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第第 33 章章  
 

美美ししいい環環境境ににつつつつままれれたた安安全全ななままちち  

＜環境・安全＞ 
 

 

 

 

第１節  環境の保全 

第２節  廃棄物対策の推進 

         第３節  水と緑の空間の充実 

         第４節  防災体制の充実 

         第５節  消防・救急体制の充実 

         第６節  交通安全の推進 

       第７節  防犯対策の推進 

       第８節  消費生活の安定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

省エネルギー推進事
業

地球規模の温暖化を防止していくことは、
市民ひとりひとりに課せられた重要な課題
であることから、市民や市民団体、事業者
及び行政がそれぞれの主体性をもって、省
エネルギーなどへの取組みを進めていく。

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催
環境パンフレット等の
作成

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催
環境パンフレット等の
作成

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催
環境パンフレット等の
作成

環境課 事業費（千円） 458 458 458

太陽光発電システム
等設置支援事業

地球温暖化防止に向けて、一般住宅用太陽
光発電システム等の普及率を向上させるた
め、太陽光発電システムの設置に対する支
援を行う。

太陽光発電システムの
設置に対する助成

太陽光発電システムの
設置に対する助成

太陽光発電システムの
設置に対する助成

環境課 事業費（千円） 3,787 3,787 3,787

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

環境保全事業

公害の未然防止と生活環境の保全を図るた
め、各種環境測定を実施するとともに環境
監視員を配置して事業所等の監視、指導等
を行う。

各種環境測定の実施
環境監視員の配置
ゴルフ場農薬散布立会

各種環境測定の実施
環境監視員の配置
ゴルフ場農薬散布立会

各種環境測定の実施
環境監視員の配置
ゴルフ場農薬散布立会

環境課 事業費（千円） 5,089 5,089 5,089

事業内容

●第1節　環境の保全

【施策１　地球環境の保全】

事業内容

【施策２　公害対策の推進】

第１節 環境の保全 施策１ 地球環境の保全

施策２ 公害対策の推進

施策３ 自然環境の保全

施策４ 環境保全意識の向上

施策５ 環境衛生の充実
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

有害鳥獣駆除対策事
業

農業被害及び生活環境被害の防止を図るた
め、有害鳥獣の駆除を実施するとともに北
海道と連携して特定外来生物である「アラ
イグマ」の防除を実施する。

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証の
交付

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証の
交付

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証の
交付

環境課 事業費（千円） 724 724 724

スズメバチ等駆除事
業

スズメバチ等の危険から市民を守るため、
スズメバチ等の巣の除去費用を助成する。

除去費用の助成 除去費用の助成 除去費用の助成

環境課 事業費（千円） 1,109 1,109 1,109

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

環境啓発推進事業

自然環境を考えるきっかけづくりや地球温
暖化防止に関する教育を推進するため、市
民団体等と協働して各種の事業を実施し、
総合的な環境啓発を推進する。

自然観察会、野鳥観察
会の実施
エコクッキング、エコ
講座の開催

自然観察会、野鳥観察
会の実施
エコクッキング、エコ
講座の開催

自然観察会、野鳥観察
会の実施
エコクッキング、エコ
講座の開催

環境課 事業費（千円） 123 123 123

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

畜犬関係事業

畜犬及び野犬による事故発生の未然防止や
狂犬病予防などのため、畜犬登録や予防注
射の接種、迷い犬、捨て犬の保護、捕獲を
実施する。

畜犬の登録及び未登録
犬の把握
狂犬病予防集合注射の
啓発及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

畜犬の登録及び未登録
犬の把握
狂犬病予防集合注射の
啓発及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

畜犬の登録及び未登録
犬の把握
狂犬病予防集合注射の
啓発及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

環境課 事業費（千円） 1,796 1,200 1,200

【新規】

浄化槽設置奨励事業

公共下水道計画区域外における生活排水の
適正な処理のため、新規に合併処理浄化槽
を設置した場合や既設の単独処理浄化槽を
合併処理浄化槽へ転換した場合の費用を助
成する。

浄化槽設置意向調査の
実施

浄化槽設置費の助成 浄化槽設置費の助成

環境課 事業費（千円） 96 2,500 2,500

事業内容

【施策５　環境衛生の充実】

事業内容

【施策４　環境保全意識の向上】

事業内容

【施策３　自然環境の保全】
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

北広島霊園造成事業

〔霊園会計〕

平成26年度からの墓地需要に対応してい
くため、霊園内に残されている未造成地の
造成を行うとともに、将来的な需要動向に
対応した整備計画を策定する。

市民意識調査等の実施 墓地整備計画の策定 霊園造成工事

環境課 事業費（千円） 260 5,560 60,000

事業内容
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

生ごみ・し尿処理事
業

平成23年度から、下水道汚泥と併せて生
ごみのバイオガス化処理を実施する。
平成25年度から、し尿・浄化槽汚泥のバ
イオガス化処理を実施する。

生ごみのバイオガス化
処理の実施

生ごみのバイオガス化
処理の実施

生ごみのバイオガス化
処理の実施
し尿・浄化槽汚泥のバ
イオガス化処理の実施

廃棄物対策課 事業費（千円） 99,135 95,769 120,579

ごみ減量化・資源化
対策事業

ごみ処理量の削減に向けて、再資源化や再
商品化の推進、集団資源回収の奨励、生ご
みの堆肥化など、資源化の促進とリサイク
ル意識の高揚を図る。

再資源化・再商品化委
託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

再資源化・再商品化委
託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

再資源化・再商品化委
託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

廃棄物対策課 事業費（千円） 19,856 19,856 19,856

家電リサイクル事業
不法投棄された家電リサイクル対象製品
（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）を
適正に処理する。

不法投棄された家電リ
サイクル対象製品の適
正処理

不法投棄された家電リ
サイクル対象製品の適
正処理

不法投棄された家電リ
サイクル対象製品の適
正処理

廃棄物対策課 事業費（千円） 930 930 930

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

不法投棄対策事業
不法投棄の抑制のため、廃棄物パトロール
員による監視や指導を行うとともに、回収
した廃タイヤ等の適正な処理を行う。

廃棄物パトロール員に
よる監視、指導及び回
収
廃タイヤの処理委託

廃棄物パトロール員に
よる監視、指導及び回
収
廃タイヤの処理委託

廃棄物パトロール員に
よる監視、指導及び回
収
廃タイヤの処理委託

廃棄物対策課 事業費（千円） 5,573 5,573 5,573

事業内容

【施策２　ごみ処理体制の充実】

●第２節　廃棄物対策の推進

事業内容

【施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進】

第２節 廃棄物対策の推進 施策１ ごみの減量化・リサイクルの推進

施策２ ごみ処理体制の充実
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

最終処分場周辺環境
整備事業

最終処分場周辺の環境改善のため、処分場
周辺の清掃や有害鳥獣の駆除など生活環境
の改善及び対策を実施する。

最終処分場周辺有害鳥
獣の駆除
処分場周辺の清掃
生活環境等改善事業の
実施

最終処分場周辺有害鳥
獣の駆除
処分場周辺の清掃
生活環境等改善事業の
実施

最終処分場周辺有害鳥
獣の駆除
処分場周辺の清掃
生活環境等改善事業の
実施

廃棄物対策課 事業費（千円） 1,186 1,186 1,186

家庭ごみ適正処理推
進事業

家庭ごみを適正に処理するため、指定ごみ
袋の作製や粗大ごみの戸別収集、ごみス
テーションの管理や整備への支援を行う。

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみステーションの管
理指導

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみステーションの管
理指導

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみステーションの管
理指導

廃棄物対策課 事業費（千円） 88,038 89,312 90,650

【新規】

第３期最終処分場閉
鎖事業

平成18年度をもって埋立てを終了した第
3期最終処分場の閉鎖工事を実施する。

現況測量
実施設計

閉鎖工事 ≪H24で事業終了≫

廃棄物対策課 事業費（千円） 9,251 36,393

【新規】

第６期最終処分場造
成事業

第5期最終処分場の埋め立て終了に併せ、
新たに第6期最終処分場の造成を実施す
る。

0 周辺環境調査

実施設計
造成工事
工事施工監理

廃棄物対策課 事業費（千円） 15,500 420,805

【新規】

一般廃棄物処理基本
計画策定事業

市内において排出される一般廃棄物の処理
に関する基本計画を策定する。

一般廃棄物処理基本計
画の策定

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

廃棄物対策課 事業費（千円） 8,634

事業内容
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

緑の基本計画事業

本市のまちづくりのテーマである「自然と
創造の調和した豊かな都市」をめざし、緑
事業施策の将来計画を定めた緑の基本計画
の実現に向け、各種事業の進行管理や計画
の見直しなどを行い、今後の緑事業の指針
を策定する。

北広島市緑のまちづく
り審議会の開催

北広島市緑のまちづく
り審議会の開催
緑の基本計画の策定

北広島市緑のまちづく
り審議会の開催

都市計画課 事業費（千円） 280 2,434 165

森林保全活用事業

仁別、三島地区の水源かん養保安林の林野
火災への対応や森林の管理のため、林道の
補修、森林の整備など森林を保全するとと
もに、森林ボランティアなど市民との協働
により市有林の整備を推進する。北広島団
地周辺緑地の森林については、快適な居住
環境を創出するため、森林施業計画に基づ
く整備を実施する。

三別沢林道改良工事
北広島団地周辺緑地樹
木管理委託
富ヶ岡市有林下草刈委
託
森林ボランティア等に
よる森林整備活動支援

三別沢林道改良工事
北広島団地周辺緑地樹
木管理委託
富ヶ岡市有林下草刈委
託
森林ボランティア等に
よる森林整備活動支援

三別沢林道改良工事
北広島団地周辺緑地樹
木管理委託
富ヶ岡市有林下草刈委
託
森林ボランティア等に
よる森林整備活動支援

都市整備課 事業費（千円） 12,299 14,850 18,586

緑化推進事業

美しいまちづくりと緑化の推進を図るた
め、市民の参加による公共施設、街路樹桝
などを中心とした植樹・花苗の植栽、花の
まちコンクールやオープンガーデン見学会
などを実施する。緑のまちづくり条例に基
づく緑の保全及び民間施設における緑化を
推進する。

オープンガーデン見学
会の実施
花のまちコンクールの
開催
誕生記念樹の贈呈
北広島市緑化推進委員
会、北広島市花の会へ
の支援
開発者との緑化協議

オープンガーデン見学
会の実施
花のまちコンクールの
開催
誕生記念樹の贈呈
北広島市緑化推進委員
会、北広島市花の会へ
の支援
開発者との緑化協議

オープンガーデン見学
会の実施
花のまちコンクールの
開催
誕生記念樹の贈呈
北広島市緑化推進委員
会、北広島市花の会へ
の支援
開発者との緑化協議

都市整備課 事業費（千円） 5,845 5,845 5,845

【施策１　緑化の推進】

●第３節　水と緑の空間の充実

事業内容

第３節 水と緑の空間の充実 施策１ 緑化の推進

施策２ 親水空間の保全

施策３ 公園の整備
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

緑の活動拠点整備事
業

富ヶ岡地区の市有林を緑の活動拠点と位置
付け、市民や中学生等の森林施業体験、自
然観察、間伐材利用によるキノコのホダ木
作りなど体験学習や環境学習の場として提
供するとともに、森林ボランティアの活
動、苗木作りの場として森を提供するため
整備、活用を促進する。

市民植樹祭の開催
家屋の維持管理
敷地内道路修繕
活動用資材等の購入

市民植樹祭の開催
家屋の維持管理
活動用資材等の購入

市民植樹祭の開催
家屋の維持管理
活動用資材等の購入

都市整備課 事業費（千円） 220 247 247

森林ボランティア支
援事業

森林保全活動に対する市民の理解や意識向
上のため、森林整備等のボランティア活動
をしているグループへの支援を行い、森林
ボランティアの育成を図る。

森林整備機器の整備
森林ボランティア等へ
の無償貸与

森林整備機器の整備
森林ボランティア等へ
の無償貸与

森林整備機器の整備
森林ボランティア等へ
の無償貸与

農政課 事業費（千円） 40 40 40

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

輪厚川親水事業

市内唯一の親水河川である輪厚川の景観維
持や環境整備を市民と協働で実施し、市民
に親しまれる憩いの場（親水空間）を提供
する。

輪厚川河川敷草刈等委
託
輪厚川と親しむ会への
支援

輪厚川河川敷草刈等委
託
輪厚川と親しむ会への
支援

輪厚川河川敷草刈等委
託
輪厚川と親しむ会への
支援

都市整備課 事業費（千円） 762 762 762

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

街区公園整備事業
児童や高齢者等の遊戯、運動、憩いの場を
提供するため、街区公園を新設する。

（仮称）大曲幸西公園
の新設

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

都市整備課 事業費（千円） 20,082

都市公園安全・安心
対策緊急総合支援事
業

誰もが安心して利用できる都市公園の整備
を推進するため、公園施設の機能保全や安
全性の確保など都市公園における安全・安
心対策を計画的に実施する。

広島工業団地公園の整
備
りんどう公園の整備
やまぶき公園の整備
ばら公園の整備
さつき公園の整備
あさがお公園の整備

竹葉公園の整備
あじさい公園の整備
はまなす公園の整備
めぐみ公園の整備
マーガレット公園の整
備
くじら公園の整備

北広公園の整備
ひまわり公園の整備
あやめ公園の整備
さくら公園の整備
新富公園の整備
南ヶ丘公園の整備

都市整備課 事業費（千円） 62,323 62,323 62,323

【施策３　公園の整備】

事業内容

事業内容

【施策２　親水空間の保全】

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

水飲台設置事業
大腸菌類による汚染防止のため、水飲台未
設置の既設公園に手洗い施設を兼ねた水飲
台を設置する。

わかくさ遊園地に設置 ≪Ｈ23で事業終了≫ 0

都市整備課 事業費（千円） 882

きたひろサンパーク
整備事業

パークゴルフ場を公認コースとして望まし
いレイアウトに変更するため、既存コース
の隣接地を含めて整備し、利用者の安全と
利便性の向上を図る。

コースの拡張整備 芝肥育管理 既設コースの改修

都市整備課 事業費（千円） ＜27,700＞ 2,870 8,100

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

防災資機材整備事業
災害への対処や災害時の避難場所等におけ
る市民生活の安定を図るため、防災資機材
や食料品等の生活関連物資を備蓄する。

防災資機材の購入
備蓄食料品の購入

防災資機材の購入
備蓄食料品の購入

防災資機材の購入
備蓄食料品の購入

危機管理課 事業費（千円） 357 357 357

防災訓練事業
災害時における応急対策を円滑に実施する
ため、市職員、市民、関係機関等を対象に
各種災害訓練を実施する。

水防訓練の実施
自主防災組織等が計画
する防災訓練への支援

水防訓練の実施
自主防災組織等が計画
する防災訓練への支援

総合防災訓練の実施
自主防災組織等が計画
する防災訓練への支援

危機管理課 事業費（千円） 50 50 970

地域防災無線整備事
業

地域防災無線施設の老朽化及び現行周波数
（800ＭＨz帯、アナログ方式）の使用期
限が平成23年5月31日（総務省告示）ま
でと定められていることから、機器の更新
（260ＭＨz帯、デジタル方式）を行い、
災害時等の情報収集や伝達など連絡体制の
強化に活用する。

統制局設備製作・設置
中継局設備製作・設置
移動局設備製作・設置

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

危機管理課 事業費（千円） 78,425

地域防災計画改訂事
業

地域防災計画書、職員初動マニュアル及び
市民向け防災ガイドブックを作成し、市職
員や関係機関、市民等へ配布する。

地域防災計画書の作成
職員初動マニュアルの
作成
防災ガイドブックの作
成

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

危機管理課 事業費（千円） 3,572

【新規】

北海道総合行政情報
ネットワーク更新事
業

道と市町村間を相互に結び、災害時におい
て迅速かつ確実な通信を確保する地上系及
び衛星系通信システムの老朽化及び地上系
無線回線の電波法に基づく使用期限（平成
23年11月）などから、地上系回線につい
て設備の更新を実施する。

実施設計
更新工事

更新工事 ≪Ｈ24で事業終了≫

危機管理課 事業費（千円） 0 3,560

●第４節　防災体制の充実

【施策１　防災対策の推進】

事業内容

第４節 防災体制の充実 施策１ 防災対策の推進

施策２ 自主防災組織の充実

施策３ 治山・治水の推進
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

自主防災組織育成事
業

大規模な災害発生時においては、住民自ら
相互に協力し、災害に対処することが求め
られていることから、地域における自主防
災組織の設立を促進し、組織の育成を図
る。

出前講座
要綱に基づく助成

出前講座
要綱に基づく助成

出前講座
要綱に基づく助成

危機管理課 事業費（千円） 242 242 242

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

治水対策促進事業

石狩川水系千歳川流域の総合的な治水対策
を実現するために活動している団体に対
し、会の活動が円滑に推進できるよう支援
する。

合同研修などの実施
国、道など関係機関へ
の要望活動
治水対策の啓蒙活動

合同研修などの実施
国、道など関係機関へ
の要望活動
治水対策の啓蒙活動

合同研修などの実施
国、道など関係機関へ
の要望活動
治水対策の啓蒙活動

庶務課 事業費（千円） 140 140 140

河川障害物除去事業
河川流路に堆積した土砂等を除去すること
で河川の流下能力を保持し、流域に居住す
る市民の生命・財産の安全を守る。

十線川床浚い 輪上川床浚い 輪上川床浚い

土木事務所 事業費（千円） 1,382 3,000 3,000

【新規】

輪上川局部改修事業

本河川を横断している市道輪厚中の沢線の
輪厚1号橋上下流部における河床洗堀なら
びに屈曲部の水当たり部の浸食を防止し、
災害の発生を未然に防ぐため護岸工を実施
する。

0
護岸工
測量調査設計
用地測量

護岸工

都市整備課 事業費（千円） 19,000 24,000

【施策２　自主防災組織の充実】

【施策３　治山・治水の推進】

事業内容

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

消防活動用資機材整
備事業

大規模・特殊災害に対応するため、長時間
活動できる空気軽量ボンベの拡充、機能性
の高い空気呼吸器を計画的に更新し、効率
的な隊員の活動及び疲労の軽減を図るとと
もに、消防業務遂行上必要な資機材を整備
する。

空気呼吸器の更新
軽量ボンベの更新

空気呼吸器の更新
軽量ボンベの更新

空気呼吸器の更新
軽量ボンベの更新

消防課 事業費（千円） 2,576 2,146 2,146

消防団活動支援事業

地域の防災意識の向上やコミュニティの活
性化、防火指導や特別警戒など消防団の自
主的な活動を支援し、安全で安心なまちづ
くりをめざす。

春・秋の火災予防運動
の実施
住宅用火災警報器の普
及啓発活動
防災研修の実施
歳末警戒の実施

春・秋の火災予防運動
の実施
住宅用火災警報器の普
及啓発活動
防災研修の実施
歳末警戒の実施

春・秋の火災予防運動
の実施
住宅用火災警報器の普
及啓発活動
防災研修の実施
歳末警戒の実施

消防本部総務課 事業費（千円） 180 180 180

消防水利整備事業
無水利地域の解消を図り、火災等の発生時
に速やかに消火活動を行えるよう消防水利
の配置を行う。

消火栓の新設
消火栓の新設
防火水槽の設置

消火栓の新設

警防課 事業費（千円） 840 9,419 840

消火栓更新事業
耐用年数を経過した老朽消火栓を計画的に
更新する。

消火栓の更新 消火栓の更新 消火栓の更新

警防課 事業費（千円） 2,806 3,207 4,009

消防救急無線等整備
事業

電波法の一部改正により、平成28年5月
までに消防・救急無線をデジタル方式に移
行するため、石狩振興局管内の6消防本部
共同で整備を行う。

システム整備 システム整備
システム整備
試験運用
運用開始予定

警防課 事業費（千円） 56,502 174,757 51,100

事業内容

【施策１　消防体制の充実】

●第５節　消防・救急体制の充実

第５節 消防・救急体制の充実 施策１ 消防体制の充実

施策２ 火災予防の推進

施策３ 救急救命体制の充実
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

消防団員安全装備品
等整備事業

地域の安全・安心の担い手として活動して
いる消防団員の老朽化した安全装備品等に
ついて、装備基準及び服制基準に従い更新
する。

防寒服の更新
安全靴の更新

雨具の更新
防火服等の更新
制服等の更新

防火服等の更新
制服等の更新
盛夏服等の更新

消防本部総務課 事業費（千円） 2,714 1,972 1,468

【新規】

消防の広域化推進事
業

大規模化する災害や多様化する住民ニーズ
に対応するため、交通事情や地理的条件、
日常生活圏など、結びつきの強い千歳市、
恵庭市、北広島市の消防本部広域化を推進
し、スケールメリットを活用した消防・救
急等のサービスの向上と消防体制の充実・
強化を図る。

調整・検討会議
３市消防広域化設立準
備室設立
３市消防広域化推進協
議会設立
広域消防運営計画策定

新体制移行への法的手
続き及び準備事務

３市消防の広域化の実
現

消防本部総務課 事業費（千円） 37

【新規】

消防署大曲出張所庁
舎建設事業

交通渋滞による出動障害や敷地狭隘などの
課題解決のため、西部、大曲地区の拠点と
なる消防署大曲出張所を建設する。

基本設計
実施設計
造成工事

庁舎建設工事

消防本部総務課 事業費（千円） 13,085 41,686 432,830

【新規】

通信指令業務共同運
用推進事業

消防指令業務を千歳市、恵庭市、北広島市
で共同運用することにより、設備の合理化
や維持経費の削減をめざすとともに、指令
要員の合理化により活動隊員の増強を図り
市民サービスの向上を推進する。

指令要員数と運用の検
討
勤務体制整備の検討
出動体制運用の検討

千歳市消防本部指令施
設改修工事
人員の育成

運用開始

警防課 事業費（千円） 0

消防車両等更新事業
複雑・多様化する災害及び大規模災害に対
応した消防活動体制の確立のため、老朽化
した消防車両を計画的に更新する。

大型水槽車更新
高規格救急車更新

水槽付消防車更新（大
曲）
高規格救急車費用の償
還

水槽付消防車更新（西
の里）
高規格救急車費用の償
還

警防課 事業費（千円） 43,827 70,748 70,693

【新規】

消防庁舎耐震化事業

消防庁舎と一体化している車庫部分につい
て、国の耐震基準を満たすため、実施設計
を行い耐震計画評定委員会の意見をもとに
補強工事を実施する。

実施設計及び耐震改修
計画評定

耐震改修工事
工事施工管理

≪Ｈ24で事業終了≫

消防本部総務課 事業費（千円） 1,438 3,894

【新規】

消防団詰所等改修事
業

地域の安全・安心の担い手として活動して
いる消防団員の詰所の老朽化や女性消防団
員の加入など、地域の災害拠点としての機
能及び様態変化に対応するため改修工事を
実施する。

第2分団詰所修繕
第4分団詰所修繕及び改
修工事

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

消防本部総務課 事業費（千円） 1,573

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

はしご付消防自動車
オーバーホール実施
事業

はしご付消防自動車の性能と安全性を確保
するため、オーバーホールを実施する。

は し ご 付 消 防 自 動 車
オーバーホールの実施

費用の償還 費用の償還

消防本部総務課 事業費（千円） 82 7,021 6,962

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

防火委員会推進事業
市民の防火意識の高揚を図るため、火災予
防の啓蒙を行っている防火委員会の活動を
支援する。

火災予防運動期間の街
頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレードの参加
老人福祉施設への防火
訪問

火災予防運動期間の街
頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレードの参加
老人福祉施設への防火
訪問

火災予防運動期間の街
頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレードの参加
老人福祉施設への防火
訪問

予防課 事業費（千円） 100 100 100

住宅用火災警報器普
及啓発事業

住宅用火災警報器の未設置世帯の解消に向
けた普及啓発を実施する。

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ
懸垂幕の作成・掲示

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ

予防課 事業費（千円） 99 0 0

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

応急手当普及啓発活
動事業

救急車が到着するまで重篤な傷病者に対し
て迅速かつ的確な応急手当ができる市民
(バイスタンダー)を養成するため、AEDの
取扱いを含めた救命講習会を開催し、救命
率の向上を図る。

普通救命講習会の実施
上級救命講習の開催
講習会用資機材の購入

普通救命講習会の実施
上級救命講習の開催
講習会用資機材の購入

普通救命講習会の実施
上級救命講習の開催
講習会用資機材の購入

消防課 事業費（千円） 603 603 603

救急隊員研修事業
災害現場等において傷病者の救護にあたる
救急隊員の養成及び資格取得後の知識や技
術の向上を図る。

救急科研修、救急資格
者研修の受講
救急医学会学術集会へ
の参加

救急科研修、救急資格
者研修の受講
救急医学会学術集会へ
の参加

救急科研修、救急資格
者研修の受講
救急医学会学術集会へ
の参加

消防本部総務課 事業費（千円） 227 227 227

メディカル・コント
ロール事業

メディカル・コントロール体制において、
医師による救急活動の事後検証や病院実
習、指示・指導・助言を通して救急救命士
の資質向上に努め、包括的指示での除細
動、気管挿管及び薬剤投与等を円滑に実施
することにより救命率の向上を図る。

就業前、就業中研修の
受講
気管挿管、薬剤投与研
修の受講

就業前、就業中研修の
受講
気管挿管、薬剤投与研
修の受講

就業前、就業中研修の
受講
気管挿管、薬剤投与研
修の受講

警防課 事業費（千円） 1,757 1,762 1,767

事業内容

事業内容

【施策２　火災予防の推進】

事業内容

【施策３　救急救命体制の充実】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

交通安全推進事業

交通安全推進員、交通安全学童指導員、交
通安全指導員を配置することにより、交通
安全意識の定着と事故の抑止を図る。ま
た、交通安全啓発資材による啓発のほか、
交通安全活動団体への活動費助成により、
交通安全運動の推進を図る。

各世代に応じた交通安
全教育の推進
交通安全啓発の展開
交通安全活動団体への
助成

各世代に応じた交通安
全教育の推進
交通安全啓発の展開
交通安全活動団体への
助成

各世代に応じた交通安
全教育の推進
交通安全啓発の展開
交通安全活動団体への
助成

市民課 事業費（千円） 14,562 14,562 14,562

【新規】

交通安全計画策定事
業

市の地域特性に応じた長期的かつ総合的な
交通安全対策を推進するため、交通安全対
策基本法（昭和45年法律第110号）に基
づき、交通安全計画を策定する。

交通安全計画の策定 ≪Ｈ23で事業終了≫ 0

市民課 事業費（千円） 181

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

交通安全施設整備事
業

だれもが安全に安心して通行できるよう、
交通安全施設など交通環境の整備を促進す
る。

カーブミラー、警戒標
識等交通安全施設の設
置

カーブミラー、警戒標
識等交通安全施設の設
置

カーブミラー、警戒標
識等交通安全施設の設
置

市民課 事業費（千円） 3,100 3,100 3,100

●第６節　交通安全の推進

【施策１　交通安全意識の充実】

事業内容

事業内容

【施策２　交通安全環境の整備】

第６節 交通安全の推進 施策１ 交通安全意識の充実

施策２ 交通安全環境の整備
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

防犯活動支援事業
防犯意識の普及と啓発活動を実施する防犯
活動団体への支援を行う。

防犯協会連合会への助
成

防犯協会連合会への助
成

防犯協会連合会への助
成

市民課 事業費（千円） 601 601 601

犯罪のない安全で安
心なまちづくり推進
事業

市民が安心して暮らせるまちづくりを推進
するため、「北広島市犯罪のない安全で安
心なまちづくり推進計画」に基づき、防犯
意識の普及啓発活動の実施及び自主防犯活
動に対して支援を行う。

推進会議の開催
市民大会の開催
公用車による青色回転
灯パトロールの実施
普及啓発活動の実施
自主防犯団体への資材
支援

推進会議の開催
市民大会の開催
公用車による青色回転
灯パトロールの実施
普及啓発活動の実施
自主防犯団体への資材
支援

推進会議の開催
市民大会の開催
公用車による青色回転
灯パトロールの実施
普及啓発活動の実施
自主防犯団体への資材
支援

市民課 事業費（千円） 257 257 257

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

街路灯整備支援事業
夜間における犯罪の防止及び交通の安全確
保を図るため、街路灯の設置や維持する自
治会等の団体を支援する。

街路灯の設置、維持、
修繕費用の助成

街路灯の設置、維持、
修繕費用の助成

街路灯の設置、維持、
修繕費用の助成

市民課 事業費（千円） 20,063 21,254 22,445

●第７節　防犯対策の推進

事業内容

【施策１　防犯意識の普及啓発】

事業内容

【施策２　犯罪が起きにくい環境づくり】

第７節 防犯対策の推進 施策１ 防犯意識の普及啓発

施策２ 犯罪が起きにくい環境づくり
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

千歳地方食品衛生事
業

協会の会員や市民の食品衛生に対する意識
の向上を図るために活動する協会を支援す
る。

食品衛生の指導
食品衛生自主管理強化
の推進
廃止を含む事業見直し
を検討

0 0

環境課 事業費（千円） 110

消費者行政活性化事
業

消費生活相談体制の強化を図るため、消費
生活相談室の機能強化や消費生活相談員の
スキルアップに取り組む。

弁護士相談の実施
消費行政の周知、啓発
講演会の開催
事業見直しを検討

見直し内容による事業
実施

見直し内容による事業
実施

商業労働課 事業費（千円） 1,441 310 310

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

消費生活相談員設置
事業

消費生活全般にわたっての相談や苦情に的
確かつ迅速に対応するため、消費生活相談
員を配置し、消費者利益の擁護増進、消費
生活被害の未然防止及び関係機関への連絡
や協議を行い、被害拡大の防止を図る。

消費生活相談員の配置 消費生活相談員の配置 消費生活相談員の配置

商業労働課 事業費（千円） 1,680 1,680 1,680

北広島消費者協会活
動支援事業

消費者基本法の理念に基づく消費者の利益
保護と消費生活の安定と向上を図るため、
消費者教育の場の提供、消費者団体相互の
連携の強化、市民にわかりやすい情報の提
供など消費生活の正しい知識の普及や啓蒙
を行う消費者協会を支援する。

消費者協会の活動に対
する助成

消費者協会の活動に対
する助成

消費者協会の活動に対
する助成

商業労働課 事業費（千円） 410 410 410

事業内容

【施策２　消費者保護の推進】

【施策１　消費者教育の拡充】

事業内容

●第８節　消費生活の安定

第８節 消費生活の安定 施策１ 消費者教育の拡充

施策２ 消費者保護の推進
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