床、ショート用居
室10床)の整備を行う。

101,250 0
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３　高齢者の健康維持の促進

協働・
分権

次世代
育成

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者医療制度の被保険
者を対象に健康診査を実施す
る。

46,739 2,069

特定高齢者把握事業 65歳以上の市民を対象に生活
機能評価を実施し、要介護状
態等のおそれの高い特定高齢
者を把握する。

99,922 12,490

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、介護予防教室等
を行い、要介護状態になるこ
とを予防する。

7,043 883

健康づくり・生きがいづ
くり支援事業（地域支援
事業）

地区社会福祉協議会が地域の
実情に応じ、主に65歳以上の
高齢者を対象に実施する軽ス
ポーツ、趣味活動等の健康づ
くり・生きがいづくり事業に
助成する。

13,000 2,600 ○

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
を提供する。

7,043 883

訪問型介護予防事業（地
域支援事業）

閉じこもり、うつ等の心身の
状況により通所による事業の
参加が困難な特定高齢者を対
象に、保健師等が居宅を訪問
して、必要な相談・指導を行
う。

5,475 686

介護家族健康教育事業 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。

177 37

介護予防健康相談教育事
業

健康教育や健康相談、栄養改
善学級、ふれあい元気教室、
体力づくり教室を実施し、自
主トレーニングを支援する。

3,322 422

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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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

１　地域の自治活動への支援

協働・
分権

次世代
育成

集会所類似施設建設資金
貸付金

700万円を限度として必要資
金の75%以内を貸付ける。(１
町内会)

7,000 0 ○ ○

集会所類似施設整備・建
設費助成事業

建設費補助２件、営繕費補助
19件、設備購入費補助２件の
助成を行う。

3,690 3,690 ○ ○

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
活性化等を図るため、地域審
議会に関する先進地事例調査
等を実施する。

2,917 2,917

２　自治活動拠点の整備

協働・
分権

次世代
育成

西部市民サービスセン
ター整備事業

建築・外構工事、支所・公民
館引越およびオープニングイ
ベントを実施するとともに、
支所・公民館解体および家屋
調査を行う。

149,094 86,194 ○ ○

(仮称)北部市民サービス
センター整備事業

杭打ち・本体工事、家屋事前
調査および電波障害事前調査
を実施する。

267,707 12,392 ○ ○

コミュニティセンター、
地域センター施設等改修
経費

旭北コミセン床補修、勝平コ
ミセン和室断熱材入替修繕等
各種補修を行う。

2,622 2,622

コミュニティセンター施
設等大規模改修経費

利用者の安全確保と利便性を
向上させるため、耐震化を図
りながら、飯島コミセンの改
修等を行う。

138,144 43,944 ○

地域振興施設整備経費 施設利用者の利便と安全性確
保のため、明徳･楢山コミセ
ンのストーブを更新する。

1,004 1,004

旭南地区コミュニティセ
ンター(仮称)建設事業

地域住民の自主的で健全な自
治活動の振興を図るため、児
童館との複合施設として建設
する。(平成21年６月１日開
館予定)

52,885 27,285 ○

２項　市民活動の促進
１　市民活動の機会の拡充

協働・
分権

次世代
育成

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、既存事業等を
対象に、市民から、事業の提
案を募集する｡(平成21年度は
５事業増)

0 0 ○ ○

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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西部工業団地美緑アップ
事業

西部工業団地の緩衝緑地につ
いて、西部工業団地内の企業
等で組織された自主組織であ
る｢雄渾会｣に、森づくりの計
画策定と森を形作る各種樹木
の植栽を委託し、市民協働で
団地の環境向上を図る。

1,197 1,197 ○

２　市民活動に参加しやすい環境づくり

協働・
分権

次世代
育成

秋田市民交流プラザ市民
活動育成･支援経費

市民活動育成・支援のための
講座および賑わい創出のため
のイベント等を開催する。

4,510 2,710 ○ ○

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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　５章　人と文化をはぐくむ誇れるまちづくり

　５章にかかわる事業の予算額計
3,043,582 千円

(そのほか繰越分　1,151,733 千円)

21年度予算額(千円) 20年度予算額(千円)

523,363 523,365
99,795 150,384

1 文化財の保存と活用の促進 99,795 150,384
市民文化の振興 100,743 73,214
1 文化・芸術活動への支援と顕彰 8,044 8,637
2 文化施設の整備 92,699 64,577
スポーツ活動の推進 304,600 286,067
1 スポーツ活動への支援 31,630 33,115
2 スポーツ施設の整備・活用 272,970 252,952

18,225 13,700
1 国際交流活動の推進 17,705 13,180
2 地域に根ざした多文化共生の推進 520 520

2,520,219 3,387,856
259,762 340,717

1 学習機会の充実 93,650 96,411
2 学習環境の整備 24,868 23,780
3 青少年の健全育成の推進 141,244 220,526

2,175,057 2,973,029
1 幼児教育の充実 600,273 575,723
2 小・中学校の教育の充実 790,667 944,948
3 高等学校等の教育の充実 86,376 63,108
4 教育環境の整備 697,741 1,389,250
高等教育の充実 85,400 74,110
1 高等教育の内容の充実 11,272 19,377
2 高等教育の環境の整備 74,128 54,733

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

・佐竹家霊屋などの重要文化財や名勝の、保存修理および管理に要する経費を補助するなど、貴重な文化
　資産の保存・継承に努めます。
・市民アンケート調査の結果を踏まえた各種スポーツ教室やウォーキング講座などのエンジョイスポーツ
  推進事業を実施します。
・ドイツ・パッサウ市において姉妹都市提携25周年記念の交流事業を実施します。

・子どもを健やかに育むための安全な居場所として、児童館を整備するなど、総合的な放課後児童対策を
  推進します。
・学習指導要領の改訂に伴い、新たに、市内在住の外国人を外部講師として各校に派遣する小学校外国語
  活動外部指導者派遣事業を実施します。
・市内高等教育機関の連携促進など、地域の発展に貢献できる環境整備を進めます。
・秋田公立美術工芸短期大学では、教育課程と環境の充実に取り組みながら、社会人教育の拡充と地域貢
  献を進めます。

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
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１節　文化の創造
１項　歴史資源の保存と活用

１　文化財の保存と活用の促進

協働・
分権

次世代
育成

永年保存文書データベー
ス化事業

永年保存文書の整理およびデ
ジタル化を行う。また、市民
への閲覧・利用方法を検討す
る。

663 663

秋田市史収集資料データ
ベース化事業

市民が容易に閲覧・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行
う。

4,562 4,562

歴史資料データベース化
事業

土崎空襲関連資料の収集や空
襲体験談の収録および文字お
こしを行う。また、土崎空襲
関連資料および森川源三郎関
連資料の市民への公開方法を
検討する。

420 420

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、
調査報告書を刊行する。

2,000 800

下野遺跡緊急発掘調査事
業

下野遺跡の発掘調査整理作業
を行い、報告書を刊行する。

5,000 100

史跡秋田城跡保存・整備
事業

史跡秋田城跡を保存・整備す
るために、以下の事業を実施
する。
①土地公有化(進捗率70.0％)
②発掘調査(第94、95次調査)
④遺物保存処理(15点)
⑤政庁域復元工事
⑦史跡内管理(危険木処理、
草刈り等)
⑧活用事業等

73,362 33,038

地蔵田遺跡環境整備事業 復元遺構の補修や、パンフ
レット・展示用パネル作成等
の活用事業等を実施する。

2,671 2,171

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
網や忌避臭袋を支給するほ
か、林地に対して忌避剤を塗
布する。

4,000 668

文化財保存事業補助金 佐竹家霊屋の保存修理事業費
を補助する。また、重要文化
財嵯峨家住宅、天徳寺、三浦
家住宅および名勝如斯亭の管
理費を補助する。

5,117 5,117

名勝「旧秋田藩主佐竹氏
別邸（如斯亭）庭園」保
存管理計画策定事業

名勝旧秋田藩主佐竹氏別邸
（如斯亭）庭園の保存・管理
のため保存管理計画策定委員
会を開催するとともに、保存
管理計画書を作成し刊行す
る。

2,000 500

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

58



２項　市民文化の振興
１　文化・芸術活動への支援と顕彰

協働・
分権

次世代
育成

石井露月顕彰事業 俳人･石井露月の功績を広く
県内外に顕彰するため、全国
俳句大会第52回秋田市短詩型
大会を開催する。

655 655

文化振興管理費 市民文化のつどい、文化振興
審議会、文化の日記念式典を
開催する。

3,262 3,202

文化振興関係団体支援経
費

秋田青少年オーケストラに事
業費補助金を交付するととも
に、秋田市芸術祭・秋田県美
術展覧会を共催する。

2,050 0

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、市民の文化活動に
助成金を交付するとともに、
前年度に優れた作品を発表し
た個人・団体に対して秋田市
文化選奨を贈る。

2,077 0

２　文化施設の整備

協働・
分権

次世代
育成

岡田謙三記念館および常
設展開催経費

開館20周年を記念展を含む館
蔵品による常設展を５回開
催。

3,510 2,710

教育普及事業および調査
研究事業

ワークショップや講座の開
催、美術関連図書や映像資料
等の購入、美術館ガイドの作
成を行う。また、作家･作品
調査､企画･事業等打ち合せを
行う。

979 979

美術館企画展開催事業 開館20周年記念として、国内
外の優れた作品や、美術史上
重要な作品による企画展３本
を開催する｡(美術館に行こ
う！展、近代日本画にみる女
性の美展、市民と選んだベス
トコレクション展)

19,702 12,677

美術作品等取得基金積立
金

積立目標額３億円を美術作品
等取得基金とし、円滑かつ効
率的に美術作品等を取得す
る。

200 0

美術資料充実経費 秋田蘭画に関連し、美術史上
に体系付けするためにも重要
な作品、司馬江漢「牡丹図」
を購入する。

5,500 0

美術館施設整備等経費 築20年を経過した秋田総合生
活文化会館･美術館の建物･設
備の経年劣化に対応する改修
工事等を実施する。

48,460 48,460

佐竹史料館企画展開催等
事業

企画展の開催と教育普及事業
を実施する。

3,061 2,641

勝平記念館・関谷記念室
展示経費

勝平記念館・関谷記念室の常
設展を開催する。

714 714

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ
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赤れんが郷土館企画展開
催等事業

郷土秋田や勝平得之に関連す
る企画展を５回と、教育普及
事業として、学習講座や赤れ
んが館コンサートを開催す
る。

3,234 2,024

民俗芸能伝承館経常事業 民俗芸能の伝承と後継者育成
のため民俗芸能合同発表会な
どを開催し、民俗芸能などの
調査を行う。

1,023 1,023

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
備を計画的に更新する。

4,215 4,215

文化会館自主事業 (市制120周年記念事業)ＮＨ
Ｋ歌謡番組公開放送「冬・北
国からのコンサート」、宝く
じ文化公演｢青島広志　世界
わくわく音楽紀行｣および学
校教育課との共催｢こころの
劇場｣(劇団四季)を実施す
る。

730 730

文化施設および文化資産
ネットワーク推進事業

市内に点在する文化財や周辺
の文化施設を紹介するイラス
トマップ作成と文化財散策会
を行い、観光資源としての利
活用も図る。

1,124 924

文化会館の改修方針の検
討

文化会館の改修方針を検討す
る。

247 247

３項　スポーツ活動の推進
１　スポーツ活動への支援

協働・
分権

次世代
育成

エンジョイスポーツ推進
事業

健康づくりのため気軽に参加
できるスポーツ教室や、幅広
い世代がスポーツを通じた健
康づくりに取り組むことがで
きるイベントなどについて、
スポーツ振興基金を活用し実
施する。

4,700 700 ○

国際大会出場者激励金 国際競技大会に出場する選手
に対して激励金を交付する。

220 220

市民スポーツ活動振興事
業

身近で気軽にスポーツに親し
む環境づくりを進めるため、
市民スポーツ活動普及振興事
業を実施する。また地域での
スポーツ活動を支援するため
屋外用具庫を計画的に設置す
る。

15,622 15,622 ○

体育振興各種補助金 東北大会または全国大会に出
場する小学生、中学生および
引率者に出場費の一部を補助
する。また、市内で全国大会
等を開催する市の競技団体に
開催費の一部を補助する。

4,201 4,201

保健体育振興経費 学校体育施設開放事業管理指
導員に対する謝金を支出す
る。

6,668 6,668 ○

平成23年度全国高等学校
総合体育大会準備経費

平成23年度全国高校総体を北
東北３県(青森、岩手、秋田)
で開催するため、平成21年度
の「近畿まほろば総体奈良」
の視察を行う。

219 219

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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２　スポーツ施設の整備・活用

協働・
分権

次世代
育成

体育施設管理費 スポーツ施設の維持･運営を
行う。

272,970 235,708

４項　国際交流活動の推進
１　国際交流活動への支援

協働・
分権

次世代
育成

国際平和推進事業((仮
称)ヒロシマ・ナガサキ
原爆資料展・講話朗読
会)

本市が加入する日本非核宣言
自治体協議会の各種事業を活
用し、中央図書館明徳館にお
いて、ヒロシマ・ナガサキ原
爆資料展・講話朗読会を開催
するなど、市民の平和意識高
揚を図る。

1,347 1,347 ○

対外政策推進経費 経済ミッションや海外の官
庁、地方政府、要人との折衝
など市政の様々な分野に関す
る対外事業に即応できるよ
う、全庁横断的に執行する経
費を設定する。

2,000 2,000

友好姉妹都市交流推進事
業

友好姉妹都市からの訪問団の
受入など、各種交流事業を実
施し、市民の国際理解の促進
や交流機会の拡大を図る。

5,116 5,116

パッサウ市提携25周年記
念友好交流事業（市制
120周年記念事業）

平成21年10月にパッサウ市に
おいて姉妹都市提携25周年記
念式典および関連交流行事を
実施する。市制120周年記念
事業の一つとして、交流事業
等への市民参加を図る。

9,242 9,242

２　地域に根ざした多文化共生の地域づくり

協働・
分権

次世代
育成

地域国際化推進事業 外国人住民の日本語習得に対
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
る秋田市日本語教室の開催経
費を補助する。

520 520

重点・横断テーマ
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

事業名 21年度事業内容

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）
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２節　教育の充実
１項　社会教育の充実

１　学習機会の充実

協働・
分権

次世代
育成

子ども体験活動推進事業 公民館や学校施設等を活用
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作り
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。

2,293 2,243 ○

成人の日記念事業 新成人の新しい門出を祝福す
る記念行事を実施し、新成人
の責任と自覚を促す機会とす
る。

1,876 1,876 ○

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。

400 400 ○

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、学習環境の整備等、
生涯学習の振興を推進する。
また、子ども会の活動を推進
し、児童の健全育成を図る。

5,269 5,269 ○

勤労青少年ホーム管理費 勤労青少年の日記念事業･青
少年教室などを行う。

856 856

自然科学学習館経常事業 小中学生および市民一般を対
象に科学体験学習を実施す
る。

5,758 5,758 ○

自然科学学習館展示物更
新経費(繰越分)

児童生徒の科学的興味・関心
を高めるため、展示物を更新
し環境の充実を図る。

3,695 3,695

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講座等の
開催および関係団体等との協
働による学習活動を促進す
る。

1,054 1,054 ○

太平山自然学習センター
管理費

充実した小中学校や市民の研
修および主催事業が行えるよ
う、受け入れ体制を整備する
ため、施設・設備の保守や環
境の整備を行う。

65,732 61,976

中央公民館経常事業 各種関係団体との連携によ
り、事業コストの軽減を図る
ほか、幅広い分野の事業を展
開し、市民の学習意欲の高揚
に努める。

948 948

土崎公民館経常事業 市民講座や各種学級、公民館
まつりを実施するほか、社会
教育関係団体との連携を図
る。

817 817

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
まつり等の実施。社会教育関
係団体等との連携を通し、社
会参加活動を推進するための
市民意識の醸成に努める。

779 779

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
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西部公民館経常事業 市民講座や各種学級の開設な
どを実施するとともに、社会
教育関係団体との連携を深め
る。(予算は社会教育総務費
に（旧西部公民館分として）
408千円計上している｡)

0 0

南部公民館経常事業 市民講座や各種学級および公
民館まつり等を実施する。

761 761

北部公民館経常事業 市民教室や各種学級および公
民館まつり等を実施する。

574 574

河辺公民館経常事業 各分野ごとの講座や学級等を
実施するとともに公民館まつ
りを開催する。

682 682

雄和公民館経常事業 市民講座・教室・公民館まつ
りを実施する。社会教育団体
等の連携を図る。

950 950

明徳館経常事業 市民への学習機会や情報提供
のため、講座、講演会の開催
や各種資料の展示会を行う。

2,658 2,658 ○

明徳館河辺分館経常事業 講座、講演会を開催し地域の
生涯学習活動を展開する。

51 51 ○

土崎図書館経常事業 各種講座、講演会を開催す
る。

787 787 ○

新屋図書館経常事業 読書や学習の機会を提供する
ために講座、講演会の開催お
よび各種資料の展示をする。

872 872 ○

雄和図書館経常事業 各種講座・講演会を開催す
る。

533 533 ○

２　学習環境の整備

協働・
分権

次世代
育成

明徳館図書資料整備経費 市民の求める文化、教養、調
査・研究、趣味、娯楽等、多
方面にわたる図書資料等を購
入する。

13,390 13,390 ○

明徳館河辺分館図書資料
整備経費

図書資料を購入する。
350 350 ○

雄和図書館図書資料整備
経費

図書資料を購入する。
1,102 1,102 ○

移動図書館車更新事業
（繰越分）

図書館遠隔地の学校を対象に
した移動図書館車巡回サービ
スを拡充するため、導入後17
年が経過し構造的に不具合が
生じている移動図書館車の更
新を行う。

18,242 18,242 ○

土崎図書館図書資料整備
費

市民の読書や研究・調査に役
立つ資料を充実させるため
に、図書等の資料を購入す
る。

1,228 1,228 ○

新屋図書館図書資料整備
費

市民の読書や研究・調査に役
立つ資料を充実させるため
に、図書等の資料を購入す
る。

1,234 1,234 ○

公民館補修等経費 通常の維持修繕等に加え、北
部公民館の公共下水道直結工
事を実施する。

7,563 7,563 ○

社会教育・体育施設災害
復旧事業

災害発生後において社会教育
施設の復旧を図る。

1 1

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）
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３　青少年の健全育成の推進

協働・
分権

次世代
育成

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名増員し３人体
制とし、担当児童数の適正化
を図り、きめ細かい指導を実
施する。

9,288 6,239 ○

児童館等整備事業 児童に健全な遊びを与えて、
その健康を増進するとともに
情操を豊かにすることを目的
に、全小学校区に児童館等の
整備を計画的に進める。

22,663 6,793 ○

放課後子どもプラン推進
事業

利用児童を指導・管理する安
全管理員（児童厚生員と兼
務）や、学習機会を提供する
学習アドバイザー等を配置
し、放課後の子どもたちに、
様々な遊び・体験・交流・学
習の機会を提供しながら、安
全・安心で健やかな居場所づ
くりを進める。

39,936 26,876 ○

放課後児童健全育成事業 保護者会や社会福祉法人等に
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。

56,225 37,484 ○

児童厚生施設等関係経費 各児童館等に遊びの指導を行
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。

10,813 10,805 ○

少年指導センター管理費 街頭巡回･環境浄化活動等を
実施する。

2,319 2,319 ○

２項　学校教育の充実
１　幼児教育の充実

協働・
分権

次世代
育成

私学振興助成事業 幼稚園教育の振興を図るた
め、秋田市私立幼稚園協会の
実施する事業に助成を行う。

18,000 18,000 ○

幼稚園就園奨励事業 私立幼稚園の設置者が、園児
の属する世帯の所得状況に応
じて、入園料および保育料を
減免する措置に対して補助を
行う。また、所得制限をもう
け保育料等経費に対して補助
を行う。

582,273 304,015 ○

２　小・中学校の教育の充実

協働・
分権

次世代
育成

「はばたけ  秋田っ子」
教育推進事業

日頃の文化活動を発表し合う
「中学校文化フェスティバ
ル」と中学生が自ら企画し行
動する「中学生サミット」を
開催する他、複数の学校によ
る「学校群合同体験活動」を
実施する。

3,487 3,487 ○

重点・横断テーマ

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

（うち一般財源）
（千円）

重点・横断テーマ

重点・横断テーマ
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「心の教室相談員」配置
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「心の教育相談員」
を配置する。

381 0 ○

外国語指導助手活用経費 英語教育の充実を図るため、
外国語指導助手を雇用し、中
学校、高等学校および中高一
貫校に配置する。

8,903 8,903 ○

学校教育懇談員活用推進
事業

市立小・中学校にブロックご
との学校教育懇談員を委嘱
し、各校長の求めに応じて、
学校運営についての意見や助
言をいただくことにより、開
かれた学校づくりを推進す
る。

980 980 ○

学校事務センター化関係
経費

学校運営を支える事務処理体
制の充実を図るため、秋田北
中に事務職員を集中して配置
し、金足西小、金足東小、下
新城小の事務も一括して処理
する学校事務センターを設置
する。

500 0

小学校「総合的な学習の
時間」支援事業

小学校での｢総合的な学習の
時間｣における校内外での体
験活動等を支援する。

16,025 16,025 ○

中学校「総合的な学習の
時間」支援事業

中学校での「総合的な学習の
時間」における校内外での体
験活動等を支援する。

7,929 7,929 ○

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 ○

中学校補助教材購入経費 体育実技テキストを購入、５
万分の１地形図を作成し、生
徒に配付する。

2,883 2,883 ○

適応指導センター「すく
うる・みらい」運営経費

適応指導教室｢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・教職員に対して
支援を行う。

3,371 3,371 ○

特別支援教育推進事業 障害のある児童生徒に対する
学級生活支援および学校行事
等支援として、また、日本語
の理解が十分でない児童生徒
に対する日本語指導支援とし
て、サポーターを派遣する。

964 964 ○

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 ○

副読本関係経費 ｢わたしたちの秋田市｣｢わた
したちの健康｣を作成、｢わた
したちのあんぜん｣｢わたした
ちの秋田県｣を購入し、児童
に配付する。

7,069 7,069 ○

小学校外国語活動外部指
導者派遣事業

小学校における外国語活動の
充実に資するため、市内在住
の外国人を外部講師として各
校に派遣する。

1,782 1,782
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学校指導関係経費 秋田市学校教育の基本方針｢
自立と共生をめざす学校教育
の充実｣の具現化に向けて学
校教育について指導する。

6,908 6,908 ○

教育諸費各種負担金 秋田地域生徒指導研究推進協
議会の活動に対し、負担金を
交付する。

268 268

健康教育推進関係団体事
業費補助金

本市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」が、目
的達成のために実施する事業
に対し、補助金を交付する。

179 179

小・中学校就学奨励事業 経済的理由などにより、就学
困難と認められる児童生徒や
障害のある児童生徒等の保護
者の、経済的負担を軽減し、
義務教育の円滑な実施を図
る。

292,282 287,280 ○

小学校スクールバス運行
経費

河辺、雄和、太平地区におい
て小学校スクールバスを運行
する。

3,217 3,217 ○

小学校安全事業 児童が学校管理下で負った疾
病・ケガ等の補償を行うほ
か、教室等で発生した害虫の
駆除を行う。

51,084 9,406

小学校給食事業 小学校47校の学校給食の運営
を行う。

109,592 109,592 ○

小学校教育団体・各種大
会出場費補助金

児童が各種大会に出場する場
合に補助金を交付する。

504 504

小学校教師用教科書・指
導書購入経費

小学校教師用教科書・指導書
の購入を行う。(普通学級用
124千円、特別支援学級用
332千円)

456 456

小学校通学支援事業 公共交通機関を利用し遠距離
通学する児童の保護者に対し
て、通学に要する経費の負担
軽減を図るため通学費の一部
を補助する。

1,998 1,998 ○

小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、児童の障害に適応した教
育を行うため、必要な備品を
購入する。

628 628

小学校保健事業 児童および教職員に係わる定
期健康診断、学校飲料水・
プール水の水質検査、就学時
健康診断等、各種健診検査業
務を実施する。

43,429 43,429

中学校スクールバス運行
経費

雄和地区において中学校ス
クールバスを運行する。

1,624 1,624 ○

中学校安全事業 生徒が学校管理下で負った疾
病・ケガ等の補償を行うほ
か、教室等で発生した害虫の
駆除を行う。

47,741 5,161

中学校給食事業 中学校24校の学校給食の運営
を行う。

58,281 58,281 ○

中学校教育団体・各種大
会出場費補助金

秋田市中学校体育連盟に対す
る事業費補助金および生徒が
各種大会に出場する場合に補
助金を交付する。

10,119 10,119
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中学校教師用教科書・指
導書購入経費

中学校教師用教科書・指導書
の購入を行う。(普通学級用
６千円、特別支援学級用
213千円)

219 219

中学校通学支援事業 公共交通機関を利用し遠距離
通学する生徒の保護者に対し
て、通学に要する経費の負担
軽減を図るため通学費の一部
を補助する。

1,615 1,615

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教
育を行うため、必要な備品を
購入する。

314 314

中学校保健事業 生徒および教職員に係わる定
期健康診断、学校飲料水・
プール水の水質検査等、各種
健診検査業務を実施する。

19,873 19,873

小学校図書充実経費 学校図書の蔵書整備を計画的
に行う。

20,286 20,286

小学校備品充実経費 年次計画による備品購入経費
および一般校用備品を購入す
る。

22,179 22,179

中学校図書充実経費 学校図書の蔵書整備を計画的
に行う。

19,537 19,537

中学校備品充実経費 年次計画による備品購入経費
および一般校用備品を購入す
るための経費。

17,229 17,229

「人権の花」運動実施経
費

｢人権の花｣運動を年間10校程
度で実施する。

2,309 0

御所野学院中学校説明会
等経費

御所野学院中学校の説明会や
選抜試験に関する経費を支出
する。

680 680 ○

３　高等学校等の教育の充実

協働・
分権

次世代
育成

附属高等学院スクールカ
ウンセラー配置経費

不登校やいじめなどの生活上
の問題で悩みを抱える生徒と
その保護者に、専門的見地か
ら対応する相談体制を充実さ
せるため、スクールカウンセ
ラーを配置する。

269 269

御所野学院高等学校ス
クールカウンセラー配置
経費

不登校やいじめなどの生活上
の問題で悩みを抱える生徒と
その保護者に、専門的見地か
ら対応する相談体制を充実さ
せるため、スクールカウンセ
ラーを配置する。

269 269

御所野学院高等学校保健
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伴う
共済などの経費を支出する。

1,524 664

秋田商業高等学校スクー
ルカウンセラー配置経費

不登校やいじめなどの生活上
の問題で悩みを抱える生徒と
その保護者に、専門的見地か
ら対応する相談体制を充実さ
せるため、スクールカウンセ
ラーを配置する。

403 403

秋田商業高等学校教育振
興費（情報教育機器更新
経費

教育用コンピュータ機器等の
借上げる。 9,107 0

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

重点・横断テーマ
（うち一般財源）

（千円）
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秋田商業高等学校耐震補
強等事業

耐震補強工事と改修工事を行
う。

68,385 9,985 ○

秋田商業高等学校保健事
業

健康診断や生徒の学校災害に
伴う共済等の処理を行う。

6,419 0 ○

４　教育環境の整備

協働・
分権

次世代
育成

教育研究所管理費（学事
課分）

教育用ネットワーク関連機器
の賃借料、専用回線使用料を
支出する。

2,613 2,613

小・中学校情報教育環境
整備事業（河辺）

教育用コンピュータ等を継続
使用するために必要なリース
料および保守料を計上する。

4,765 4,765

小・中学校情報教育環境
整備事業（雄和）

教育用コンピュータ等を継続
使用するために必要なリース
料および保守料を計上する。

3,477 3,477

小学校理科教育設備整備
経費

理科設備整備、算数設備整
備、理科備品購入、算数備品
購入を行う。

1,360 680 ○

中学校理科教育設備整備
経費

理科設備整備、数学設備整
備、理科備品購入、数学備品
購入を行う。

1,486 743 ○

教育研究所経常事業 調査研究を実施し、教育関係
刊行物等を作成する。

5,117 5,117

教職員研修推進事業 基本研修、職務別研修、専門
研修、特別研修等を体系的に
実施し、教職員の資質能力の
向上を図る。

3,700 3,700 ○

秋田北中の既存校舎解体、グ
ラウンド築造、プール・部室
棟の建設、旭南小・港北小
（屋体）、牛島小(一部校
舎)、土崎中(一部校舎)を建
設する。

415,317 100,808

(繰越分) 1,023,730 35,163
小・中学校増改築等事業
（河辺）

老朽化した岩見三内小（校
舎・屋体）の増改築工事に着
手する。

111,316 14,690

河辺小（一部校舎、屋体）お
よび岩見三内中（屋体）の耐
震補強を実施する。また、岩
見三内中（校舎）の大規模改
造に着手する。

109,262 734

(繰越分) 106,066 557
公立学校施設災害復旧事
業

被災した学校施設の復旧を図
る。

1 1

小中学校地上デジタル放
送整備経費

中央および北部地区の小中学
校21校に、地上デジタル放送
に対応できるよう整備を行
う。

38,627 4,914

附属高等学院教育設備等
整備事業

教育用設備の充実を図る。
700 700 ○

小・中学校大規模改造事
業（河辺）

事業名 21年度事業内容
21年度事業費

（千円）
（うち一般財源）

（千円）

小・中学校増改築等事業

重点・横断テーマ
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３項　高等教育の充実
１　高等教育の内容の充実

協働・
分権

次世代
育成

大学コンソーシアムあき
た事業経費

大学コンソーシアムあきたと
連携し、連携公開講座、高大
連携授業および単位互換を実
施する。

100 100 ○

短期大学教務経費 学生募集のために、説明会の
開催および高校の訪問を行
う。

10,872 0 ○

卒業・修了制作展開催経
費

卒業･修了制作展を開催す
る。

300 300

２　高等教育の環境の整備

協働・
分権

次世代
育成

ＣＡＬＬ教室設備整備事
業

ＣＡＬＬ教室に導入した視聴
覚機器の借上料用として支出
する。

2,709 2,709 ○

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。

34,398 0 ○

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。

5,794 5,794 ○

短期大学教育設備等整備
経費

教育内容の充実･強化のた
め、教育関連設備･備品など
の整備を図る。

11,227 0 ○

短期大学補修調査経費 大学施設の老朽化に伴い、補
修を行う。

20,000 20,000

21年度事業内容
21年度事業費

（千円）

重点・横断テーマ
（うち一般財源）

（千円）

重点・横断テーマ
事業名 21年度事業内容

21年度事業費
（千円）

（うち一般財源）
（千円）

事業名
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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

　(1) 理念

　(2) 20年度実施内容

　重点・横断テーマは、本総合計画で位置づけた「優先的に取り組

むべき重点的な課題」「複数の分野別将来都市像にまたがる横断的

な取組が必要な課題」であり、「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」の３つのテーマを設定していま

す。

　これら３つのテーマに関して、昨年度の取組内容のほか、テーマ

の実現に向けた21年度の取組方針やそれに連なる主な事業を以下に

掲載しました。

　市民協働・都市内地域分権の推進※により、市民自らが主体となって『自分た
ちの地域は自分たちでつくることのできるまち』の実現をめざしています。
　　※市民協働････････「市と市民が共通の目的を達成するために、協力して働くこ
　　　　　　　　　　　　と」
　　※都市内地域分権･･･「身近な行政サービスを身近な場所で提供することができる」、
　　　　　　　 　　　　「地域の課題は地域で解決することができる」

①市民協働の推進
　市民協働の推進に向け、下記の取り組み等を実施しました。
・平成19年度市民協働事例集の作成
・職員研修の実施
・市民協働事例紹介パンフレットの作成
・各部局における具体的な取り組み(主なもの)
　●各種計画･方針策定時の意見聴取(パブリックコメント・ワークショップ等)
　●地域作り組織｢西部地域住民自治協議会｣の設立支援
　●コミュニティセンターの指定管理
　●西部工業団地美緑アップ事業
　●街路樹愛護会・講演愛護協力会等による活動支援
※期待される効果
　●市民目線の意見を計画や方針に反映できる
　●情報を得る機会の拡充となる
　●地域の公共物に愛着を持てるようになる　など
②都市内地域分権の実施
　平成21年度の西部市民サービスセンターの開設にあわせた都市内地域分権の実
施に向け、秋田市市民サービスセンター条例・施行規則を制定するなど、制度構
築を進めました。
③市民サービスセンターの整備(市民協働・都市内地域分権の拠点施設)
・西部市民サービスセンターの本体建設工事を実施しました。
・北部市民サービスセンターの実施設計、建設地の地質調査を実施しました。

70



　(3) 21年度取組方針

　(4) 主な事業

　　　　２　受益と負担の適正化

　(1) 理念

　(2) 20年度実施内容

　(3) 21年度取組方針

　サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保する観点から、
受益者負担の原則に基づき、全庁統一的なルールを定め、各種行政サービスに係
る使用料および手数料の見直しを行い、受益と負担の適正化を図ります。

　20年度は、19年度に策定した｢秋田市公共施設の使用料設定における基本方針｣
をもとに、それぞれの施設の使用料について検証を進めました。
　具体的には、庁内に設置した受益と負担の適正化検討委員会において、各施設
に係る行政コスト計算を行った上で、施設の管理原価や使用料の理論値を算定
し、検証を進めたものです。

　21年度は、使用料の理論値のデータをさらに蓄積し、それらをもとに、個々の
施設の使用料の改定等の要否を検討します。その結果、使用料の見直しが必要と
認められるものから、改定の準備を進めます。
　また、各種行政サービスに係る手数料について、その設定における基本的な考
え方を取りまとめるため、検討を行います。

　地球環境活動推進事業
　環境学習・啓発事業
　環境貯金市民還元事業
　自殺予防対策事業
　在宅子育てサポート事業
　西部市民サービスセンター整備事業
　(仮称)北部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)建設事業

①市民協働の推進
・20年度の実施内容を基本とした取り組みを引き続き実施し、市民協働意識の醸
  成・市民協働事例の拡充を図ります。
・市民協働事例をまとめたパンフレットを活用し市民への周知に努めます。
②都市内地域分権の実施
・５月７日に西部市民サービスセンターを開設し、都市内地域分権を西部地域で
　始動させます。また、都市内地域分権の段階実施として河辺、雄和地域に道
　路・公園の小破修繕等の予算配当を行うとともに、サービスセンター移行への
　準備を進めます。
・西部地域住民自治協議会を住民自治施設の指定管理者とする等、センターを通
　じた市民への分権を進めます。
③市民サービスセンターの整備(市民協働・都市内地域分権の拠点施設)
・北部市民サービスセンターの建設工事等を進めます。
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　　　　３　次世代育成

　(1) 理念

　(2) 20年度実施内容

　(3) 21年度取組方針

　(4) 主な事業
　家族・地域の絆づくり推進事業
　育児支援事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業等）
　子ども未来センター運営事業
　地域子育て支援ネットワーク事業
　西部市民サービスセンター整備事業
　放課後子どもプラン推進事業
　子どもの安全確保プランの策定および総合調整
　就業支援事業
　病児・病後児保育事業
　勤労者福祉サービス事業
　勤労者福祉雇用推進事業
　男女共生の推進

　実施計画における事業を基本としながら、｢児童虐待防止推進経費｣など21年度
からの新たな事業も盛り込み、施策に広がりを持たせていきます。
　また、20年度に実施した｢次世代育成支援対策推進ニーズ調査｣の結果等を踏ま
え、22年度から26年度までを計画期間とする次世代育成支援行動計画(後期計画)
を策定します。

　｢急速な少子化の進行｣と｢家族・地域を取り巻く環境の変化｣に対応するため
に、｢次代を担う子ども｣と｢子どもを育てる家族｣を対象として、｢子どもがたくま
しく健やかに育つ社会｣｢子どもを生み、育てることに喜びを感じることができる
社会｣への転換をめざします。

　理念に掲げる社会への転換に向けて、次世代育成支援対策推進法に基づく秋田
市次世代育成支援行動計画において推進している事業のほか、｢病児・病後児保育
事業(体調不良児対応型)｣や、｢こんにちは赤ちゃん訪問事業(育児支援事業)｣な
ど、行動計画に盛り込まれていなかった事業や新規事業を盛り込んだ実施計画と
して150の事業を実施しました。
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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 75,016人（22.9%)
面積 約18.1㎢（2.0%)

＊人口は平成20年10月１日現在。また、人口と面積の数値の［％］は、全市
域に対する地域の人口、面積の割合を表記している(以下の地域についても
同じ)。

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

千秋公園整備事業
雄遊カヌークルージング振興事業
ヤートセ秋田祭支援事業
中心市街地活性化基本計画の推進
中心市街地出店促進事業
秋田駅西北地区土地区画整理事業
秋操駅南地区土地区画整理事業 (換地清算事務等経費)
配水ブロック化推進事業
ポンプ場建設事業
配水幹線整備事業
老朽配水管の更新事業等
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
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　千秋久保田町線
街路事業　泉外旭川線（泉工区）
交差点改良事業
県施行街路事業負担金
歩道消融雪設備整備事業（雪みち計画）
融雪施設改良事業
農業体験学習推進対策事業

４章　家族と地域が支
え合う元気なまち

旭南地区コミュニティセンター(仮称)建設事業

５章　人と文化をはぐ
くむ誇れるまち

中央公民館経常事業

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図るとともに、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。

３章　健康で安全安心
に暮らせるまちづくり

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
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　２　東部地域

　　(1) 地域の状況
人口 65,092人（19.9%)
面積 約179.3㎢（19.9%)

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

かんがい排水事業補助金
農道舗装事業
民有林振興対策事業
秋田駅東拠点地区土地区画整理事業
秋田駅東第三地区土地区画整理事業
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)
大規模公園等維持管理経費（一つ森公園維持管理経費）
配水ブロック化推進事業
配水幹線整備事業
老朽配水管の更新事業等
管渠建設事業
県施行街路事業負担金
バス交通総合改善事業
街路事業　明田外旭川線（手形工区）

３章　健康で安全安心
に暮らせるまち

河川環境整備事業

４章　家族と地域が支
えあう元気なまち

太平山自然学習センター管理費
東部公民館経常事業

５章　人と文化をはぐ
くむ誇れるまち

２章　緑あふれる環境
を備えた快適なまち

１章　豊かで活力に満
ちたまち

秋田駅東口を中心として都市機能の充実を図る一方、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。
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　３　西部地域

　　(1) 地域の状況
人口 36,802人（11.2%)
面積 約82.4㎢（9.1%)

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

工業団地整備・管理費
雄遊カヌークルージング振興事業
農道舗装事業
市単独土地改良事業補助金
農地･水･農村環境保全向上活動支援事業
水と緑の森づくり事業
森林病害虫等防除事業
民有林振興対策事業
新屋比内町市営住宅建替事業
し尿処理施設運営費
緑化重点地区整備事業
老朽配水管の更新事業等
配水ブロック化推進事業
管渠建設事業
幹線道路整備事業　割山南浜線

３章　健康で安全安心
に暮らせるまち

農業体験学習推進対策事業

西部市民サービスセンター整備事業
西部工業団地美緑アップ事業
大学コンソーシアムあきた事業経費
短期大学教務経費
ＣＡＬＬ教室設備整備事業
学内情報システム更新事業
短期大学教育設備等整備経費
就職対策活動事業
西部公民館経常事業

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
え合う元気なまち

地域の拠点として、新屋駅前に西部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図ります。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図ります。
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　４　南部地域

　　(1) 地域の状況
人口 50,113人（15.3%)
面積 約41.7㎢（4.6%)

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

農道舗装事業
市単独土地改良事業補助金
農地･水･農村環境保全向上活動支援事業
民有林振興対策事業
工業団地整備・管理費
県営土地改良施設等整備事業負担金
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)
配水ブロック化推進事業
老朽配水管の更新事業等
浄水場施設改良等
管渠建設事業
ポンプ場建設事業
河川環境整備事業
防雪柵等整備事業

４章　家族と地域が支
えあう元気なまち

地蔵田遺跡環境整備事業
南部公民館経常事業

５章　人と文化をはぐ
くむ誇れるまち

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

１章　豊かで活力に満
ちたまち

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図りま
す。
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　５　北部地域

　　(1) 地域の状況
人口 83,005人（25.4%)
面積 約138.6㎢（15.3%)

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

県営土地改良施設等整備事業負担金
農道舗装事業
市単独土地改良事業補助金
農地･水･農村環境保全向上活動支援事業
中山間地域等振興対策事業
ふるさと農道緊急整備事業
森林病害虫等防除事業
民有林振興対策事業
土崎港まつり開催費補助金
みなとオアシス担い手育成事業
秋田市ポートタワー修繕費
秋田市ポートタワー・秋田港振興センター管理運営経
合流式下水道緊急改善事業
配水幹線整備事業
ポンプ場建設事業
斎場改築事業
配水ブロック化推進事業
老朽配水管の更新事業等
管渠建設事業
金足農業集落排水事業
街路事業　土崎駅前線

３章　健康で安全安心
に暮らせるまち

(仮称)北部市民サービスセンター整備事業
コミュニティセンター施設等大規模改修経費
地域子育て支援ネットワーク事業
北部公民館経常事業

土崎公民館経常事業

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

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図ります。
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　６　河辺地域

　　(1) 地域の状況
人口 9,758人（3.0%)
面積 約301.1㎢（33.2%)

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

県営土地改良施設等整備事業負担金
雄遊カヌークルージング振興事業
工業団地整備・管理費
市単独土地改良事業補助金
民有林振興対策事業
観光施設整備等経費
観光施設維持管理費
七曲臨空港工業団地振興事業
河辺地域浄水場施設改良事業
自然環境保全経費
浄化槽整備推進事業
公共下水道管渠建設事業(河辺地域)
農業体験学習推進対策事業
河川環境整備事業
消防水利整備事業
消防団用器具備品等購入経費
地域子育て支援ネットワーク事業
河辺保育所(仮称)整備事業
保育所バス更新経費
地域審議会運営経費
河辺公民館経常事業
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）

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図るとともに、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
化を図ります。

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

４章　家族と地域が支
えあう元気なまち

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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　７　雄和地域

　　(1) 地域の状況
人口 7,528人（2.3%)
面積 約144.5㎢（16.0%)

　　(2) 地域整備の方針

　　(3) 主な取組・事業
章 事業名

農道舗装事業
市単独土地改良事業補助金
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
中山間地域等振興対策事業
ふるさと林道緊急整備事業
民有林振興対策事業
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
観光施設整備等経費
観光施設維持管理経費
雄和地域送配水管等整備事業
自然環境保全経費
橋りょう整備事業　本田橋
道路改良事業　鹿野戸安養寺線
浄化槽整備推進事業
消防団用器具備品等購入経費
農業体験学習推進対策事業
地域子育て支援ネットワーク事業
地域審議会運営経費
雄和公民館経常事業
中学校スクールバス運行経費
小・中学校情報教育環境整備事業（雄和）

秋田空港の有効活用を図り、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努め、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
くむまちづくり

１章　豊かで活力に満
ちたまち

４章　家族と地域が支
え合う元気なまち

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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