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第第 66 章章  
 

計計画画のの実実現現にに向向けけてて  

＜行財政運営・地域＞ 
 

 

 

 

第１節  市民参加・協働の推進 

第２節  平和と人権尊重社会の推進 

         第３節  男女共同参画の推進 

         第４節  行財政運営・行革の推進 

         第５節  広域連携の推進 

         第６節  情報公開・広報広聴の充実 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章　計画の実現に向けて

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

市民参加推進事業

市民参加条例に基づく市民参加手続きの実
施状況について、市民参加推進会議による
検証・評価をもとに進行管理や条例の見直
し等を行うとともに、市民参加フォーラム
等を継続して開催することにより市民の参
加意識の高揚を図る。

市民参加推進会議の運
営
市民参加フォーラム等
の開催
市民参加手続きの進行
管理

市民参加推進会議の運
営
市民参加フォーラム等
の開催
市民参加手続きの進行
管理

市民参加推進会議の運
営
市民参加フォーラム等
の開催
市民参加手続きの進行
管理

行政推進課 事業費（千円） 285 285 285

市表彰事業

市政の振興に寄与した方や衆人の模範と認
められる行為があった方の功績や事績をた
たえ、市が感謝の意を表することにより、
各分野で地道に活動している方への激励
と、市民がより市政に対し意識を高め、市
民との協働のまちづくりの促進を図る。

功労表彰
善行表彰

功労表彰
善行表彰

功労表彰
善行表彰

総務課 事業費（千円） 701 608 608

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

市民協働推進事業
市民協働推進会議による審査や評価をもと
に、市民協働の推進に取り組む。

市民協働推進会議の運
営
協働事業提案制度の運
用

市民協働推進会議の運
営
協働事業提案制度の運
用

市民協働推進会議の運
営
協働事業提案制度の運
用

行政推進課 事業費（千円） 137 137 137

●第1節　市民参加・協働の推進

【施策１　市民参加の推進】

事業内容

事業内容

【施策２　協働の推進】

第１節 市民参加・協働の推進 施策１ 市民参加の推進

施策２ 協働の推進

施策３ 公益活動の促進

施策４ 地域コミュニティの醸成
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第６章　計画の実現に向けて

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

公益活動促進事業

公益活動を促進するため、人材の育成や組
織基盤の強化、ネットワークづくりの方策
に取り組むとともに、公益活動団体等の活
動を支援する。

公益活動事業への助成
地域まちづくり推進事
業への助成
NPO法人認証等事務
NPOセミナーの開催

公益活動事業への助成
地域まちづくり推進事
業への助成
NPO法人認証等事務
NPOセミナーの開催

公益活動事業への助成
地域まちづくり推進事
業への助成
NPO法人認証等事務
NPOセミナーの開催

行政推進課 事業費（千円） 5,111 5,111 5,111

【新規】

（仮称）公益活動セ
ンター整備事業

団体相互の交流や日常のミーティング場所
の提供や活動に必要な支援機能の充実を図
るため、（仮称）公益活動センターを整備
する。

（仮称）公益活動セン
ター整備の検討

（仮称）公益活動セン
ターの開設準備
市民意見募集

（仮称）公益活動セン
ターの開館・運営

行政推進課 事業費（千円） 0 6,853 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

コミュニティ施設整
備事業

地区住民センター等の老朽化した備品の計
画的な更新、各住民集会所の維持管理団体
(自治会等)が整備する備品等に対する補助
及び町内会所有の住民集会所における規模
の大きい補修工事費用を助成し、コミュニ
ティ活動の場の維持に努める。

地区住民センター等の
備品購入
住民集会所備品整備費
の助成
住民集会所補修費の助
成

地区住民センター等の
備品購入
住民集会所備品整備費
の助成
住民集会所補修費の助
成

地区住民センター等の
備品購入
住民集会所備品整備費
の助成
住民集会所補修費の助
成

市民課 事業費（千円） 970 970 970

地域コミュニティ推
進事業

町内会、自治会等の活動経費を助成し、地
域コミュニティの醸成を図る。

自治会等への助成
連合町内会への助成
市自治連合会への助成

自治会等への助成
連合町内会への助成
市自治連合会への助成

自治会等への助成
連合町内会への助成
市自治連合会への助成

市民課 事業費（千円） 10,170 10,170 10,170

学校跡施設利活用計
画策定事業

北広島団地内の小学校の統合（平成24年
4月）に伴う校舎、土地その他の学校跡施
設の利活用に関し、学校跡施設利活用計画
を策定する。

学校跡施設利活用計画
の策定

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

政策調整課 事業費（千円） 216

学校跡施設利活用検
討事業

北広島団地内の小学校の統合（平成24年
4月）に伴う校舎、土地その他の学校跡施
設の利活用に関し、学校跡施設利活用計画
に基づき、必要な施設改修を行う。

利活用の検討
実施設計
施設改修

施設改修
一部供用開始

政策調整課 事業費（千円） 0 185,000 155,000

【施策３　公益活動の促進】

【施策４　地域コミュティの醸成】

事業内容

事業内容
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第６章　計画の実現に向けて

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】

農民研修センターエ
レベーター設置事業

農民研修センター利用者の高齢化に伴い、
2階研修室や和室等を利用する際の利便性
向上のため、エレベーターを設置する。

実施設計
エレベーター設置工事
工事施工監理

≪Ｈ24で事業終了≫

市民課 事業費（千円） 2,234 31,327

【新規】

大 曲 会 館 エ レ ベ ー
ター設置事業

大曲会館利用者の高齢化に伴い、2階の大
集会室等を利用する際の利便性向上のた
め、エレベーターを設置する。また、トイ
レ臭解消のため、配管改修を行う。

0 0 実施設計

市民課 事業費（千円） 2,109

団地住民センター大
規模改修事業

施設の老朽化や耐震化不足のため、ファミ
リーホールの耐震化工事と内外部改修工事
を実施する。併せて利用者の利便性向上の
ため、エレベーターを設置する。

ファミリーホール耐震
化工事
外壁、内外部改修工事
エレベーター設置の実
施設計及び工事
工事施工監理

≪Ｈ23で事業終了≫ 0

市民課 事業費（千円） ＜76,253＞

【新規】

大曲幸地区住民集会
所建設事業

大曲幸地区に住民集会所を新築する。 0 実施設計 建設工事

市民課 事業費（千円） 1,460 24,216

事業内容
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第６章　計画の実現に向けて

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

平和推進事業

「平和都市宣言のまち」並びに平和市長会
議の一員である当市として、市民一人ひと
りが平和の尊さや大切さを認識し、恒久平
和の実現を祈念することを目的として普
及・啓発事業を実施する。

「平和の灯」種火の保
守管理
きたヒロシマ平和展の
開催
平和の灯記念事業の開
催

「平和の灯」種火の保
守管理
きたヒロシマ平和展の
開催
平和の灯記念事業の開
催

「平和の灯」種火の保
守管理
きたヒロシマ平和展の
開催
平和の灯記念事業の開
催

市民課 事業費（千円） 104 104 104

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

人権意識の普及啓発
事業

一人ひとりの個性や人格を認め、あらゆる
分野で偏見や差別などをなくし、すべての
市民が平等で暮らしやすい、人権尊重の社
会を推進するため、人権擁護委員との連携
を強化し、学校や地域などでの人権教育・
啓発活動を実施する。

人権教育・啓発活動の
実施
人権擁護委員との連携
強化

人権教育・啓発活動の
実施
人権擁護委員との連携
強化

人権教育・啓発活動の
実施
人権擁護委員との連携
強化

市民課 事業費（千円） 52 52 52

●第２節　平和と人権尊重社会の推進

【施策１　恒久平和の希求】

事業内容

【施策２　人権意識の啓発】

事業内容

第２節 平和と人権尊重社会の推進 施策１ 恒久平和の希求

施策２ 人権意識の啓発
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第６章　計画の実現に向けて

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

男女共同参画推進事
業

平成23年度からスタートする「きたひろ
しま男女共同参画プラン(第2次）」に基づ
き、男女が互いに尊重し、協力し合う社会
を実現していくため、市民や関係機関と連
携を図りながら、男女共同参画推進のため
の各種意識啓発事業や学習研修活動を実施
する。

情報紙えみんぐの発行
男 女 共 同 参 画 セ ミ
ナー・男性対象意識啓
発講座の開催
男女共同参画週間事業
の実施
男女平等参画懇話会の
開催

情報紙えみんぐの発行
男 女 共 同 参 画 セ ミ
ナー・男性対象意識啓
発講座の開催
男女共同参画週間事業
の実施
男女平等参画懇話会の
開催

情報紙えみんぐの発行
男 女 共 同 参 画 セ ミ
ナー・男性対象意識啓
発講座の開催
男女共同参画週間事業
の実施
男女平等参画懇話会の
開催
男女共同参画に係る市
民意識調査の実施

行政推進課 事業費（千円） 746 746 928

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

審議会等への女性登
用の促進事業

市の各種審議会等の女性の登用率50％
（平成32年目標値）をめざし、政策方針
決定過程への女性の参画を推進する。市政
や地域で女性の参画を積極的に推進するた
めの女性の人材登録制度を実施する。

女性の人材登録制度の
実施（市の審議会等へ
の女性の登用や講習会
等の講師としての女性
人材登録）
女 性 を 対 象 と し た コ
ミュニケーション講座
等の開催

女性の人材登録制度の
実施（市の審議会等へ
の女性の登用や講習会
等の講師としての女性
人材登録）
女 性 を 対 象 と し た コ
ミュニケーション講座
等の開催

女性の人材登録制度の
実施（市の審議会等へ
の女性の登用や講習会
等の講師としての女性
人材登録）
女 性 を 対 象 と し た コ
ミュニケーション講座
等の開催

行政推進課 事業費（千円） 93 93 93

【施策２　社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進】

●第３節　男女共同参画の推進

【施策１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革】

事業内容

事業内容

第３節 男女共同参画の推進 施策１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革

施策２ 社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進

施策３ 仕事と生活の調和が実現できる環境の整備

施策４ あらゆる暴力根絶への取組み
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第６章　計画の実現に向けて

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

ワークライフバラン
スの意識啓発事業

国が定めた「ワーク・ライフ・バランス憲
章」や「仕事と生活の調和推進のための行
動指針」に基づき、ワーク・ライフ・バラ
ンスの理解を広げるための意識啓発事業を
実施する。子育て期の保護者の活動支援を
図るため、保育サポーターの登録を行う。

意識啓発事業の実施
保育サポーター登録の
実施

意識啓発事業の実施
保育サポーター登録の
実施

意識啓発事業の実施
保育サポーター登録の
実施

行政推進課 事業費（千円） 28 28 28

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

配偶者等暴力防止啓
発事業

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律（ＤＶ防止法）に基づき、関
係部署が連携した総合的な対応を行うとと
もに、暴力のない社会づくりに向けて、市
民への意識啓発を図る。

≪児童虐待・DV防止対
策推進事業において実
施≫

パネル展の開催
弁護士による女性相談
の開催
DV防止セミナーの開催
DV防止啓発用リーフ
レットの配布
啓発ビデオの貸出
ＤＶ対応マニュアルの
作成

パネル展の開催
弁護士による女性相談
の開催
DV防止セミナーの開催
DV防止啓発用リーフ
レットの配布
啓発ビデオの貸出

行政推進課 事業費（千円） 151 128

事業内容

【施策３　仕事と生活の調和が実現できる環境の整備】

事業内容

【施策４　あらゆる暴力根絶への取組み】
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第６章　計画の実現に向けて

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

政策評価事業

成果を重視する行政運営への転換、情報公
開による政策の透明性、職員の意識改革や
政策形成能力の向上を図るため、政策評価
を推進し、計画(Plan)、実施(Do)、評価
(Check)、改善(Action）という行政運営
サイクルの確立を進める。

事務事業評価の実施
施策評価の実施
外部評価の実施
補助金等評価の実施
評価システムの改修

事務事業評価の実施
施策評価の実施
外部評価の実施
補助金等評価の実施
公共施設評価

事務事業評価の実施
施策評価の実施
外部評価の実施
補助金等評価の実施

行政推進課 事業費（千円） 3,467 474 474

総合計画推進事業

総合計画の着実な推進を図るため、推進計
画を策定するとともに、政策評価の活用や
予算への反映など進行管理によるＰＤＣＡ
サイクルを定着させ、効率的で効果的な行
政運営をめざす。

推進計画の策定
市民参加組織の検討

推進計画の策定
市民参加組織の設置及
び運営
進行管理状況の公表
市民意識調査の実施

推進計画の策定
市民参加組織の運営
進行管理状況の公表

政策調整課 事業費（千円） 148 3,000 1,707

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

行財政改革推進事業

「政策評価の推進」、「市民参加・協働の
推進」、「健全な財政運営の推進」、「行
政運営システムの改革の推進」を重点項目
とし、「単なる経費節減」や「事務手続き
の簡素化」といった枠を超え、行財政シス
テム全般についての改革を行う。

行財政構造改革実行計
画の改定
実行計画の進行管理

実行計画の進行管理

行財政構造改革大綱、
実行計画の見直し
大綱、実行計画策定委
員会の開催
実行計画の進行管理

行政推進課 事業費（千円） 150 150 700

●第４節　行財政運営・行革の推進

事業内容

【施策１　効率的な行財政運営】

事業内容

【施策２　行財政改革の推進】

第４節 行財政運営・行革の推進 施策１ 効率的な行財政運営

施策２ 行財政改革の推進

施策３ 健全な財政運営

施策６ 新庁舎の整備

施策４ 行政サービスの充実

施策５ 組織・職員の活性化
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第６章　計画の実現に向けて

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

住民参加型市場公募
債の発行事業

市民の行政への参加意識を高めるととも
に、資金調達の手法の多様化を図るため、
住民参加型市場公募債（ミニ市場公募債）
を発行する。

北広島市エルフィン債
の発行

北広島市エルフィン債
の発行

北広島市エルフィン債
の発行

財政課 事業費（千円） 2,717 2,717 2,717

財政情報公開事業
広報紙及び市ホームページによる市の財政
情報の公表並びに公会計システムを活用し
た正確な資産及び債務管理を行う。

各種財政情報の市広報
及び市ホームページで
の公表
当初予算の作成過程の
公表
財務諸表の作成及び公
表

各種財政情報の市広報
及び市ホームページで
の公表
当初予算の作成過程の
公表
財務諸表の作成及び公
表

各種財政情報の市広報
及び市ホームページで
の公表
当初予算の作成過程の
公表
財務諸表の作成及び公
表

財政課 事業費（千円） 820 820 820

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

市民法律相談事業

市民が日常生活を営む中で直面する法律上
の諸問題や疑問について、弁護士による無
料法律相談を実施し、市民の生活の安定を
図る。

無料法律相談の実施 無料法律相談の実施 無料法律相談の実施

市民課 事業費（千円） 720 720 720

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

職員研修事業

職員の事務能力の向上や職務上必要な専門
知識の習得、それぞれの職階に対応した職
務遂行能力の向上を図るとともに、職員の
意識改革と組織の活性化、職員の人間性の
向上など、地域主権型社会に対応できる職
員の育成を目的として、職員研修を実施す
る。

職員の自主的な研修へ
の支援
各職場単位で実施する
研修への支援
市が主催する研修の実
施
外部研修機関への派遣
等
効果的な研修の実施に
向けた検討

職員の自主的な研修へ
の支援
各職場単位で実施する
研修への支援
市が主催する研修の実
施
外部研修機関への派遣
等
効果的な研修の実施に
向けた検討

職員の自主的な研修へ
の支援
各職場単位で実施する
研修への支援
市が主催する研修の実
施
外部研修機関への派遣
等
効果的な研修の実施に
向けた検討

職員課 事業費（千円） 3,941 3,941 3,941

事業内容

【施策３　健全な財政運営】

事業内容

【施策５　組織・職員の活性化】

事業内容

【施策４　行政サービスの充実】
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第６章　計画の実現に向けて

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

職員福利厚生事業

職員の福利厚生及び教養文化事業を行って
いる職員福利厚生会に対し交付金を交付
し、福利厚生会事業の円滑な実施、職員の
士気高揚、職場の活性化を促すとともに、
公務能率の向上を図る。

職員福利厚生会に対す
る交付金の交付

職員福利厚生会に対す
る交付金の交付

職員福利厚生会に対す
る交付金の交付

職員課 事業費（千円） 2,784 2,784 2,784

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】

新庁舎建設事業

本庁舎は耐震性が低く、老朽化が進んでい
るうえ、窓口等が分散していることなどか
ら、市民の利便性やサービスの低下を招い
ている。これらの課題を解決するため、新
庁舎を整備する。

基本構想の策定
（基礎資料の収集、建
設手法や資金計画の検
討等）

0 0

危機管理課 事業費（千円） 605

事業内容

【施策６　新庁舎の整備】

事業内容
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第６章　計画の実現に向けて

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

札幌広域圏組合連携
事業

札幌ふるさと市町村圏計画における地域振
興が図られるよう、広域的な観点から管内
市町村が協力して地域振興が図られるよう
共同ソフト事業を実施する。

図書館情報ネットワー
ク事業
職員研修事業
さっぽろオータムフェ
スト事業
ジュニアコンサート事
業など

図書館情報ネットワー
ク事業
職員研修事業
さっぽろオータムフェ
スト事業
ジュニアコンサート事
業など

図書館情報ネットワー
ク事業
職員研修事業
さっぽろオータムフェ
スト事業
ジュニアコンサート事
業など

政策調整課 事業費（千円） 426 426 426

●第５節　広域連携の推進

【施策１　広域連携の推進】・【施策２　国・道との連携】

事業内容

第５節 広域連携の推進 施策１ 広域連携の推進

施策２ 国・道との連携
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第６章　計画の実現に向けて

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

文書管理運営事業

開かれた市政運営を推進するため、公文書
の適切な管理を行うとともに、迅速な情報
公開への対応、歴史的資料となる文書等の
確保及び保存を行う。

公文書の管理
電子化文書への対応

公文書の管理
電子化文書への対応

公文書の管理
電子化文書への対応

情報推進課 事業費（千円） 316 316 316

統計協議会活動支援
事業

統計調査の円滑かつ適正な実施、調査力の
向上及び統計業務の振興発展を目的とする
統計協議会の活動を支援する。

統計情報の周知や研修
に対する助成

統計情報の周知や研修
に対する助成

統計情報の周知や研修
に対する助成

政策調整課 事業費（千円） 100 100 100

市勢要覧制作事業

まちを宣伝し、まちを理解してもらうた
め、他の自治体から訪れる個人や団体など
に、市を紹介する媒体として、市勢要覧を
制作する。

市勢要覧の制作 ≪Ｈ23で事業終了≫ 0

情報推進課 事業費（千円） 641

市議会政務調査事業
市議会議員の調査・研究に係る政務調査費
を交付し、議員活動の活性化を図る。

政務調査費の交付 政務調査費の交付 政務調査費の交付

議会事務局 事業費（千円） 3,146 3,432 3,432

●第６節　情報公開・広報広聴の充実

事業内容

【施策１　情報の共有】・【施策２　情報公開制度の充実】

第６節 情報公開・広報広聴の充実 施策１ 情報の共有

施策２ 情報公開制度の充実

施策３ 個人情報の保護

施策４ 広報広聴活動の充実
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第６章　計画の実現に向けて

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

個 人 情 報 セ キ ュ リ
ティ対策事業

市が保有する行政情報及び市民の個人情報
を適正に管理し保護するため、セキュリ
ティ実施手順等の運用における情報資産の
取扱いについて必要な対策を講じる。

セキュリティ研修の実
施
関連書籍等の購入

セキュリティ研修の実
施
関連書籍等の購入

セキュリティ研修の実
施
関連書籍等の購入

情報推進課 事業費（千円） 483 483 483

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

広報紙発行事業
市の施策や情報、市内の出来事や市民の活
動を市民に分かりやすく伝えるため、広報
北広島を発行する。

広報北広島の発行 広報北広島の発行 広報北広島の発行

情報推進課 事業費（千円） 28,384 28,384 28,384

広聴活動事業
市民との協働によるまちづくりを推進する
ため、情報の公開や意見の集約、市民との
直接対話など各種広聴活動を実施する。

市民、各種団体等から
の 意 見 や 要 望 等 の 受
付、集約及び回答
出前トーク、出前講座
の実施
よくある質問Ｑ＆Ａの
公表
市民見学会の実施
市政懇談会の開催

市民、各種団体等から
の 意 見 や 要 望 等 の 受
付、集約及び回答
出前トーク、出前講座
の実施
よくある質問Ｑ＆Ａの
公表
市民見学会の実施
市政懇談会の開催

市民、各種団体等から
の 意 見 や 要 望 等 の 受
付、集約及び回答
出前トーク、出前講座
の実施
よくある質問Ｑ＆Ａの
公表
市民見学会の実施
市政懇談会の開催

市民課 事業費（千円） 46 46 46

きたひろしまシティ
セールス事業

本市が持っている自然や歴史、産業、文
化、イベントや祭りなどの地域の魅力や特
性を積極的に市内外に情報発信することに
より、多くの人が「訪れてみたい」「住ん
でみたい」「住み続けたい」「起業してみ
たい」と感じられる魅力あふれる都市イ
メージの創出をめざす。

基本戦略プランに基づ
く「地域住民主体のブ
ランドづくりと情報発
信」の実施

市外・全国などに対し
ての情報発信の強化に
よる北広島市ブランド
の定着化

市外・全国などに対し
ての情報発信の強化に
よる北広島市ブランド
の定着化

商業労働課 事業費（千円） 3,412 3,412 3,412

コミュニティＦＭ広
報事業

情報発信・受信手段の多様化に対応するた
め、コミュニティＦＭを通じて、市の施策
や行事などを分かりやすく市民に伝える。

「市役所情報ＢＯＸ」
や「きたひろ再発見」
の番組での情報発信
災害時の緊急情報や高
齢者の行方不明情報の
放送

「市役所情報ＢＯＸ」
や「きたひろ再発見」
の番組での情報発信
災害時の緊急情報や高
齢者の行方不明情報の
放送

「市役所情報ＢＯＸ」
や「きたひろ再発見」
の番組での情報発信
災害時の緊急情報や高
齢者の行方不明情報の
放送

情報推進課 事業費（千円） 1,834 1,834 1,834

【拡大】

議会広報事業

定例会等での一般質問や代表質問の答弁及
び各議案の審議の状況など、市議会の活動
概要を市民に周知する。

議会だよりの発行
【拡大】
議会中継用機材の購入
及び設置
議会中継の開始

議会だよりの発行
議会中継の実施

議会だよりの発行
議会中継の実施

議会事務局 事業費（千円） 4,014 3,607 3,607

事業内容

【施策３　個人情報の保護】

事業内容

【施策４　広報広聴活動の充実】

114 


	17 推進計画【分野別表紙　6章】
	18 推進計画書【6章】

