
 2013推進計画パブリックコメント（新規事業分）

事業費単位：千円

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

子育てガイドブック
作成事業

子育て支援のため、子どもの誕生か
ら小学生までの期間における各種の
子育て情報をまとめた子育てガイド
ブックを配付する。

子育てガイドブック作
成・配付

子育てガイドブック配
付

子育てガイドブック作
成・配付

児童家庭課 事業費（千円） 734 0 350

子ども・子育て支援
事業計画策定事業

平成24年8月22日に公布された「子
ども・子育て関連法」に基づき、
「子ども・子育て支援事業計画」を
策定する。

ニーズ調査・分析委託
子ども・子育て支援事
業計画作成委託

子ども・子育て会議の
実施

児童家庭課 事業費（千円） 3,256 4,958 343

子どもの権利擁護事
業

子どもの権利を擁護するため、侵害
された子どもの権利回復のための救
済委員会や、子どもの権利推進計画
や子どもの権利に関する施策を審議
する権利推進委員会を運営するとと
もに、子どもの権利に関する広報啓
発活動を実施する。

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員
会の運営
子どもの権利に関する
広報啓発活動

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員
会の運営
子どもの権利に関する
広報啓発活動

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員
会の運営
子どもの権利に関する
広報啓発活動

児童家庭課 事業費（千円） 3,867 3,739 4,048

介護支援ボランティ
ア事業

ボランティア登録している高齢者
が、登録している介護保険施設や介
護サービス事業所において行ったボ
ランティア活動に対し、活動実績を
ポイント化し、ポイントに応じて換
金できるシステムの導入へ向け検討
する。

制度設計（活動団体意
向調査・事例研究)、ボ
ランティアポイント管
理機関・ボランティア
活動施設との打合せ、
研修会の開催、手帳印
刷

ボランティア登録事前
研修会の開催、ボラン
ティア登録・ポイント
手帳交付、ポイント活
用申請受付・交付、ス
タンプ作成

ボランティア登録事前
研修会の開催、ボラン
ティア登録・ポイント
手帳交付、ポイント活
用申請受付・交付、ス
タンプ作成

高齢者支援課 事業費（千円） 102 446 430

未熟児養育医療給付
事業

未熟児で出生し、医師が入院養育の
必要を認めた乳児に対し、養育医療
を受けさせ乳児の育成及び母子保健
の向上を図る。

未熟児養育医療費受給
者証の交付
養育医療費の給付

未熟児養育医療費受給
者証の交付
養育医療費の給付

未熟児養育医療費受給
者証の交付
養育医療費の給付

国保医療課 事業費（千円） 3,824 5,549 5,549

芸術文化ホール設備
修繕事業

芸術文化ホール（客席、舞台、音
響、照明設備等）の安全性や芸術文
化振興のための機能維持を図るた
め、保守点検等で不具合が確認され
た設備を計画的に修繕する。

舞台照明設備修繕
外国製ピアノ弦張り替
え修繕

舞台吊物ワイヤー修繕
オペラカーテン張り替
え
ビデオプロジェクター
購入

文化課 事業費（千円） 2,770 3,118 29,163

341

第7節芸術文化の振興

第5節高齢者福祉・介護の充実

103

第6節社会保障制度の充実

12

第2章人と文化を育むまち≪教育・文化≫

22

23

17

第１章支えあい健やかに暮らせるまち≪健康・福祉≫

第3節子育て支援の充実

　下記の表に記載している事業は、2012推進計画≪平成24～26年度≫に計上されておらず、2013推
進計画≪平成25～27年度≫に新たに要求のあった事業です。

計画
事業
番号

事業内容
年度計画

1



 2013推進計画パブリックコメント（新規事業分）

事業費単位：千円

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

　下記の表に記載している事業は、2012推進計画≪平成24～26年度≫に計上されておらず、2013推
進計画≪平成25～27年度≫に新たに要求のあった事業です。

計画
事業
番号

事業内容
年度計画

ごみ処理広域化事業
道央地域のごみ処理広域化に向けた
体制づくりなどの整備を行う。

廃棄物の共同処理を行
う廃棄物中間処理施設
の設置や管理運営を行
う道央地域ごみ処理広
域化推進協議会への負
担金支出

廃棄物の共同処理を行
う廃棄物中間処理施設
の設置や管理運営を行
う道央地域ごみ処理広
域化推進協議会への負
担金支出

廃棄物の共同処理を行
う廃棄物中間処理施設
の設置や管理運営を行
う道央地域ごみ処理広
域化推進協議会への負
担金支出

環境課 事業費（千円） 2,863 2,863 2,863

街区公園整備事業
身近に利用できる憩いや休息の場を
確保するため、街区公園（仮称：輪
厚中央公園）の整備を行う。

現況測量
用地買収
支障物件補償

公園造成工事

都市整備課 事業費（千円） 12,240 48,126 21,630

排水機場集中管理シ
ステム更新事業

排水機場（南の里、新中の沢、中の
沢、共栄）の監視制御及びデータ収
集、排水ポンプの適正稼働、内水氾
濫の防止を図るため設置したシステ
ムが耐用年数を超え監視制御に支障
をきたしているためシステムを更新
する。

システム更新に係る調
査

システム更新の実施及
び費用の負担

システム更新の実施及
び費用の負担

農政課 事業費（千円） 0 107,657 6,093

商工会地域振興事業

北広島商工会が実施する、市の知名
度アップ、シティセールス等に向け
た事業や、事業者の太陽光発電設備
等設置に係る費用への補助事業など
に対する支援を行う。

赤毛米の作付面積拡
大、赤毛米を活用した
新商品開発、ゆるキャ
ラ関係グッズ製作・販
売など商工会が実施す
る事業への支援

赤毛米の作付面積拡
大、赤毛米を活用した
新商品開発、ゆるキャ
ラ関係グッズ製作・販
売や、太陽光発電等の
設置補助など商工会が
実施する事業への支援

赤毛米の作付面積拡
大、赤毛米を活用した
新商品開発、ゆるキャ
ラ関係グッズ製作・販
売や、太陽光発電等の
設置補助など商工会が
実施する事業への支援

商業労働課 事業費（千円） 1,700 6,300 6,300

寒地稲作発祥１４０
周年記念事業

明治6年、中山久蔵翁が寒地稲作に成
功し140年を迎えるにあたり、あら
ためてその偉業をたたえるととも
に、市民と先人の苦労や当市の偉人
である中山久蔵翁の「挑む」精神に
触れる記念事業を実施する。

中山久蔵翁の功績等を
讃える記念事業（記念
講演会・パネル展の開
催、赤毛種の見本田拡
張、旧島松駅逓所のラ
イトアップなど）の実
施

商業労働課 事業費（千円） 1,190

691

540

第3節商業の振興

676

第5節観光の振興

第4章活力ある産業のまち≪産業・労働≫

第１節農業の振興

第2節廃棄物対策の推進

482

第3節水と緑の空間の充実

427

第3章美しい環境につつまれた安全なまち≪環境・安全≫
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市 道 整 備 事 業 （ 受
託）

国の千歳川河川整備計画に伴い、支
障となる裏の沢川沿通線の道路付け
替えを行う。

用地補償一式
道路改良
L=930m

舗装
L=930m

都市整備課 事業費（千円） 17,968 80,000 30,000

地域除雪懇談会推進
事業

雪対策基本計画に基づき、市民・事
業者・行政が地域の実情に応じた協
働による雪対策の取組みを推進する
ため、地域除雪懇談会を開催し、除
排雪に関する問題点の整理し除雪
マップを作成する。

地域除雪懇談会の開催
等に向けた調査・検討

地域除雪懇談会の開催
除雪マップの作成

地域除雪懇談会の開催
除雪マップの作成

土木事務所 事業費（千円） 0 4,920 4,920

石狩東部広域水道企
業団当初計画規模施
設分負担事業

石狩東部水道企業団へ、夕張シュー
パロダム広域施設の当初計画規模施
設分に係る負担分を支出する。

補助金 補助金 補助金

政策調整課 事業費（千円） 53,085 52,430 63,807

第4節交通の充実

677

第5節水道の整備

680

第5章快適な生活環境のまち≪生活・都市基盤≫

第3節道路の整備

631
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