
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３章

美しい環境につつまれた安全なまち

＜環境・安全＞

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

63 



第3章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催

環境課 事業費（千円） 393 450 450

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） 4,985 5,286 5,286

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【拡大】

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
自動車騒音の測定・評
価・監視
【拡大】
空 間 放 射 線 量 率 の 測
定・公表

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
自動車騒音の測定・評
価・監視
空 間 放 射 線 量 率 の 測
定・公表

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
自動車騒音の測定・評
価・監視
空 間 放 射 線 量 率 の 測
定・公表

環境課 事業費（千円） 7,138 7,462 7,462

事業内容
年度計画

●第1節　環境の保全

事業内容
年度計画

【施策１　地球環境の保全】

【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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 662 698 698

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に対する
費用の一部を支援する。

除去費用の助成
緊急時における直営駆
除

除去費用の助成
緊急時における直営駆
除

除去費用の助成
緊急時における直営駆
除

環境課 事業費（千円） 1,424 1,470 1,470

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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、エコクッキング、
エコ講座の開催

自然観察会、野鳥観察
会、エコクッキング、
エコ講座の開催

自然観察会、野鳥観察
会、エコクッキング、
エコ講座の開催

環境課 事業費（千円） 303 265 265

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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、催告及び実施
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、催告及び実施
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、催告及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

環境課 事業費（千円） 1,670 1,887 1,887

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
た場合の費用の一部を支援する。

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） 1,938 4,055 4,055

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。

霊園造成工事

≪H25で事業終了≫
0 0

環境課 事業費（千円） 60,300 　 　

【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】

事業内容

事業内容

事業内容
年度計画

年度計画

年度計画
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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【分割】

生ごみ処理事業

《旧事業名》
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。

生ごみのバイオガス化
処理

生ごみのバイオガス化
処理

生ごみのバイオガス化
処理

環境課 事業費（千円） 65,655 65,655 65,655

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
（紙類の品目拡大によ
る増加）
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
（紙類の品目拡大によ
る増加）
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
（紙類の品目拡大によ
る増加）
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

環境課 事業費（千円） 19,996 21,951 22,344

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

環境課 事業費（千円） 954 1,420 1,420

粗大ごみリユース事業

《旧事業名》
粗大ごみリサイクル工
房開設準備事業

最終処分場の延命化を図るため、粗大
ごみとして排出された家具等の修繕を
行いリサイクルする工房を整備し運営
する。

開設のための設備の整
備

施設の運営 施設の運営

環境課 事業費（千円） 1,568 5,504 5,504

【施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進】

事業内容

○2013推進計画において分割した事業

　・生ごみ・し尿処理事業　⇒　生ごみ処理事業とし尿処理事業（第5章・第6節・施策3）に分割

○2013推進計画において事業名を変更した事業

　・粗大ごみリサイクル工房開設準備事業（変更前）　⇒　粗大ごみリユース事業（変更後）

●第２節　廃棄物対策の推進

年度計画

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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
よる不法投棄監視、適
正排出指導及び不法投
棄ごみの回収
廃タイヤ等の処理委託

廃棄物パトロール員に
よる不法投棄監視、適
正排出指導及び不法投
棄ごみの回収
廃タイヤ等の処理委託

廃棄物パトロール員に
よる不法投棄監視、適
正排出指導及び不法投
棄ごみの回収
廃タイヤ等の処理委託

環境課 事業費（千円） 5,920 5,759 5,759

【拡大】

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補
助金の交付
【拡大】
北広島市廃棄物処分場
に関する協定書に基づ
く最終処分場周辺環境
整備事業（輪厚川床浚
工事）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補
助金の交付

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補
助金の交付

環境課 事業費（千円） 6,508 1,070 1,070

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
粗大ごみの個別収集
ごみステーションの管
理指導
生ごみ及び戸別収集ア
ンケート

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの個別収集
ごみステーションの管
理指導
庭先収集

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの個別収集
ごみステーションの管
理指導
庭先収集

環境課 事業費（千円） 65,232 81,955 82,598

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。

実施設計
付随工事（搬入道路拡
幅）

造成工事
工事施工監理

造成等工事
工事施工監理
付 随 工 事 （ 第 3 期 閉
鎖・第4期汚水止水）

≪H27で事業終了≫

環境課 事業費（千円） 113,813 1,020,000 468,000

【新規】

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。

道央地域ごみ処理広域
化推進協議会負担金の
支出

道央地域ごみ処理広域
化推進協議会負担金の
支出

道央地域ごみ処理広域
化推進協議会負担金の
支出

環境課 事業費（千円） 2,863 2,863 2,863

【施策２　ごみ処理体制の充実】

○平成24年度で終了した事業（事業費）

　・第３期最終処分場閉鎖事業（39,600千円）

事業内容
年度計画
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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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

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） 156 165 165

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
富ヶ岡市有林下草刈
森林ボランティア等に
よる森林整備活動支援
等

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

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

都市整備課 事業費（千円） 11,871 12,235 12,369

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、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、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、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） 5,771 5,824 5,824

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。

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入
刈払機の購入

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入

都市整備課 事業費（千円） 208 221 221

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） 33 33 33

●第３節　水と緑の空間の充実

事業内容
年度計画

【施策１　緑化の推進】

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 791 769 769

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

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。

北広公園・ひまわり公
園・あやめ公園・さく
ら公園・南ヶ丘公園・
新富公園

ふじ公園・すずらん公
園・柏葉公園・ひなぎ
く 公 園 ・ か ぜ の 子 公
園 ・ 大 曲 公 園 ・ 東 公
園・西の里公園・わら
べ公園・きたひろサン
パーク

あざみ公園・青葉第２
緑地・すみれ公園・は
るかぜ公園・わかくさ
遊園地・ひかり公園・
さつみ公園・大曲南緑
地・すずむし公園・の
ぞみの公園・ほのぼの
公園・とんぼ公園

都市整備課 事業費（千円）
H24繰越分 　38,460
H25予算分　 60,725
合計　　　  　99,185

90,503 90,503

【新規】

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

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。

既設コース改修

≪H25で事業終了≫
0 0

都市整備課 事業費（千円） 8,100 　 　

年度計画

年度計画
事業内容

事業内容

【施策２　親水空間の保全】

【施策３　公園の整備】
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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【新規】

地域防災計画改訂事業

上位計画である北海道地域防災計画等
と整合を図り、地震の被害想定見直し
を含む地域防災計画の改訂を行う。

0 0
地域防災計画の改訂作
業

危機管理課 事業費（千円） 　 　 6,643

【拡大】

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
災資機材や食糧品等の生活関連物資を
備蓄する。

防災資機材の購入
備蓄食糧品の購入
【拡大】
救助工具セット、毛布
の購入

防災資機材の購入
備蓄食糧品の購入

防災資機材の購入
備蓄食糧品の購入

危機管理課 事業費（千円） 5,649 7,281 7,040

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。

総合防災訓練
自主防災組織等が計画
する防災訓練への支援

水防訓練
自主防災組織等が計画
する防災訓練への支援

水防訓練
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） 847 45 45

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【拡大】

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。

出前講座の実施
要綱に基づく助成
【拡大】
防 災 関 係 シ ン ポ ジ ウ
ム、地域防災リーダー
研修等の開催

出前講座の実施
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修
等の開催

出前講座の実施
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修
等の開催

危機管理課 事業費（千円） 992 723 723

○平成24年度で終了した事業（事業費）

　・北海道総合行政情報ネットワーク更新事業（2,429千円）

年度計画
事業内容

【施策２　自主防災組織の充実】

●第４節　防災体制の充実

年度計画
事業内容

【施策１　防災対策の推進】

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。

北広島市治水対策促進
期成会への補助金交付

北広島市治水対策促進
期成会への補助金交付

北広島市治水対策促進
期成会への補助金交付

庶務課 事業費（千円） 135 135 135

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。

測量調査設計
一式

用地確定測量
一式
用地補償
一式

護岸工
一式

都市整備課 事業費（千円） 8,000 51,840 24,000

○平成24年度で終了した事業（事業費）

　・河川障害物除去事業（3,003千円）

事業内容
年度計画

【施策３　治山・治水の推進】
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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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、よ
り効果・効率的な消防活動用資機材を
計画的に整備する。

空気呼吸器更新
軽量空気ボンベ更新
化学防護服更新

空気呼吸器更新
軽量空気ボンベ更新
化学防護服更新

空気呼吸器更新
軽量空気ボンベ更新
化学防護服更新

消防１課 事業費（千円） 3,722 2,853 2,231

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、住宅用火災警報器
普及啓発活動、他消防
団への視察研修、消防
団ＰＲ活動、消防団員
募集活動、歳末警戒、
公務災害防止研修、救
命講習の実施

春 ・ 秋 の 火 災 予 防 運
動、住宅用火災警報器
普及啓発活動、他消防
団への視察研修、消防
団ＰＲ活動、消防団員
募集活動、歳末警戒、
公務災害防止研修、救
命講習の実施

春 ・ 秋 の 火 災 予 防 運
動、住宅用火災警報器
普及啓発活動、他消防
団への視察研修、消防
団ＰＲ活動、消防団員
募集活動、歳末警戒、
公務災害防止研修、救
命講習の実施

消防本部総務課 事業費（千円） 180 180 180

【統合】

消防水利整備事業
（消火栓更新事業を統
合）

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
消防水利の配置や老朽消火栓の計画的
更新を行う。

消火栓の新設
防火水槽の設置
消火栓の更新

消火栓の新設
消火栓の更新

消火栓の新設
防火水槽の設置
消火栓の更新

警防課 事業費（千円） 14,513 5,991 15,336

消防救急無線等整備事
業

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
試験運用
運用開始予定

≪H25で事業終了≫

0 0

警防課 事業費（千円） 40,568 　 　

●第５節　消防・救急体制の充実

事業内容
年度計画

【施策１　消防体制の充実】

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

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。

防火服一式の更新
防火服一式の更新
活動服等の更新

防火服一式の更新
活動服等の更新

消防本部総務課 事業費（千円） 794 1,003 1,003

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。

造成・外構工事
建設工事
工事管理
消火栓工事

外構仕上げ工事

≪H26で事業終了≫
0

消防本部総務課 事業費（千円） 391,671 27,259 　

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。

高規格救急車更新
（署救急車）
高規格救急車費用の償
還

水槽付ポンプ車更新
（西の里）
高規格救急車費用の償
還

水槽付ポンプ車更新
（消防団東部水槽車）
高規格救急車費用の償
還

警防課 事業費（千円） 38,681 75,205 49,631

通信指令台更新事業
老朽化した通信指令台を消防救急デジ
タル無線の運用に併せ、高機能消防指
令システムに更新する。

高機能消防指令システ
ム（離島型）更新

≪H25で事業終了≫
0 0

警防課 事業費（千円） 244,076 　 　

　・消防庁舎耐震化事業（9,401千円）

○2013推進計画において統合した事業（事業費）

　・消火栓更新事業（4,136千円）　⇒　消防水利整備事業に統合

○平成24年度で終了した事業（事業費）

事業内容
年度計画
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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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
福祉施設への防火訪問
防火講話の実施

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
福祉施設への防火訪問
防火講話の実施

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
福祉施設への防火訪問
防火講話の実施

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、
広報特集でのＰＲ
普及啓発用横断幕の掲
示
リーフレットの配布

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ
普及啓発用横断幕の掲
示
リーフレットの配布

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座、
広報特集でのＰＲ
普及啓発用横断幕の掲
示
リーフレットの配布

予防課 事業費（千円） 52 53 53

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【拡大】

応急手当普及啓発活動
事業

救急車が到着するまでの間に、的確な
応急手当ができる市民を養成する救急
講習会を開催し、救命率の向上を図
る。

救命講習会（普通・上
級・一般）の実施
講習会用資機材の購入
(小児用人形・AEDト
レーナー・消耗品)
【拡大】
普通救命講習Ⅲ、救命
入門コースの実施

救命講習会（普通・上
級・一般）の実施
講習会用資機材の購入
(乳児用人形・AEDト
レーナー・消耗品)

救命講習会（普通・上
級・一般）の実施
講習会用資機材の購入
(乳児用人形・AEDト
レーナー・消耗品)

救急指令課 事業費（千円） 824 904 993

メ デ ィ カ ル ・ コ ン ト
ロール事業

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、薬剤投与等
の特定行為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、
気管挿管病院実習、気
管挿管再認定講習、ビ
デオ喉頭鏡研修、薬剤
投与講習、薬剤投与病
院実習の受講

就業前・就業中研修、
気管挿管病院実習、気
管挿管再認定講習、ビ
デオ喉頭鏡研修、薬剤
投与講習、薬剤投与病
院実習、薬剤投与拡大
研修の受講

就業前・就業中研修、
気管挿管病院実習、気
管挿管再認定講習、ビ
デオ喉頭鏡研修、薬剤
投与講習、薬剤投与病
院実習、薬剤投与拡大
研修の受講

救急指令課 事業費（千円） 2,002 2,730 2,030

年度計画
事業内容

【施策２　火災予防の推進】

　・救急隊員研修事業（251千円）

【施策３　救急救命体制の充実】

事業内容
年度計画

○平成25年度以降、経常経費により実施のため推進計画としない事業（事業費）
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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 14,961 14,722 14,671

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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

【施策２　交通安全環境の整備】

事業内容
年度計画

事業内容
年度計画

●第６節　交通安全の推進

【施策１　交通安全意識の充実】

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 609 610 610

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、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、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
推進計画の見直し策定

推進会議、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） 257 371 257

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【拡大】

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
【拡大】
ＬＥＤ街路灯補助対象
数の拡大

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） 44,199 25,159 24,769

【施策２　犯罪が起きにくい環境づくり】

事業内容
年度計画

●第７節　防犯対策の推進

【施策１　防犯意識の普及啓発】

事業内容
年度計画

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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第3章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【統合】

消費者行政活性化事業
（消費生活相談員設置
事業を統合）

消費者利益の擁護増進及び消費生活被
害の防止のため、消費生活問題につい
ての周知・啓発、消費生活相談体制の
機能強化や消費生活相談員のスキル
アップに取り組む。

消費生活問題関係の周
知・啓発に向けた講演
会等の実施
弁護士による消費相談
の実施

消費生活問題関係の周
知・啓発に向けた講演
会等の実施
弁護士による消費相談
の実施

消費生活問題関係の周
知・啓発に向けた講演
会等の実施
弁護士による消費相談
の実施

商業労働課 事業費（千円） 3,383 1,991 1,991

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

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
する支援

消費者協会の活動に対
する支援
「北広島消費者協会設
立30周年記念事業」に
対する支援

消費者協会の活動に対
する支援

商業労働課 事業費（千円） 410 560 410

　・消費生活相談員設置事業（1,672千円）　⇒　消費者行政活性化事業に統合

●第８節　消費生活の安定

○2013推進計画において統合した事業（事業費）

【施策２　消費者保護の推進】

事業内容
年度計画

事業内容
年度計画

【施策１　消費者教育の拡充】

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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