
平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名

22-12 （健康づくり事業）　健康教室 保健福祉部 健康推進課

22-13 （健康づくり事業）　健康づくり推進員養成・活動支援事業

22-14 （健康づくり事業）　元気フェスティバル（健康横町と歯っピー村）

22-15 （健康づくり事業）　出前健康講座

22-16 （健康づくり事業）　糖尿病予防教室

22-17 （健康づくり事業）　こころの健康講座

22-18 （健康づくり事業）　健康情報展

18-18 　精神保健福祉推進事業 保健福祉部 福祉課

21-27 （介護予防事業）　患者会自主組織支援事業 保健福祉部 高齢者支援課

21-28 （介護予防事業）　機能訓練教室事業

21-29 （介護予防事業）　地域交流会事業

21-30 （介護予防事業）　訪問訓練指導事業

22-1 エキノコックス症予防対策事業 保健福祉部 健康推進課

22-2 （感染症予防対策事業）　ＢＣＧ

22-3 （感染症予防対策事業）　ニ種混合

22-4 （感染症予防対策事業）　三種混合

22-5 （感染症予防対策事業）　インフルエンザ予防接種

22-6 （感染症予防対策事業）　ポリオ

22-7 （感染症予防対策事業）　麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン

22-19 （成人保健事業）　胃がん検診

22-20 （成人保健事業）　肝炎ウイルス検診

22-21 （成人保健事業）　循環器検診

22-22 （成人保健事業）　子宮がん検診

22-23 （成人保健事業）　大腸がん検診

22-24 （成人保健事業）　乳がん検診

22-25 （成人保健事業）　肺がん検診

部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

第１章　安全で安心できるまち

　第１節　健康と医療

　　１　健康づくりの推進

　　２　保健予防の推進
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

22-26 （成人保健事業）　骨粗鬆症検診 保健福祉部 健康推進課

22-27 （成人保健事業）　前立腺がん検診

22-28 （母子保健推進事業）　フッ化物塗布事業

22-29 （母子保健推進事業）　マタニティスクール事業

22-30 （母子保健推進事業）　乳幼児健康診査事業

22-31 （母子保健推進事業）　妊婦健康診査事業

22-32 （母子保健推進事業）　母子保健推進員活動事業

22-33 （母子保健推進事業）　訪問指導事業

22-34 （母子保健推進事業）　こども虐待予防ケアマネジメントシステム

22-35 （母子保健推進事業）　胆道閉鎖症スクリーニング検査

22-36 （母子保健推進事業）　マタニティマーク配布

22-37 北海道難病連活動事業補助事業

12-3 重度心身障がい者医療費助成事業 市民部 市民課

12-4 乳幼児医療費助成事業

12-5 ひとり親家庭等医療費助成事業

12-7 国民健康保険事業（国保会計）

22-8 （救急医療事業）　救急医療啓発普及 保健福祉部 健康推進課

22-9 （救急医療事業）　夜間急病センター管理運営

22-10 （救急医療事業）　在宅当番医制

22-11 （救急医療事業）　歯科休日等在宅当番医制

18-2 社会福祉協議会補助事業 保健福祉部 福祉課

18-20 北広島市遺族会補助事業

18-21 恵庭地区保護司会北広島分区補助事業

18-22 民生委員児童委員連絡協議会補助事業

18-24 保健福祉施策懇談会事業

21-20 （高齢サービス事業）　外国人高齢者・障がい者福祉給付金支給事業 保健福祉部 高齢者支援課

　　３　医療体制の充実

　第２節　地域福祉

　　１　地域福祉推進体制の充実
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

18-13 （地域生活支援事業）　社会福祉施設整備補助事業 保健福祉部 福祉課

21-12 （高齢サービス事業）　融雪装置設置費補助事業 保健福祉部 高齢者支援課

21-58 老人福祉施設整備補助事業（債務負担）

12-6 国民年金　被保険者資格管理・免除・裁定請求・老齢福祉関係事務 市民部 市民課

18-23 生活保護費支給事業 保健福祉部 福祉課

19-1 一時保育事業 保健福祉部 児童家庭課

19-3 学童クラブ運営事業

19-4 子育て支援事業（地域子育て支援センター）

19-5 子育て支援短期利用事業

19-6 市立保育所運営事業

19-7 私立認可保育園運営費支弁事業

19-8 私立認可保育園運営費補助事業

19-10 児童手当支給事業

19-11 児童扶養手当支給事業

19-12 児童福祉施設入所措置事業

19-13 認可外保育園運営費補助事業

19-14 保育所広域入所委託事業

19-15 保育所地域活動事業(市立）

19-21 子育て支援ネットワーク事業

19-22 ファミリーサポートセンター事業（育児版）

19-23 子育て応援父子手帳交付事業

19-24 西の里保育園園舎改築事業

19-16 母子自立支援員の配置事業 保健福祉部 児童家庭課

19-20 ひとり親家庭等支援事業

　　２　ひとり親家庭の支援

　　３　福祉環境の整備

　　４　生活援護の充実

　第３節　児童福祉

　　１　子育て支援の充実
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

19-2 家庭児童相談員配置事業 保健福祉部 児童家庭課

19-9 児童センター運営事業

19-18 北広島市子どもの権利条例制定事業

19-19 児童虐待防止対策事業

18-3 （自立支援給付事業）　介護・訓練等給付事業 保健福祉部 福祉課

18-4 （自立支援給付事業）　自立支援医療事業

18-5 （自立支援給付事業）　補装具支給事業　

18-7 （地域生活支援事業）　社会生活支援事業　

18-8 （地域生活支援事業）　日常生活用具給付等事業　

18-10 （地域生活支援事業）　相談支援事業

18-12 （地域生活支援事業）　福祉ホーム事業　

18-14 （障がいサービス事業）　特別障害者手当等支給事業

18-19 移送サービス事業

18-6 （地域生活支援事業）　コミュニケーション支援事業　 保健福祉部 福祉課

18-9 （地域生活支援事業）　社会参加促進事業

18-11 （地域生活支援事業）　地域活動支援センター事業　

18-15 （障がいサービス事業）　障害者交通費助成事業

18-16 （団体支援）　心身障がい児･者通所施設運営補助事業

18-17 （団体支援）障がい者団体補助事業

20-1 福祉センター管理運営事務 保健福祉部
子ども発達
支援ｾﾝﾀｰ

20-2 通園事業及び療育相談事業

21-25 （介護予防事業）　地域福祉シンポジウム 保健福祉部 高齢者支援課

21-1 介護認定・相談事務

　　１　在宅福祉サービスの拡充

　　３　児童の健全育成

　　３　心身障がい児療育の充実

　第５節　高齢者福祉

　　２　社会参加の促進

　第４節　障がい者福祉

　　１　自立の支援
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

21-2 介護保険給付管理事務 保健福祉部 高齢者支援課

21-3 介護保険賦課徴収事務

21-4 被保険者資格管理事務

21-5 介護事業所ガイド作成事業

21-6 高額介護サービス費貸付金事業

21-7 低所得者等利用者負担軽減事業（その１）

21-8 低所得者等利用者負担軽減事業（その２）

21-11 （高齢サービス事業）　テレホンサービス事業

21-13 （高齢サービス事業）　緊急通報装置設置事業

21-14 （高齢サービス事業）　自立援助デイサービス事業

21-15 （高齢サービス事業）　除雪サービス事業

21-16 （高齢サービス事業）　配食サービス事業

21-17 （高齢サービス事業）　訪問理容サービス事業

21-18 （高齢サービス事業）　高齢者日常生活用具給付等事業

21-21 （高齢サービス事業）　高齢者サービスガイド作成事業

21-26 （介護予防事業）　地区（高齢者）健康相談

21-31 （介護予防事業）　いきいき健脚事業

21-32 （介護予防事業）　栄養改善教室

21-33 （介護予防事業）　健康運動教室

21-34 （介護予防事業）　口腔ケア事業

21-35 （介護予防事業）　訪問指導

21-36 （介護予防事業）　脳の健康教室

21-37 （介護予防事業）　高齢者出前健康講座

21-38 （介護予防事業）　健康増進講演会

21-39 （介護予防事業）　特定高齢者把握事業

21-40 （包括的支援事業）　地域ケア会議

21-41 （包括的支援事業）　総合相談事業

21-42 （包括的支援事業）　高齢者データバンク事業

21-43 （包括的支援事業）　高齢者支援センター運営事業

21-44 （包括的支援事業）　高齢者虐待防止ネットワーク事業
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

21-45 （任意事業）　家族介護慰労事業 保健福祉部 高齢者支援課

21-46 （任意事業）　住宅改修支援事業

21-47 （任意事業）　徘徊高齢者等家族支援サービス事業

21-48 （任意事業）　在宅生活復帰支援事業

21-49 （任意事業）　介護する家族のつどい

21-50 （任意事業）　認知症を理解するための講演会

21-52 （任意事業）　認知症支え合い事業

21-53 （任意事業）　介護サービス団体支援

21-54 （任意事業）自立援助住宅改修助成事業

21-55 （任意事業）紙おむつ助成事業

18-1 （生きがい福祉事業）　福祉バス運行事業 保健福祉部 福祉課

21-9 （生きがい福祉事業）　高齢者祝福事業 保健福祉部 高齢者支援課

21-10 （生きがい福祉事業）　ミニデイサービス支援事業

21-19 （高齢サービス事業）　老人福祉施設入所措置支弁事業

21-22 （高齢サービス事業）　ふれあい温泉事業

21-23 （介護予防事業）　生きがいデイサービス事業

21-24 （介護予防事業）　生活講座

21-56 シルバー活動センター管理運営事業

21-57 老人クラブ運営費補助事業

16-7 千歳地方食品衛生協会補助事業 環境部 環境課

28-7 消費生活相談員設置事業 経済部 商業労働課

28-6 北広島消費者協会補助事業 経済部 商業労働課

　　２　相談体制の強化

　　３　消費者団体との連携

　　２　自立と社会参加の促進

　第６節　消費生活

　　１　消費者教育活動の推進
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

7-1 防災資機材整備事業 総務部 危機管理担当

7-2 自主防災組織育成事業

7-3 避難場所標識設置事業

7-5 防災訓練

23-1 治水対策促進期成会補助事業 建設部 庶務課

26-1 河川管理事業（排水機場） 建設部 土木事務所

26-11 河川障害物除去事業

49-1 応急手当普及啓発事業 消防本部 消防本部

49-2 救急隊員研修事業

49-3 消防活動用資機材整備事業

49-4 消防団運営補助事業

49-5 防火委員会交付金事業

49-6 メディカル・コントロール事業

49-7 消防防火服更新事業

49-8 住宅用防災機器普及推進事業

49-9 消防水利整備事業

13-6 街路灯補助事業 市民部 市民生活課

13-10 防犯活動団体補助事業

13-12 交通安全推進事業 市民部 市民生活課

16-10 霊園管理運営事業 環境部 環境課

　　２　交通安全の推進

　第９節　霊園と火葬場

　　１　霊園

　　２　治山・治水の推進

　　３　消防・救急活動の強化

　第８節　防犯と交通安全

　　１　防犯体制の充実

　第７節　防災と消防

　　１　総合的な防災体制の充実

7



平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

16-9 火葬場管理運営事業 環境部 環境課

24-3 森林保全活用事業 建設部 都市整備課

24-7 緑化推進事業

24-11 緑の活動拠点整備事業

27-12 森林ボランティア支援事業 経済部 農政課

24-1 街区公園整備事業 建設部 都市整備課

24-2 公園管理事業

24-4 水飲台設置事業

24-12 ドッグランの取組支援

24-8 輪厚川親水事業 建設部 都市整備課

4-3 都市景観形成推進事業 企画財政部 都市計画課

16-1 環境基本計画進行管理事業 環境部 環境課

16-3 環境保全事業（各種環境測定、監視）

16-11 省エネルギー推進事業 環境部 環境課

16-4 有害鳥獣駆除対策事業 環境部 環境課

16-5 スズメバチ等駆除事業

16-8 畜犬関係事業

　　１　環境保全対策の推進

　　３　環境負荷の低減

　　４　良好な環境の保全と創出

　　３　親水事業の推進

　第２節　都市景観

　　１　啓発としくみづくり

　第３節　環境保全

第２章　環境と共生する快適なまち

　第１節　自然と緑と公園

　　１　自然・緑の保全と育成

　　２　みんなが憩える公園・緑地づくり

　　２　火葬場
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

16-2 環境啓発推進事業 環境部 環境課

17-1 ごみ減量化・資源化対策事業 環境部 廃棄物対策課

17-2 家電リサイクル事業

25-5 （建築指導事務）　建設リサイクル法に関する事務 建設部 建築課

17-3 終処分場周辺環境整備事業 環境部 廃棄物対策課

17-4 クリーンセンター管理運営事業 

17-6 資源リサイクルセンター整備事業 環境部
廃棄物処理

施設整備担当

13-11 北広島市生活学校補助事業 市民部 市民生活課

13-15 地域まちづくり推進事業

14-2 ふれあい学習センター活用事業 市民部
ふれあい学習
センター

15-1 協働推進事業 市民部
市民協働
推 進 課

29-6 ＮＰＯ・コミュニティビジネス創業支援事業 経済部 工業振興課

13-4 自治会等交付金交付事業 市民部 市民生活課

13-5 自治連合会補助事業

13-1 コミュニティ施設運営事業(経常) 市民部 市民生活課

13-2 コミュニティ施設備品整備事業

13-3 コミュニティ施設整備事業

14-1 ふれあい学習センター管理運営事業 市民部
ふれあい学習
センター

1-5 広域交流事業 企画財政部 政策調整課

　第２節　広域交流

　　１　広域的な交流の促進

　第１節　コミュニティ

　　１　市民活動の促進

　　２　自治会活動の促進

　　３　施設の整備

　第４節　廃棄物とリサイクル

　　１　ごみの減量化とリサイクル

　　２　施設の整備

第３章　いきいきとした交流と連携のまち

　　５　パートナーシップと人づくり
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

43-4 国際交流推進事業 生涯学習部 社会教育課

9-1 姉妹都市交流事業 総務部 秘書課

40-1 こども大使交流事業 管理部 管理課

46-9 姉妹都市スポーツ交流事業 生涯学習部 体育課

1-1 札幌広域圏組合連携事業 企画財政部 政策調整課

28-2 観光振興事業（観光協会補助金） 経済部 商業労働課

13-9 平和推進事業 市民部 市民生活課

13-7 人権擁護事業 市民部 市民生活課

21-51 （任意事業）　成年後見制度利用支援事業 保健福祉部 高齢者支援課

13-14 男女平等参画推進事業 市民部 市民生活課

15-2 市民参加条例策定事業 市民部
市民協働
推 進 課

12-1 戸籍・住民基本台帳事務 市民部 市民課

13-8 市民法律相談事業 市民部 市民生活課

1-3 統計事務 企画財政部 政策調整課

3-1 財政情報公開事業 企画財政部 財政課

3-3 行政サービスコストの公開

8-1 個人情報保護・情報セキュリティ対策事業 総務部 情報推進課

　　１　市民との協働

　　２　市民サービスの向上

　　３　情報の共有

　　１　平和都市づくり

　　２　人権の擁護

　　３　男女平等参画社会づくり

　第５節　開かれた市政

　　４　広域行政の推進

　第３節　観光とイベント

　　１　観光の振興

　第４節　平和と人権

　　２　国際交流の促進

　　３　都市間の交流
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

8-5 文書管理運営事業 総務部 情報推進課

8-6 コミュニティFM広報事業

8-7 広報紙発行事業

13-13 広聴活動事業 市民部 市民生活課

1-2 総合計画・実施計画の進行管理及び策定事務 企画財政部 政策調整課

1-4 北広島市統計協議会補助事業

2-1 行財政改革推進事業

2-2 政策評価事業

2-3 地方分権推進事業

3-2 予算編成・執行管理事務 企画財政部 財政課

5-1 庁舎維持管理業務 総務部 総務課

5-2 庁用車管理業務

5-3 表彰事務

5-4 法制事務

6-1 給与関係事務 総務部 職員課

6-2 職員研修事業

6-3 職員福利厚生事務

6-4 人事関係事務

7-4 防衛関連事務 総務部 危機管理担当

8-2 住民記録（総合市民）情報システム運用管理事業 総務部 情報推進課

9-2 秘書事務 総務部 秘書課

10-1 市税（個人市道民税）賦課事務 総務部 税務課

10-2 固定資産税賦課事務

10-3 諸税（法人･軽自動車・たばこ・入湯税）賦課事務

10-4 税制事務

11-1 市税徴収事務 総務部 納税課

11-2 収納管理事務

25-1 建築工事設計施工事務 建設部 建築課

25-6 （建築指導事務）　公共施設ストック計画策定事業

　　４　行財政運営
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

29-5 土地開発公社関係事務 経済部 工業振興課

33-1 経理審査・指導事務 会計室 会計課

33-2 出納事務

33-3 決算事務

34-1 市有財産（普通財産）の管理･処分事務 会計室 契約課

34-2 物品購入・委託契約事務

34-3 建設事業工事・委託契約事務

35-1 工事審査・検査事務 会計室
審査・検査
担　　当

36-1 会議録作成事務 議会事務局 議会事務局

36-2 議会だより発行事業

36-3 市議会政務調査費交付事業

38-1 監査事務 監査事務局 監査事務局

39-1 選挙執行事務
選挙管理委
員会事務局

選挙管理委
員会事務局

19-17 幼稚園就園奨励費補助事業 保健福祉部 児童家庭課

40-14 私立幼稚園協会補助事業 管理部 管理課

40-15 私立幼稚園振興補助事業

40-6 学校施設開放事業 管理部 管理課

40-8 学校評議員運営事業

40-7 学校事務機器整備事業（小・中） 管理部 管理課

40-19 小学校管理運営事業（経常分）

40-21 校舎・講堂防音機能復旧事業

40-26 中学校管理運営事業（経常分）

40-32 学校施設環境改善事業（定期空気中濃度測定事業）

　第２節　学校教育

　　１　開かれた学校づくり

　　２　教育環境の整備

第４章　豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

　第１節　幼児教育

　　１　子育ての支援

　　２　幼児教育の振興
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

40-38 生徒用机・椅子整備事業 管理部 管理課

41-2 学校適正規模適正配置推進事業 管理部
教育施策
推進担当

41-3 北海道向陽学院学校教育開設準備事業

40-2 英語指導助手招致事業 管理部 管理課

40-3 教頭会補助事業

40-4 校長会補助事業

40-5 北広島市教育研究会補助事業

40-9 学校放送設備整備事業

40-10 教育用コンピュータ整備事業（小・中)

40-11 教材教具整備事業（小・中）

40-12 小学校教育振興補助事業

40-16 児童生徒の通学費助成事業（小・中）

40-20 小学校教育振興事業（経常分）

40-22 中学校体育連盟交付金交付事業

40-23 進路指導連絡協議会交付金交付事業

40-24 全国・全道中体連大会出場費助成事業

40-25 中学校教育振興補助事業

40-27 中学校教育振興事業（経常分）

40-28 中学校文化部活動大会出場費助成事業

40-31 要保護・準要保護児童生徒援助事業

40-33 学校支援ボランティア活用事業

40-34 授業補助員活用事業

40-35 学校図書館整備事業

40-36 教師用指導書等整備事業

40-37 郷土資料教材化事業

40-39 小学校英語導入事業

40-13 学校保健事業（児童生徒・教職員健診等） 管理部 管理課

45-4 （青少年健全育成事業）　教育相談事業 生涯学習部 青少年課

　　４　児童・生徒の健全育成

　　３　教育内容の充実
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

45-6 （青少年健全育成事業）　不登校等対策事業 生涯学習部 青少年課

45-7 心の教室相談事業

40-29 特別支援教育就学奨励費援助事業（小・中） 管理部 管理課

40-30 特別支援教育振興事業（小・中）

41-1 特別支援教育推進事業 管理部
教育施策
推進担当

42-1 小学校給食運営事業（経常・臨時分） 管理部 給食ｾﾝﾀｰ

42-2 中学校給食運営事業（経常・臨時分）

40-17 高等学校等入学準備金支給事業 管理部 管理課

40-18 奨学金支給事業

43-5 元気フェスティバル事業 生涯学習部 社会教育課

43-6 生涯学習市民活動支援事業

43-23 生涯学習振興会の組織づくり

43-3 フレンドリーセンター運営事業 生涯学習部 社会教育課

43-15 林間学園・レクリエーションの森開放事業

43-2 エルフィン大学運営事業 生涯学習部 社会教育課

43-16 市民プラン講座事業（いきいき健康づくり事業＋マイプラン講座事業）

44-1 中央公民館管理運営事業 生涯学習部 中央公民館

44-2 中央公民館活動推進事業

47-1 図書館運営事業（デジタル情報活用推進事業） 生涯学習部 図書館

47-2 図書館読書サービス事業

47-3 図書館フィールドネット事業

　　４　公民館活動の充実

　　５　読書活動の充実

　第３節　社会教育

　　１　生涯学習推進体制の体系化

　　２　施設の充実とネットワーク化

　　３　学習機会の充実

　　５　特別支援教育の充実

　　６　学校給食の充実

　　７　高等学校教育等の振興
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

43-7 （青少年教育振興事業）　成人式 生涯学習部 社会教育課

43-8 （青少年教育振興事業）　創意発明工夫展・書写展

45-1 （青少年健全育成事業）　青少年健全育成振興事業 生涯学習部 青少年課

45-2 （青少年健全育成事業）　青少年健全育成連絡協議会補助事業

45-3 （青少年健全育成事業）　北広島市ＰＴＡ連合会補助事業

45-5 （青少年健全育成事業）　青少年問題行動対策事業

43-14 文化賞等表彰事業 生涯学習部 社会教育課

43-17 （芸術文化推進事業）　芸術文化発表支援事業

43-18 （芸術文化推進事業）　北広島文化団体振興事業

43-19 （芸術文化推進事業）　北広島市音楽団体振興事業

43-22 （芸術文化推進事業）　社交ダンスパレード事業

48-3 芸術文化ホール管理事業 生涯学習部
芸術文化
ホール

48-4 文化施設（芸術文化ホール・図書館）維持管理事業

43-20 （芸術文化推進事業）　市民総合文化祭事業 生涯学習部 社会教育課

43-21 （芸術文化推進事業）　地区文化祭事業

48-2 芸術文化ホール運営事業（芸術文化ホール運営委員会交付金） 生涯学習部
芸術文化
ホール

48-1 花ホールボランティア育成事業 生涯学習部
芸術文化
ホール

43-9 文化財保護事業 生涯学習部 社会教育課

43-10 （文化財保存活用事業）　文化財保存活用事業

43-11 （文化財保存活用事業）　北広島市水稲赤毛種保存栽培事業

43-12 （文化財保存活用事業）　広島音頭保存普及事業

43-13 （文化財保存活用事業）　ふるさと太鼓保存事業

43-24 エコミュージアム構想推進事業

　　１　芸術文化活動の振興

　　２　芸術文化の創造と発信

　　３　市民等とのパートナーシップ

　　４　歴史・文化の継承

　　６　青少年の健全育成

　第４節　芸術と文化
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

46-1 スポーツフェスティバル開催事業 生涯学習部 体育課

46-2 （スポーツ振興奨励事業）　スポーツ賞等表彰事業

46-3 （スポーツ振興奨励事業）　スポーツ大会出場費助成事業

46-4 （スポーツ振興奨励事業）　スポーツ団体活動費補助事業

46-5 （スポーツ団体等育成事業）　体育協会補助事業

46-6 （スポーツ団体等育成事業）　スポーツ少年団補助事業

46-7 （スポーツ団体等育成事業）　スポーツ少年団育成事業

46-16 北広島少年スポーツアカデミー開校事業

46-17 全国中学生空手道選抜大会開催事業

46-8 各種スポーツ教室開催事業 生涯学習部 体育課

46-11 身近に親しむスポーツ教室事業

46-10 自然の森キャンプ場管理事業 生涯学習部 体育課

46-12 （体育施設管理事業）　学校開放事業

46-13 （体育施設管理事業）　住民プール管理事業

46-14 （体育施設管理事業）　地区体育館管理事業

46-15 （体育施設管理事業）　総合体育館・緑葉公園管理事業

24-5 土地区画整理組合指導事業 建設部 都市整備課

24-6 大曲幸土地区画整理組合指導事業

4-2 市街地整備促進事業 企画財政部 都市計画課

25-2 （建築指導事務）　建築基準法に基づく事務 建設部 建築課

4-1 町名・町界整備事業 企画財政部 都市計画課

　　３　町名・町界の整備

第５章　高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

　第１節　市街地整備

　　１　計画的な市街地の形成

　　２　快適な都市空間の形成

　第５節　スポーツとレクリエーション

　　１　生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興

　　２　地域スポーツ・レクリエーション活動の振興

　　３　施設の整備と運営
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

1-7 駅周辺まちづくり推進事業 企画財政部 政策調整課

12-8 エルフィンパーク活用事業 市民部 市民課

26-12 有料駐車場運営管理事業 建設部 土木事務所

26-13 自転車駐車場管理事業

25-7 市営住宅管理運営事務 建設部 建築課

25-8 市営住宅西の里団地建替事業

25-3 （建築指導事務）　住宅金融支援機構融資住宅審査事務等 建設部 建築課

25-4 （建築指導事務）　優良住宅審査事務

25-9 住宅住替え支援事業

4-4 道路交通量調査事業 企画財政部 都市計画課

4-5 輪厚パーキングエリア周辺道路整備事業

23-2 道路受託事業 建設部 庶務課

23-3 公共用地取得事業（市道整備外）

24-9 生活道路整備事業 建設部 都市整備課

24-10 西裏線道路改築事業

26-2 街路樹補植事業 建設部 土木事務所

26-3 市道維持管理事業

26-5 舗装補修事業

26-6 市道用地確定事業

26-9 地域土木振興補助事業

26-10 東西連絡路管理事業

26-16 東西連絡橋施設補修事業

1-8 地域交通システム検討事業 企画財政部 政策調整課

　　２　居住環境の向上

　第３節　道路と交通

　　１　市内幹線道路・生活道路等の整備

　　２　公共交通の充実

　　４　駅周辺まちづくり

　第２節　住宅

　　１　公営住宅の整備
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

24-13 大曲団地２号線歩道造成事業 建設部 都市整備課

24-14 輪厚中の沢線交通安全施設等整備事業

1-6 サイクルネットワーク構築事業 企画財政部 政策調整課

26-14 レンタサイクル事業 建設部 土木事務所

26-4 市道排雪補助事業 建設部 土木事務所

26-7 私道除雪補助事業

26-8 除雪事業

26-15 小型除雪機械貸出事業

8-4 情報通信基盤整備事業 総務部 情報推進課

12-2 住民基本台帳ネットワークシステム整備事業 市民部 市民課

8-3 情報化施策推進事業 総務部 情報推進課

43-1 ＩＴ推進事業 生涯学習部 社会教育課

16-6 飲料水等供給施設設置補助事業 環境部 環境課

30-1 小規模貯水槽水道管理指導事務 水道部 業務課

30-2 休日等給水サービス業務委託事業

30-3 上下水道料金収納業務委託事業

30-4 水道開閉栓業務委託事業

31-1 水道第５期拡張事業 水道部 水道施設課

31-2 配水管改良事業

32-1 下水道（雨・汚水管）整備事業 水道部 下水道課

　第６節　下水道とし尿処理

　　１　施設の整備

　　１　情報通信基盤の整備

　　２　地域情報化の推進

　第５節　上水道

　　１　水の安定供給

　　３　人にやさしい道路・交通

　　４　サイクリング・ネットワークの形成

　　５　冬期間交通の確保

　第４節　情報通信

18



平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

32-2 下水処理センター整備事業 水道部 下水道課

32-6 水洗便所改造資金貸付事業

32-3 下水道管理システム整備事業 水道部 下水道課

32-4 下水道管渠更生事業（浸入水対策等）

32-5 事業場排水監視事業

32-7 下水処理センター維持管理事業

17-5 道央地区環境衛生組合負担金事業 環境部 廃棄物対策課

24-15 広島揚水機用水路改修整備事業 建設部 都市整備課

27-2 農地利用集積促進事業 経済部 農政課

27-6 農業水利施設多面的機能支援事業

27-9 道央農業振興公社負担金事業

27-10 道央地区土地改良事業

27-13 農地・水・環境保全向上対策事業

37-1 農業委員会事務（利用権設定事業を含む） 農業委員会 農業委員会

27-4 農業後継者等育成事業 経済部 農政課

27-14 畜産担い手育成整備事業

27-3 農業資金利子補給事業 経済部 農政課

27-5 （農業振興奨励事業）　農業生産組織育成、農産、畜産、えぞ鹿

27-7 農業用排水路維持管理事業（草刈・床浚え）

27-1 野菜づくり実践講座事業 経済部 農政課

27-11 食農教室事業

　　３　生産・流通の振興

　　４　都市型農業の展開

第６章　力強い産業活動が展開されるまち

　第１節　農業

　　１　農地の保全

　　２　担い手の育成

　　２　維持管理の充実

　　４　し尿処理の充実
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平成20年度　事務事業評価（継続事業）総括表 【施策体系】

整理
番号

事 務 事 業 名
部 局 名 課 名 等

 総合計画の施策体系（章・節・施策）

29-2 企業人材づくり助成事業 経済部 工業振興課

29-4 大曲ふれあいプラザ施設管理運営事業

29-1 企業誘致推進事業 経済部 工業振興課

29-3 新工業団地構想推進事業 経済部 工業振興課

27-8 北広島クラスター構想事業 経済部 農政課

28-5 小規模事業指導推進費補助事業 経済部 商業労働課

28-9 中小企業特別融資事業

28-10 住まいのサポート事業

28-8 地域商店街活性化事業 経済部 商業労働課

28-1 シルバー人材センター運営費補助事業 経済部 商業労働課

28-3 地域職業相談室運営事業 経済部 商業労働課

28-11 季節労働者通年雇用促進支援事業 経済部 商業労働課

28-4 勤労者団体補助事業 経済部 商業労働課

　　２　勤労者福祉の充実

　　４　新しい時代に対応した産業の振興

　第３節　商業

　　３　商業経営の安定

　　４　商業団体の育成

　　２　企業誘致の推進

　　３　工業団地の拡大

　第４節　労働環境

　　１　雇用の促進

　第２節　工業

　　１　企業の育成
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