
 2013推進計画パブリックコメント（拡大事業分）

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

乳幼児保健推進事業
（拡大）

平成25年4月1日より低体重児の届
出の受理および未熟児の訪問指導に
係る事務の実施権限が、都道府県並
びに政令市及び特別区から市町村に
移譲されるため、乳幼児保健推進事
業の拡大事業として実施する。

低体重児の届出の受理
未熟児の訪問指導

低体重児の届出の受理
未熟児の訪問指導

低体重児の届出の受理
未熟児の訪問指導

健康推進課 事業費（千円） 100 100 100

特定健康診査・特定
保 健 指 導 事 業 （ 拡
大）

特定健康診査・特定保健指導を受診
しやすい環境の整備と重症化予防の
ため、受診料の引き下げ、30代健診
の開始、保健指導対象者への2次健診
の実施を行い医療費適正化を推進す
る。

受診料500円に統一
30代健診や保健指導対
象者の2次健診の実施

受診料500円に統一
30代健診や保健指導対
象者の2次健診の実施

受診料500円に統一
30代健診や保健指導対
象者の2次健診の実施

国保医療課 事業費（千円） 6,359 9,278 9,278

保健衛生推進支援事
業（拡大）

健康づくりや健康意識の高揚を図る
ため、地域で推進する健康増進活
動、健康づくり・体力づくりを実施
する実行委員会等の支援先に「東部
生涯学習会」追加する。

地域健康づくり事業に
ついて「東部生涯学習
振興会」を追加

地域健康づくり事業に
ついて「東部生涯学習
振興会」を追加

地域健康づくり事業に
ついて「東部生涯学習
振興会」を追加

国保医療課 事業費（千円） 180 180 180

私立認可保育園運営
費支援事業（拡大）

北海道安心子ども基金の項目に「保
育士等処遇改善臨時特例事業」が追
加され、一定の要件を満たし、かつ
保育士等の処遇（給与等）を改善す
る私立認可保育園に対し、基金を活
用し補助を行う。

保育士等処遇改善を実
施する私立認可保育園
に対する補助

児童家庭課 事業費（千円） 9,417

児童発達支援・放課
後等デイサービス事
業（拡大）

法改正に伴い、地域の障がい児やそ
の家族を対象として有資格者による
面談やサービス利用計画作成等を行
う「障害児相談支援」を行い、サー
ビス等利用計画を提供、療育が必要
な児童を早期発見し、適切な支援を
実施する。

こども相談支援事業の
実施

こども相談支援事業の
実施

こども相談支援事業の
実施

こども発達支援センター 事業費（千円） 3,309 5,606 5,606

自立支援医療給付事
業（更生医療・育成
医療）（拡大）

障害者自立支援法の一部改正によ
り、自立支援医療（育成医療分）が
北海道から権限移譲となるため、平
成25年度より医療費給付事業を実施
する。
（旧事業名：障がい者更生医療給付
事業）

支給の認定
診療報酬の審査・支払

支給の認定
診療報酬の審査・支払

支給の認定
診療報酬の審査・支払

福祉課 事業費（千円） 1,364 1,550 1,550

56

73

第4節障がい福祉の充実

110

第１章支えあい健やかに暮らせるまち≪健康・福祉≫

第１節健康づくり・地域医療の充実

14

20

43

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≫に計上されている事業で事業
内容に変更があるため、推進計画≪平成25～27年度≫に拡大として要求のあった事業です。

計画
事業
番号

事業内容
年度計画
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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≫に計上されている事業で事業
内容に変更があるため、推進計画≪平成25～27年度≫に拡大として要求のあった事業です。

計画
事業
番号

事業内容
年度計画

特別支援教育推進事
業（拡大）

特別支援学級に食事や排泄などの介
助や移動時の補助など児童生徒の介
助をする特別支援学級介助員と、通
常学級に在籍する特別な支援を必要
とする児童の生活面や学習支援等を
行う特別支援教育支援員を増員して
配置する。

小学校に2名の特別支
援教育支援員を配置拡
大
～小学校8校に12名配
置

小学校に6名の特別支
援教育支援員を配置拡
大
～小学校8校に16名配
置

小学校に6名、中学校
に3名の特別支援教育
支援員を配置拡大
～小学校8校に16名、
中学校6校中3名配置

学校教育課 事業費（千円） 1,052 6,693 10,039

学校支援地域本部事
業（拡大）

児童生徒にきめ細かな授業を行い、
授業への関心度・理解度を高めるた
め、小中学校に担任のほかに配置す
る授業補助員の配置時間数を拡大す
る。

授業補助員の配置時間
数拡大
～150時間分の配置
（1校当たり25時間
増）

授業補助員の配置時間
数拡大
～1,200時間分の配置
（1校当たり75時間
増）

授業補助員の配置時間
数拡大
～1,200時間分の配置
（1校当たり75時間
増）

社会教育課 事業費（千円） 570 1,395 1,395

浄化槽設置奨励事業
（拡大）

公共用水域の汚濁原因となっている
市民の日常生活排水を適正に処理す
るため、公共下水道計画区域外の居
住市民が、合併処理浄化槽の新設
や、既設単独処理浄化槽の合併処理
浄化槽への転換する際への補助制度
を整備し、合併処理浄化槽の整備・
普及を図る。

浄化槽設置費の助成 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） 1,999 4,055 4,055

最終処分場周辺環境
整備事業（拡大）

北広島市廃棄物処分場に関する協定
書に基づき、最終処分場周辺の環境
整備事業として輪厚川床浚工事を実
施する。

北広島市廃棄物処分場
に関する協定書に基づ
き、最終処分場周辺の
環境整備事業として輪
厚川床浚工事の実施

環境課 事業費（千円） 5,438

防災資機材整備事業
（拡大）

大規模災害時において、市や消防等
の公的機関による活動が機能するま
での間、自主防災組織の果たす役割
が大きいことから、救助・応急対策
等に自主防災組織が必要とする資機
材の購入を拡大する。

救助工具セットの購入
毛布の購入
汚物収納袋の購入

救助工具セットの購入
毛布の購入
汚物収納袋の購入

救助工具セットの購入
毛布の購入
汚物収納袋の購入

危機管理課 事業費（千円） 5,044 6,173 6,173

自主防災組織育成事
業（拡大）

自主防災組織の設立を促進するため
に、防災に関するシンポジウムの開
催、地域での防災活動を担う人材育
成研修の開催により、防災に関する
知識、技能の普及を図る。

防災関係シンポジウ
ム、地域防災リーダー
研修会の開催

地域防災リーダー研修
の開催

地域防災リーダー研修
の開催

危機管理課 事業費（千円） 392 123 123

483

第4節防災体制の充実

472

475

第3章美しい環境につつまれた安全なまち≪環境・安全≫

第１節環境の安全

412

第2節廃棄物対策の推進

348

第１節「生きる力」を育む学校教育の推進

346

第2節信頼され、魅力ある学校づくりの推進

第2章人と文化を育むまち≪教育・文化≫
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事業費単位：千円

事業名
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応急手当普及啓発活
動事業（拡大）

平成23年8月31日付け消防救239
号消防庁次長通知「応急手当の普及
啓発活動の推進に関する実施要綱の
一部改正」により、救命講習カリ
キュラムが追加されたため各種講習
を実施する。

普通救命講習Ⅲの実施
救命入門コースの実施

普通救命講習Ⅲの実施
救命入門コースの実施

普通救命講習Ⅲの実施
救命入門コースの実施

救急指令課 事業費（千円） 166 179 179

農業用排水路維持管
理事業（拡大）

農業用排水路の草刈り及び床浚いに
ついて、区域を拡大して実施する。

農業用排水路の草刈り
及び床浚い

農業用排水路の草刈り
及び床浚い

農業用排水路の草刈り
及び床浚い

農政課 事業費（千円） 2,802 2,711 2,711

企 業 誘 致 推 進 事 業
（拡大）

企業誘致活動の一環である雇用創出
の場を確保するための支援策とし
て、北広島市企業立地促進条例に基
づき、事業所の新増設者に対する市
内居住者雇用奨励金を交付するため
拡大する。

事業所の新増設者に対
する市内居住者雇用奨
励金(50万円/人・3年)
を交付

事業所の新増設者に対
する市内居住者雇用奨
励金(50万円/人・3年)
を交付

事業所の新増設者に対
する市内居住者雇用奨
励金(50万円/人・3年)
を交付

工業振興課 事業費（千円） 500 500 4,000

観 光 振 興 事 業 （ 拡
大）

地域活性化や観光資源の紹介、宣伝
等本市の観光事業の発展を図るた
め、第３５回ふるさと祭りの節目に
当たる事業などを拡大する。

北広島市観光協会が実
施する事業への支援
管内市町村との連携

商業労働課 事業費（千円） 1,000

道 路 計 画 事 業 （ 拡
大）

輪厚工業団地への企業誘致、周辺ゴ
ルフ場の利用者や地元住民の利便性
向上のため、輪厚スマートインター
チェンジの24時間運用に向けた検討
を行う。

輪厚スマートインター
チェンジの24時間化に
向けた利用実態調査、
交通量利用率や将来交
通量、採算性、費用対
効果の分析

都市計画課 事業費（千円） 3,287

市 道 整 備 事 業 （ 単
独）（拡大）

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。

大曲椴山線調査設計

都市整備課 事業費（千円） 21,500

532

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

633

630

第4章活力ある産業のまち≪産業・労働≫

第１節農業の振興

507

第4節企業誘致・新産業の創出

523

第5節観光の振興

第5節消防・救急体制の充実

461
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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≫に計上されている事業で事業
内容に変更があるため、推進計画≪平成25～27年度≫に拡大として要求のあった事業です。

計画
事業
番号

事業内容
年度計画

生 活 道 路 整 備 事 業
（拡大）

市民にとって最も身近な生活道路
で、整備されてから相当の年数が経
過し老朽化が著しい状況であり、老
朽化の度合いに応じて雨水処理を含
めた二次改築を実施する。

路線測量設計
L=220m

路線測量設計
L=384m
道路改良舗装
L=371m

路線測量設計
L=603m
道路改良舗装
L=344m

都市整備課 事業費（千円） 30,100 51,250 50,602

街路樹補植事業（拡
大）

都市景観の保持と交通の安全性の確
保のため、枯れや倒木によって除去
された空き植樹桝への補植を拡大し
て実施する。

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） 2,000 2,000 2,000

照明灯維持補修事業
（拡大）

安心・安全な道路交通環境の確保の
ため、耐用年数を超え経年劣化が著
しい照明灯を定期的に調査・診断を
行い、更新等の維持管理を行うとと
もに、環境負荷低減を目的としてに
ＬＥＤ化を図る。

劣化度調査・診断
ＬＥＤ化16灯

ＬＥＤ化15灯 ＬＥＤ化16灯

土木事務所 事業費（千円） 26,000 26,000 26,000

舗 装 補 修 事 業 （ 拡
大）

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
拡大して進める。

輪厚中の沢線、広島輪
厚線の舗装打替え、路
面性状調査

広島輪厚線車道
輪厚中の沢線車道

広島輪厚線車道
西の里小学校通線車道

土木事務所 事業費（千円） H24繰越100,000 40,000 40,000

大 曲 会 館 エ レ ベ ー
タ ー 設 置 事 業 （ 拡
大）

大曲会館利用者の高齢化が進んでい
るため、出入り口等のバリアフリー
化及び和室の洋室化、外装塗装及び
屋上防水工事を行う。

エレベーター設置工事
に伴うバリアフリー化
等の実施設計

出入り口のバリアフ
リー化、和室の洋室
化、外装塗装及び屋上
防水工事

市民課 事業費（千円） 1,100 20,000

新庁舎建設事業（拡
大）

本庁舎の耐震性や狭隘化、分散化な
どによる市民サービスの低下を解消
するため、新庁舎の整備に取り組
む。

プロポーザル審査委員
会の設置
現況測量、基本設計
（H25～26）

実施設計
新庁舎建設工事
（H27～29）

庁舎建設推進課 事業費（千円） 17,830 90,645 1,290,369

第6章計画の実現に向けて≪行財政運営・地域≫

第１節市民参加・協働の推進

844

第4節行財政運営・行革の推進

823

656

672

674

675
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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
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計画
事業
番号

事業内容
年度計画

きたひろしまシティ
セ ー ル ス 事 業 （ 拡
大）

市外・全国などに対して、本市の魅
力を効果的に情報発信するため、Ｗ
ＥＢコンテンツを作成する。

市の魅力などの情報を
発信するＷＥＢコンテ
ンツの作成と情報発信

市の魅力などを盛り込
んだＷＥＢコンテンツ
による情報の発信

市の魅力などを盛り込
んだＷＥＢコンテンツ
による情報の発信

商業労働課 事業費（千円） 1,045 940 940

841

第6節情報公開・広報広聴の充実
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