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第第５５章章  
 

快快適適なな生生活活環環境境ののままちち  

＜生活・都市基盤＞ 
 

 

 

 

第１節  市街地整備の推進 

第２節  居住環境の充実 

         第３節  道路の整備 

         第４節  交通の充実 

         第５節  水道の整備 

         第６節  下水道の整備 

       第７節  都市景観の形成 

       第８節  情報化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 



第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市街地整備計画事業

「第5次総合計画」の「基本目標」や北広
島市都市計画マスタープランにおける「都
市づくりの目標」などの実現のために、計
画的な市街地の形成をめざす。社会状況の
変化に対応するため、平成16年に策定さ
れた北広島市都市計画マスタープランの見
直しを行うとともに、必要に応じて用途地
域や地区計画などの変更を行う。

都市計画審議会の開催
GISシステムの保守
都市計画マスタープラ
ンの修正
汎用GIS移行

都市計画審議会の開催
GISシステムの保守
汎用GISのＷＥＢ公開

都市計画審議会の開催
GISシステムの保守
汎用GISのＷＥＢ公開

都市計画課 事業費（千円） 2,047 1,434 434

町名・町界整備事業

市民及び来訪者の利便を図り、わかりやす
いまちづくりを進めるため、町名・町界整
備を進める。北広島輪厚工業団地地区の町
名・町界整備事業を実施するとともに、共
栄・北の里地区の合意形成に向けた取り組
みの検討を進める。

未整備地区の整備検討 未整備地区の整備検討
未整備地区の整備検討
北広島輪厚工業団地地
区現況調査

都市計画課 事業費（千円） 0 0 1,504

土地区画整理組合指
導事業

組合施行の土地区画整理事業に関して適切
な指導、助言、技術援助、許認可を行なう
ことにより、本市がめざす魅力ある健全で
良好な市街地形成の誘導を図り、地区住民
等の生活環境の向上と新たな市民のための
住宅地を供給する。

土地区画整理組合への
指導・助言・技術援助
許認可業務

土地区画整理組合への
指導・助言・技術援助
許認可業務

土地区画整理組合への
指導・助言・技術援助
許認可業務

都市整備課 事業費（千円） 67 67 67

市街地活性化事業

北広島団地活性化計画の推進や既存市街地
の未利用地の利用促進のため、各種支援制
度の検討を行う。北広島団地活性化に向け
た情報提供・意見交換などの場づくりや、
「空き地・空き家バンク」のPRなど、不
動産の流動化に向けた取組みを行う。

団地活性化推進会議の
開催
空き地・空き家などの
流動化に向けた取り組
み
近年転入・転出者の実
態調査
先進地視察

団地活性化推進会議の
開催
空き地・空き家などの
流動化に向けた取り組
み
近年転入・転出者の実
態調査

団地活性化推進会議の
開催
空き地・空き家などの
流動化に向けた取り組
み
近年転入・転出者の実
態調査

都市計画課 事業費（千円） 754 275 275

●第1節　市街地整備の推進

【施策１　市街地の形成】

事業内容

第１節 市街地整備の推進 施策１ 市街地の形成

施策２ 駅周辺まちづくり
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

エルフィンパーク活
用事業

エルフィンパークを活用し、市民に多様な
憩いと集いの場を提供するとともに、市民
自らの活動や交流を促進するため、市民や
サークルによる展示などのイベントの場を
提供する。市民サービスコーナーを活用
し、戸籍等各種証明の交付などの行政サー
ビスを提供し、市民サービスの向上を図
る。

エルフィンパーク及び
市民サービスコーナー
の活用

エルフィンパーク及び
市民サービスコーナー
の活用

エルフィンパーク及び
市民サービスコーナー
の活用

市民課 事業費（千円） 9,933 9,933 9,933

有料駐車場管理運営
事業

駅周辺公共施設等の利用者の利便性の向上
及び違法駐車を防止し良好な都市景観を確
保するため、指定管理者制度により、民間
企業のノウハウを活かした市営東西駐車場
の適正な管理や効率的な運営を進めるとと
もに利用率の向上図る。

市営東西駐車場の管理
運営
火災報知機（感知器）
の交換

市営東西駐車場の管理
運営
東駐車場の大規模修繕

市営東西駐車場の管理
運営

土木事務所 事業費（千円） 4,928 34,788 4,481

自転車駐車場管理事
業

駅周辺の良好な環境保持のため、駅東西側
に4箇所設けた自転車駐車場等の適切な管
理運営を行い、自転車の利用促進を図る。

自転車駐車場等の管理
運営

自転車駐車場等の管理
運営

自転車駐車場等の管理
運営

土木事務所 事業費（千円） 1,638 1,638 1,638

駅周辺まちづくり推
進事業

ＪＲ北広島駅周辺の文化施設や商業・業務
施設の諸機能を生かし、市の顔にふさわし
いまちづくりを推進するため、民間用地の
利用促進のための地権者との協議、地区計
画の柔軟な対応について検討を進める。Ｊ
Ｒ上野幌駅周辺については、交通の利便性
を生かし商業・業務施設等の立地を図る。
駅前広場やバスの乗り入れなどについて関
係機関と協議を進める。

関係者との協議 関係者との協議 関係者との協議

政策調整課 事業費（千円） 0 0 0

【施策２　駅周辺まちづくり】

事業内容
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

公営住宅長寿命化事
業

平成23年度に策定した公営住宅長寿命化
計画に基づき、必要な修繕・改善等を実施
する。

次年度実施に向け修繕
案件の検討

調査設計・修繕・改善
の実施

調査設計・修繕・改善
の実施

建築課 事業費（千円） 0 20,000 20,000

市営住宅共栄団地建
替事業

高齢者や低額所得者など住宅困窮者が入居
する市営住宅の住環境水準向上のため、公
営住宅ストック総合活用計画により、老朽
化が著しい共栄第２団地と北の台団地を共
栄第２団地敷地に集約した形で建替える。

土質調査
実施設計
入居者仮移転

建設工事
既存住宅解体除却

建築工事
土質調査
実施設計
入居者移転

建築課 事業費（千円） 35,904 315,790 461,160

【新規】

市営住宅西の里団地
用地取得事業

市営住宅西の里団地建替え工事完了に伴
い、貸与を受けていた用地を取得する。

用地取得

≪H24事業終了≫

建築課 事業費（千円） 120,629

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

住宅住替え支援事業
利便性の高い地域などへの住替え意向を
持っている高齢者世帯等の移転先情報を収
集し、相談に応じる。

移転先等情報の収集・
提供

移転先等情報の収集・
提供

移転先等情報の収集・
提供

建築課 事業費（千円） 0 0 0

木造住宅耐震診断・
改修支援事業

木造住宅の耐震化の促進を図るため、昭和
56年5月31日以前に着工された木造住宅
を対象として所有者が耐震診断・改修工事
を行う際に要する経費の一部を助成する。

耐震診断の助成
耐震診断の助成
耐震改修の助成

耐震診断の助成
耐震改修の助成

建築課 事業費（千円） 100 500 500

●第２節　居住環境の充実

【施策１　公営住宅等の整備促進】

事業内容

【施策２　多様なニーズへの対応】

事業内容

○平成23年度で事業終了した事業（事業費）

・公営住宅長寿命化計画策定事業（3,616千円）

第２節 居住環境の充実 施策１ 公営住宅等の整備促進

施策２ 多様なニーズへの対応
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

【拡大】

生活道路整備事業

市民にとって も身近な生活道路を整備す
ることで、振動や防塵対策、雨水の滞留防
止を図り、安全で快適な道路環境を確保す
る。

路線測量設計
道路改良舗装
【拡大】
既整備済みである生活
道路の再道路改良

路線測量設計
道路改良舗装

路線測量設計
道路改良舗装

都市整備課 事業費（千円） 73,182 64,720 71,220

【拡大】

市道整備事業
（単独）

未改良区間や老朽化した路線の整備を拡大
し、安全で快適な道路環境を確保する。

道路改良・舗装
・南ヶ丘4号線
・大曲幸1号線
・輪厚中の沢線
【拡大】
測量
・輪厚仁別線

道路改良・舗装
・輪厚中の沢線
・輪厚仁別線
【拡大】
設計
・裏の沢川沿通線

道路改良・舗装
・大曲団地2号線
・裏の沢川沿通線

都市整備課 事業費（千円） 202,094 186,200 15,000

【拡大】

市道整備事業
（補助）

未改良区間や老朽化した路線の整備を拡大
し、安全で快適な道路環境を確保する。

【拡大】
測量設計
・中央通線歩道

道路整備
・中央通線歩道
用地確定･取得
・大曲椴山線
【拡大】
負担金
・南9号橋架替

道路整備･改築、負担金
・中央通線歩道
・大曲椴山線
・南9号橋架替
【拡大】
用地買収
・輪厚中央通線

都市整備課 事業費（千円） 14,000 86,767 248,100

【新規】

市道整備事業
（直轄）

未改良区間や老朽化した路線の整備を拡大
し、安全で快適な道路環境を確保する。

負担金
・南9号橋架替

都市整備課 事業費（千円） 2,000

街路樹補植事業
都市景観の保持と交通の安全性や快適性の
確保のため、枯れや倒木によって除去され
た空き植樹桝の補植を実施する。

緑陽通線
稲穂通線

緑陽通線
稲穂通線

緑陽通線
稲穂通線

土木事務所 事業費（千円） 1,000 1,000 1,000

事業内容

●第３節　道路の整備

【施策１　市内幹線道路・生活道路等の整備】

第３節 道路の整備 施策１ 市内幹線道路・生活道路等の整備
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

照明灯維持補修事業
市管理の道路照明灯を計画的に維持・補修
することにより、車両及び歩行者の通行の
安全を確保する。

自立型照明灯塗装
自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取
替
共架型照明灯取替

自立型照明灯塗装
自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取
替
共架型照明灯取替

自立型照明灯塗装
自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取
替
共架型照明灯取替

土木事務所 事業費（千円） 4,000 4,000 4,000

舗装補修事業
老朽化している道路のうち、幹線及び準幹
線の中から交通量、劣化度、重要度等によ
り補修事業を計画的に進める。

西の里中学校通線車歩
道
中央通線車道
緑陽通線歩道
広葉通線車歩道
大曲東通線車道
広島輪厚線車道

西の里中学校通線車歩
道
南9号線車道
中央通線車道
緑陽通線歩道
広葉通線歩道
広島輪厚線車道

西の里小学校通線車歩
道
南9号線車道
中央通線車道
緑陽通線歩道
広島輪厚線車道
北進通線車道

土木事務所 事業費（千円） 80,000 80,000 80,000

市道用地確定事業

市道敷地の用地確定（分筆）が必要なもの
や、所有権、使用権などの権原を市が取得
していないもの（未処理用地）について、
用地買収、寄付などにより権原を取得す
る。

用地取得
西の里支線

用地取得
共栄排水機場線
南の里外広島幹線1号線
東共栄稲穂通線
冨ヶ丘東1号線

用地取得
冨ヶ丘東1号線

土木事務所 事業費（千円） 903 3,129 3,158

地域土木振興事業
市内の土木施設の整備を図り、住民生活の
向上のため、共同で土木工事を実施する者
に対し、事業費の支援を行う。

対象団体に助成 対象団体に助成 対象団体に助成

土木事務所 事業費（千円） 3,500 750 750

東西連絡橋施設補修
事業

市民の憩いとコミュニティの場として良好
な状態を維持するため、経年劣化による
シーリング等の補修を計画的に実施する。

床目地修繕
窓 枠 等 シ ー リ ン グ 斜
路・階段修繕

床目地修繕
窓枠等シーリング
ドーム縦フレーム枠修
繕

床目地修繕

土木事務所 事業費（千円） 6,668 6,200 3,800

事業内容
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

橋梁長寿命化事業

平成23年度に策定される橋梁長寿命化修
繕計画に基づき、補修工事等を適期・適切
に行うことで橋梁の長寿命化及び修繕費用
の縮減を図り、道路網の安全性・信頼性を
確保するため、補修工事を計画的に実施す
る。

点検
点検
実施設計
補修工事

補修工事

土木事務所 事業費（千円） 0 50,000 50,000

道路計画事業

安全性、利便性の高い都市間連絡道路や市
内道路網のネットワーク形成のため、都市
計画道路を適切に定めるとともに、適宜、
都市計画道路網の見直しを進める。

都市計画審議会の開催
交通量調査

都市計画審議会の開催
交通量調査

都市計画審議会の開催
交通量調査

都市計画課 事業費（千円） 2,068 2,068 2,068

　・中央線道路改築事業（H24：6,700千円　H25：37,000千円）

　・北進通線歩道整備事業（H24：11,000千円　H25：12,000千円）

　・大曲東通線歩道造成事業（H25：19,000千円）

　・大曲椴山線道路改築事業

　・南9号橋架替事業　　　　　　　　　　　             市道整備事業（補助）　

　・中央通線歩道整備事業　　　　　　　　　

○2011推進計画に掲載されていたが2012推進計画において掲載を見送った事業

   ・輪厚中央通線道路改築事業

○平成23年度で終了した事業（事業費）

　・南ヶ丘4号線道路改築事業　　

　・大曲幸1号線道路改築事業　　

　・輪厚中の沢線交通安全施設等整備事業

　・中央線道路改築事業　　　　　　　　　　　　 　　市道整備事業(単独)　　　　　　　　　　　

　・西の里小学校通線歩道造成事業（14,500千円）

　・西の里中央通線道路改築事業（21,600千円）

　・橋梁長寿命化修繕計画策定事業（6,740千円）

○2012推進計画において統合して事業名を変更した事業

　・大曲団地2号線道路改築事業

　・裏の沢川沿通線道路改築事業

　・輪厚仁別線交差点改良事業

事業内容
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

地域交通システム検
討事業

交通弱者の移動の利便性と地域間交通の促
進を図るため、北広島市地域公共交通活性
化協議会が策定した「地域公共交通総合連
携計画」に基づき、交通空白地域において
乗合タクシーの実証運行を行い、運行方法
等の評価・検証などを行う。

乗合タクシーによる実
証運行の実施
実証運行の評価・検証
の実施
地域交通レターの発行

≪H24で事業終了≫

政策調整課 事業費（千円） 2,546

【新規】

生活バス路線確保対
策事業

市民の日常生活に不可欠な生活バス路線を
確保・維持し、市民生活の利便を図るた
め、市内完結バス路線の運行経費の一部を
乗合バス事業者へ補助する。

乗合バス事業者に運行
経費の一部補助

乗合バス事業者に運行
経費の一部補助

乗合バス事業者に運行
経費の一部補助

市民課 事業費（千円） 2,500 2,500 2,500

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

サイクルネットワー
ク構築事業

環境にやさしい自転車交通の利用促進のた
め、市内の未整備区間の整備及び道央馬追
サイクルネットワーク構想との連携を図
る。

未整備区間の調査・研
究
サイクルネットワーク
のＰＲ

未整備区間の調査・研
究
サイクルネットワーク
のＰＲ

未整備区間の調査・研
究
サイクルネットワーク
のＰＲ

政策調整課 事業費（千円） 0 0 0

レンタサイクル事業

環境にやさしい交通手段である自転車の利
用促進を図るため、自転車の貸出しを行
い、併せて市民の健康促進及びレクリエー
ションの振興を図る。

駅東口でレンタサイク
ルの実施
自転車の駅でレンタサ
イクルの実施

駅東口でレンタサイク
ルの実施
自転車の駅でレンタサ
イクルの実施

駅東口でレンタサイク
ルの実施
自転車の駅でレンタサ
イクルの実施

土木事務所 事業費（千円） 2,101 2,101 2,101

【施策１　公共交通の充実】

事業内容

【施策２　サイクリング・ネットワークの形成】

事業内容

●第４節　交通の充実

第４節 交通の充実 施策１ 公共交通の充実

施策２ サイクリング・ネットワークの形成

施策３ 冬期間交通の確保
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市道排雪支援事業
冬期間の生活環境の改善と交通確保を図る
ため、市街化区域内における市道の排雪を
実施する自治会等を支援する。

自治会等に助成 自治会等に助成 自治会等に助成

土木事務所 事業費（千円） 32,487 32,487 32,487

私道除雪支援事業
冬期間の交通確保のため、私道の除雪を実
施する団体を支援する。

対象団体に助成 対象団体に助成 対象団体に助成

土木事務所 事業費（千円） 2,300 1,725 1,725

小型除雪機械貸出事
業

通常の市道除雪では対応しきれない道路な
どの除雪を自主的に行う自治会等を対象に
貸出を行う。

小型除雪機械の貸出 小型除雪機械の貸出 小型除雪機械の貸出

土木事務所 事業費（千円） 1,579 1,579 1,579

除雪車等購入事業

除雪車等の計画的な更新により、除雪や道
路維持の体制を保持し、冬期間の円滑な交
通と安全を確保するとともに、排雪のため
の除雪車等を購入し、快適な生活環境を確
保する。

除 雪 ト ラ ッ ク 、 大 型
ロータリー除雪車の購
入

除雪グレーダーの購入 除雪ドーザーの購入

土木事務所 事業費（千円） 80,226 30,000 40,000

雪対策基本計画策定
事業

冬期間の快適な生活環境の形成を図るた
め、雪対策に関する協働のあり方や役割分
担などについて検討し、雪対策基本計画を
策定する。

雪対策基本計画の策定

≪H24で事業終了≫

土木事務所 事業費（千円） 941

事業内容

【施策３　冬期間交通の確保】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

水質検査委託事業

〔水道会計〕

安全で安心な水を供給するため、水道法に
基づく水質基準に適合することを確認する
ため水質検査を実施する。

毎月検査（9項目）の実
施
年4回検査（16項目）
の実施
年1回基準項目（50項
目）検査の実施

毎月検査（9項目）の実
施
年4回検査（16項目）
の実施
年1回基準項目（50項
目）検査の実施

毎月検査（9項目）の実
施
年4回検査（16項目）
の実施
年1回基準項目（50項
目）検査の実施

水道施設課 事業費（千円） 2,940 3,051 3,051

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

飲料水等供給施設設
置支援事業

市街化調整区域に居住する市民に対し、良
質な飲料水の確保と安定供給を図るため、
飲料水等供給施設の設置工事に対する費用
を助成する。

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

給水施設設置費を助成
井戸設置費を助成

環境課 事業費（千円） 1,000 1,000 1,000

休日等給水サービス
業務委託事業

〔水道会計〕

休日等における給水装置に関する問合せや
相談に対応するため、修理依頼や必要に応
じた現地対応を含めた給水サービスを実施
する。

休日等給水サービス業
務の委託

休日等給水サービス業
務の委託

休日等給水サービス業
務の委託

業務課 事業費（千円） 1,971 1,955 1,955

水道開閉栓業務委託
事業

〔水道会計〕

年間を通じた開閉栓届出に対応するため、
土日・祝日・年末年始を含めた開閉栓業務
を実施する。

開閉栓業務の委託 開閉栓業務の委託 開閉栓業務の委託

業務課 事業費（千円） 6,992 6,992 6,992

事業内容

【施策１　水の安心】

【施策２　水の安定】

事業内容

●第５節　水道の整備

第５節 水道の整備 施策１ 水の安心

施策２ 水の安定

施策３ 施設の維持

施策４ 水道経営基盤の強化
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

水道第５期拡張事業

〔水道会計〕

給水区域内への上水道の安定供給を図るた
め、水道第5期拡張事業により水道施設及
び配水管の整備を実施する。

輪厚地区配水管外整備
工事（北広島輪厚工業
団地）
配水管整備
千歳川水系受水施設電
気設備実施設計
輪厚地区電気計装設備
工事監理

西の里配水池耐震補強
設計
配水管整備
千歳川水系受水施設電
気設備工事
輪厚地区配水管外整備
工事（北広島輪厚工業
団地）
輪厚地区電気計装設備
工事監理

水道施設更新・耐震計
画策定
配水管整備工事

水道施設課 事業費（千円） 113,170 94,261 17,850

石狩東部広域水道企
業団出資金

石狩東部広域水道企業団からの用水供給の
ため、「地方公営企業繰出基準」に基づく
「上水道の水源開発に要する経費」及び
「上水道の広域化対策に要する経費」を企
業団に対する繰出金及び出資金により構成
団体が権利水量に応じた負担をする。

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

財政課 事業費（千円） 20,928 19,580 16,230

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

配水管改良事業

〔水道会計〕

老朽管更新事業計画に基づき、老朽化した
既存配水管を更新し、漏水事故等の未然防
止と有収率の向上を図る。基幹的配水管の
更新においては、配水管の劣化度調査を行
い地震災害時に備えた耐震管での更新を実
施する。

配水管更新
基幹配水管土質分布図
作成
基幹配水管劣化度調査

配水管更新
基幹配水管劣化度調査

配水管更新

水道施設課 事業費（千円） 179,127 176,294 192,060

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

上下水道料金収納業
務委託事業

〔水道会計〕

上下水道料金の未納者に対する催告や個別
徴収を行い、納入の促進、滞納整理を実施
する。

収納業務の委託 収納業務の委託 収納業務の委託

業務課 事業費（千円） 7,444 7,444 7,444

事業内容

【施策３　施設の維持】

事業内容

【施策４　水道経営基盤の強化】

事業内容

　・水道ビジョン策定事業（6,738千円）

○平成23年度で終了した事業（事業費）
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

下 水 道 （ 雨 ・ 汚 水
管）整備事業

〔下水道会計〕

市街地における浸水の防止、快適で衛生的
な生活環境の確保及び公共用水域の水質保
全を図るため、道路整備に合わせた雨水管
の整備、未普及地区の汚水管整備及び老朽
化した施設の更新を行う。

大曲地区雨水管整備
輪厚工業団地汚水管整
備
大曲ポンプ場
（自動除塵機外更新）

大曲地区雨水管整備
大曲地区雨水管整備
西の里ポンプ場

下水道課 事業費（千円） 118,351 28,257 43,417

下水処理センター整
備事業

〔下水道会計〕

市街地における快適で衛生的な生活環境を
確保し、公共用水域の水質保全を図ため、
老朽化した施設・機器の更新を実施する。
平成23年から生ごみ、平成25年からし
尿・浄化槽汚泥を受け入れて集約混合処理
を行うため、施設の増設を行う。

消化タンク増設
動力制御盤更新
ポンプ設備等機器更新
機器更新実施設計

ボイラー更新
動力制御盤更新
変電設備更新
水処理電気設備更新
反応タンク散気装置更
新
ポンプ設備更新
機器更新実施設計
場内外構整備実施設計

水処理電気設備更新
ポンプ設備更新
強制濃縮棟電気設備更
新
機器更新実施設計
事業認可変更設計
場内外構整備

下水道課 事業費（千円） 460,962 477,493 441,333

下水道管理システム
整備事業

〔下水道会計〕

下水道事業の事務事業の効率化及び市民等
へ管路情報を提供するため、下水道管路等
情報のデータ更新を実施する。

下水道管路等情報の更
新

下水道管路等情報の更
新

下水道管路等情報の更
新

下水道課 事業費（千円） 2,500 2,500 2,500

下水道管渠更生事業

〔下水道会計〕

マンホールや管渠破損による道路陥没等の
防止及び浸入水の防止による下水処理セン
ターへの負荷軽減を図るため、調査に基づ
き計画的な補修を実施する。

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修

下水道課 事業費（千円） 12,000 12,000 12,000

事業場排水監視事業

〔下水道会計〕

下水道施設の機能低下の防止や環境保全を
図るため、事業場などからの排水の水質検
査等を実施する。

事業場排水水質検査
違反事業場に対する改
善指導

事業場排水水質検査
違反事業場に対する改
善指導

事業場排水水質検査
違反事業場に対する改
善指導

下水道課 事業費（千円） 1,200 1,200 1,200

●第６節　下水道の整備

【施策１　下水道の整備と利用の促進】

事業内容

第６節 下水道の整備 施策１ 下水道の整備と利用の促進

施策２ 発生汚泥の有効利用

施策３ し尿・浄化槽汚泥の処理
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

下水道施設長寿命化
計画策定事業

〔下水道会計〕

施設の健全度調査を行い、ライフサイクル
コスト（新設費、維持管理費、処分費を含
めた費用）の縮減と施設の延命化を図るた
め、耐震化等の機能向上も考慮して、改
築・更新に関する概ね5年間の整備計画を
策定する。

処理場施設長寿命化計
画の策定

管渠施設長寿命化の基
礎調査

管渠施設長寿命化計画
の策定

下水道課 事業費（千円） 8,100 5,000 9,000

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

汚泥有効利用推進事
業

〔下水道会計〕

バイオマス受入れに伴い、汚泥の性状が変
化することから、肥料取締法の基準に適合
した安全な汚泥肥料として緑農地還元を
行っていくため、汚泥分析、植害試験等を
行うとともに、汚泥量の増加に対する新た
な利用拡大を図る。

汚泥試験の実施
植害試験の実施
乾燥汚泥の運搬保管

汚泥試験の実施
植害試験の実施
乾燥汚泥の運搬保管

汚泥試験の実施
植害試験の実施
乾燥汚泥の運搬保管

下水処理センター 事業費（千円） 2,436 5,509 2,650

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

道央地区環境衛生組
合負担金事業

北広島市・長沼町・由仁町・南幌町の1市
3町で構成する道央地区環境衛生組合での
し尿等の広域処理に対する費用を負担す
る。

道央地区環境衛生組合
に対する負担金

≪H24で事業終了≫

環境課 事業費（千円） 41,396

バイオマス利活用施
設整備事業

道央地区し尿処理場で処理されているし
尿・浄化槽汚泥を平成25年度から下水処
理センターで処理するため、これに対応す
る施設の整備を行う。

バイオマス混合調整棟
機械・電気設備工事
し尿・浄化槽汚泥予備
貯留槽建設工事

≪H24で事業終了≫

環境課 事業費（千円） 346,788

【施策２　発生汚泥の有効利用】

　・下水道中期ビジョン策定事業（1,890千円）

○平成23年度で終了した事業（事業費）

事業内容

事業内容

【施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理】

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

都市景観形成事業

北海道景観条例に基づき、地域の個性を生
かした魅力ある都市景観づくりを進め、快
適で美しい街並みの形成と維持を図るた
め、届出対象となる建築物などについての
審査指導、都市景観にかかる啓蒙・啓発及
び屋外広告物の指導、違反広告物の簡易除
去を実施する。

景観法に基づく協議・
指導
都市景観の啓蒙・啓発
違反広告物の指導・除
去

景観法に基づく協議・
指導
都市景観の啓蒙・啓発
違反広告物の指導・除
去

景観法に基づく協議・
指導
都市景観の啓蒙・啓発
違反広告物の指導・除
去

都市計画課 事業費（千円） 44 44 44

●第７節　都市景観の形成

【施策１　景観づくり】・【施策２　景観の維持】

事業内容

第７節 都市景観の形成 施策１ 景観づくり

施策２ 景観の維持
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

情報通信基盤設備管
理事業

行政情報センターを中核とした市内各公共
施設の情報通信ネットワークを活用して情
報の発信・共有を行うとともに、地方公共
団体専用の回線であるLGWANを用いて国
や各地方公共団体等との情報の連携・交換
など行政事務の簡素化、効率化を図る。

機器等の保守及び修繕
複合機の借上
PCの更新
ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフト
外）

機器等の保守及び修繕
複合機の借上
PCの更新
ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフト
外）

機器等の保守及び修繕
複合機の借上
PCの更新
ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフト
外）

情報推進課 事業費（千円） 92,599 84,292 92,802

基幹系情報システム
管理事業

市民サービスに直結する各業務システムに
ついて、ネットワークによる情報連携を行
い業務の効率化及び市民サービスの迅速化
を図るとともに、市が保有している市民の
個人情報を外部から遮断した専用のネット
ワークで運用管理し、高いセキュリティレ
ベルを維持する。

システム等保守委託
備品購入
各業務システムとの連
携

システム等保守委託
備品購入

システム等保守委託
備品購入

情報推進課 事業費（千円） 63,124 69,805 67,406

総合内部情報システ
ム管理事業

財務や会計、財産、契約、計画など内部業
務のシステム化により、業務の適切な運用
管理と業務の効率化を図る。

内部情報システムの管
理運用

内部情報システムの管
理運用

内部情報システムの管
理運用

情報推進課 事業費（千円） 18,243 17,843 17,843

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

情報化施策推進事業

情報化が進んだ社会において、ITを活用し
た情報発信及び手続きの電子化を進め、市
民の利便性の向上を図る。市政情報の発信
のための市ホームページの充実や地域
SNSの運営、北海道電子自治体共同シス
テムの運用を継続し、電子申請・届出の充
実を図る。

ホームページの充実
地域SNSの運営
北海道電子自治体共同
システム（HARP)運用
継続

ホームページの充実
地域SNSの運営
北海道電子自治体共同
システム（HARP)運用
継続

ホームページの充実
地域SNSの運営
北海道電子自治体共同
システム（HARP)運用
継続

情報推進課 事業費（千円） 7,914 7,914 6,844

【施策１　行政事務の情報化】

事業内容

【施策２　情報化の環境整備】

事業内容

●第８節　情報化の推進

第８節 情報化の推進 施策１ 行政事務の情報化

施策２ 情報化の環境整備
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