
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

＜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
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第6章　計画の実現に向けて

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

市民参加推進事業

　

〔一般会計〕

行政推進課 事業費（千円） 217 233 233

【継続事業】

市表彰事業

　

〔一般会計〕

総務課 事業費（千円） 643 607 607

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

市民協働推進事業

　

〔一般会計〕

行政推進課
市民課ほか

事業費（千円） 4,804 4,815 4,815

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

公益活動センター整備
事業

　

〔一般会計〕

行政推進課 事業費（千円） 0

事業内容
年度計画

市民参加推進会議の運営
市民参加手続きの進行管
理

市民参加推進会議の運営
市民参加手続きの進行管
理

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
行管理を行い、行政への市民参加の
促進を図る。

市民参加推進会議の運営
市民参加手続きの進行管
理

市民協働推進会議による審査や評価
をもとに公益活動団体への支援を行
い、市と公益活動団体との協働事業
を促進する。

地域住民の自主的なまちづくりを推
進し、地域活性化に資するため、自
治会、町内会等の地域住民により構
成する団体が行う地域の特色を活か
したまちづくり活動への助成を行
う。

【行政推進課所管】
市民協働推進会議の運営
補助金、協働事業提案制
度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

【市民課・環境課・西部
出張所・大曲出張所・西
の里出張所所管】
地域まちづくり推進事業
に対する助成

【行政推進課所管】
市民協働推進会議の運営
補助金、協働事業提案制
度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

【市民課・環境課・西部
出張所・大曲出張所・西
の里出張所所管】
地域まちづくり推進事業
に対する助成

【行政推進課所管】
市民協働推進会議の運営
補助金、協働事業提案制
度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

【市民課・環境課・西部
出張所・大曲出張所・西
の里出張所所管】
地域まちづくり推進事業
に対する助成

団体相互の交流や日常のミーティン
グ場所の提供など、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。

行財政改革実行計画策定
の中で(仮称)公益活動セン
ターの整備について検討

　　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】

事業内容
年度計画

　【施策3　　公益活動の促進】

事業内容
年度計画

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や市民の市
政に対する意識向上がなされ、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

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

コミュニティ施設整備
事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 700 1,000 1,000

【継続事業】

地域コミュニティ推進
事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 9,988 9,988 9,988

【拡大事業】

地域コミュニティ推進
事業（拡大）

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 1,990 1,990 1,990

【継続事業】

学校跡施設改修事業

《旧事業名》
学校跡施設利活用検討
事業

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 28,960

【継続事業】

大曲会館大規模改修事
業

《旧事業名》
大曲会館エレベーター
設置事業

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 70,556

【拡大事業】

大曲会館大規模改修事
業（拡大）

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円）

【継続事業】

住民集会所建設事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円）

町内会、自治会活動の活性化を図る
ため、自治会等への交付金を増額す
る。

自治会等交付金の増額

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
補修工事費の一部を補助し、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・
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・
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・
補修費の助成

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。

外構工事、オープニング
セレモニー
供用開始
《平成26年度終了》

町内会、自治会等の活動経費の一部
を助成し、地域コミュニティの醸成
を図る。

自治会等交付金、連合町
内会交付金、市自治連合
会交付金の支出

自治会等交付金、連合町
内会交付金、市自治連合
会交付金の支出

自治会等交付金、連合町
内会交付金、市自治連合
会交付金の支出

大曲会館利用者の高齢化に伴いエレ
ベーター設置要望の声が高まってい
ることから、エレベーターの設置に
合わせトイレ改修など大規模改修を
実施する。

エレベーター設備等設置
工事、工事監理委託
《平成26年度終了》

大規模改修工事に合わせ、大曲会館
北側の通路及び駐車場の未舗装部分
の整備を実施する。

外溝整備工事
未舗装部分の舗装工事、
排水溝改修工事
※事業費は上記の継続事
業分に含む
《平成26年度終了》

大曲幸地区に住民集会所を新築す
る。

《平成25年度終了》

　【施策4　　地域コミュニティの醸成】

事業内容
年度計画

自治会等交付金の増額 自治会等交付金の増額
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第6章　計画の実現に向けて

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

平和推進事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 94 109 109

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

人権意識の普及啓発事
業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 52 52 52

「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

「平和都市宣言のまち」並びに平和
首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

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

　　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
年度計画

　【施策2　　人権意識の啓発】

事業内容
年度計画

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

男女共同参画推進事業

　

〔一般会計〕

行政推進課 事業費（千円） 686 699 699

「第2次きたひろしま男女共同参画
プラン」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
るとともに、意識啓発や学習活動な
どを行う。

男女共同参画に関するセ
ミナー、女性法律相談・
DV防止パネル展の実施
(仮称)男女共同参画推進委
員会の開催
情報紙えみんぐの発行

男女共同参画に関するセ
ミナー、女性法律相談・
DV防止パネル展の実施
(仮称)男女共同参画推進委
員会の開催
情報紙えみんぐの発行

男女共同参画に関するセ
ミナー、女性法律相談・
DV防止パネル展の実施
(仮称)男女共同参画推進委
員会の開催
情報紙えみんぐの発行

　　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】

事業内容
年度計画

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

政策評価事業

　

〔一般会計〕

行政推進課 事業費（千円） 0 0 0

【継続事業】

総合計画推進事業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 265 300 300

【拡大事業】

総合計画推進事業（拡
大）

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 3,794 6,081

【新規事業】

シティセールス推進事
業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 5,561 3,000 3,000

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、政策評価を行い、計画
(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、
改善(Action)という行政運営サイク
ル（ＰＤＣＡサイクル）の確立を進
め、政策形成（推進計画作成）や予
算編成に活用する。
また、評価結果を政策評価報告書と
して取りまとめ、市民に公表する。

事 務 事 業 評 価 、 施 策 評
価、補助金等評価、外部
評価の実施(推進計画の進
行管理)

総合計画の着実な推進と効率的かつ
効果的な行政運営に向けて、政策評
価や予算状況などの検証を行いなが
らＰＤＣＡサイクルによる進行管理
を進めるとともに、推進計画を策定
する。

2015推進計画の策定
推進計画パブリックコメ
ントの実施
総合計画推進委員会の運
営
進行管理状況の公表

2016推進計画の策定
推進計画パブリックコメ
ントの実施
総合計画推進委員会の運
営
進行管理状況の公表

2017推進計画の策定
推進計画パブリックコメ
ントの実施
総合計画推進委員会の運
営
進行管理状況の公表

第5次総合計画の中間年見直しに向
けて、現状等の分析をもとに検討を
行い、見直し作業を行う。

総合計画の中間年見直し
に向けた市民意識調査や
現状等の分析調査の実施
及び見直しの検討

市の魅力づくりを進めるとともに、
多様なメディアを活用したプロモー
ション活動を展開して市の魅力を情
報発信する。

定住人口増加施策の推進
及び市の魅力の向上
定住促進プロモーション
活動の実施

　　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】

事業内容
年度計画

総合計画の中間年見直し
作業及び見直し後の計画
書作成

定住人口増加施策の推進
及び市の魅力の向上
定住促進プロモーション
活動の実施

定住人口増加施策の推進
及び市の魅力の向上
定住促進プロモーション
活動の実施

事 務 事 業 評 価 、 施 策 評
価、補助金等評価、外部
評価の実施(推進計画の進
行管理)

事 務 事 業 評 価 、 施 策 評
価、補助金等評価、外部
評価の実施(推進計画の進
行管理)

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４ 行政サービスの充実 

施策５ 組織・職員の活性化 

施策６ 新庁舎の整備 
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第6章　計画の実現に向けて

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【新規事業】

ファーストマイホーム
支援事業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 15,090 15,150 15,150

【新規事業】

おためし移住事業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 1,566 836 836

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

行財政改革推進事業

　

〔一般会計〕

行政推進課 事業費（千円） 232 139 139

事業名

（担当課） 平 成 26 年 度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

住民参加型市場公募債
の発行事業

　

〔一般会計〕

財政課 事業費（千円） 0 0 0

【継続事業】

財政情報公開事業

　

〔一般会計〕

財政課 事業費（千円） 1,237 859 859

市有物件等を活用した住宅において
移住体験事業を実施し、きたひろし
まが持つ住み良い環境への理解など
を深めてもらうとともに、体験をモ
ニターとして事業への反映、情報発
信など活用する。

移住体験事業の実施
移住体験モニター情報の
発信

市内に初めて住宅を購入して定住す
る方に、ファーストマイホームを取
得するための支援を行う。

市内に初めて住宅を購入
して定住する方を対象と
した支援(助成金交付)の実
施

市内に初めて住宅を購入
して定住する方を対象と
した支援(助成金交付)の実
施

市内に初めて住宅を購入
して定住する方を対象と
した支援(助成金交付)の実
施

移住体験事業の実施
移住体験モニター情報の
発信

移住体験事業の実施
移住体験モニター情報の
発信

「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」を重点項目とした行財政構
造改革大綱・実行計画に基づき、行
財政システム全般の改革を行う。
また、基礎自治体への権限移譲など
地方分権改革への対応を行う。

行財政改革推進委員会、
行財政構造改革推進本部
会議の開催
実行計画の進行管理
新大綱、新実行計画の策
定

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
発行休止
(資金調達方法の多様化、
コスト面でのメリット低
下、借換時の金利リスク
上昇等から休止)

北広島市エルフィン債の
発行休止
(資金調達方法の多様化、
コスト面でのメリット低
下、借換時の金利リスク
上昇等から休止)

北広島市エルフィン債の
発行休止
(資金調達方法の多様化、
コスト面でのメリット低
下、借換時の金利リスク
上昇等から休止)

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

事業内容
年度計画

　【施策2　　行財政改革の推進】

事業内容
年度計画

　【施策3　　健全な財政運営】

事業内容
年度計画

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

行財政改革推進委員会、
行財政構造改革推進本部
会議の開催
新実行計画の進行管理

行財政改革推進委員会、
行財政構造改革推進本部
会議の開催
新実行計画の進行管理
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第6章　計画の実現に向けて

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

市民法律相談事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 720 760 760

【継続事業】

公共施設適正配置計画
策定事業

《旧事業名》
公共施設再配置計画策
定事業

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 4 135 30

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

職員研修事業

　

〔一般会計〕

職員課 事業費（千円） 4,691 4,691 4,691

【継続事業】

職員福利厚生事業

　

〔一般会計〕

職員課 事業費（千円） 2,784 2,784 2,784

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

新庁舎建設事業

　

〔一般会計〕

庁舎建設推進課 事業費（千円）
H25 繰 越 分 29,171
H26 予 算 分 85,880
合 計 115,051

1,296,808 1,853,209

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

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、地方分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、各
職場単位で実施する研修
への支援
市による独自研修の実施
外部研修機関への職員派
遣
職場ＯＪＴの推進
効果的な研修の実施に向
けた検討

公共施設の老朽化や少子高齢化が進
むなか、現有公共施設を活かしなが
ら、全市的かつ中長期的な視点に
立って、新たなニーズや地域の特性
に合った公共施設を計画的に整備し
ていくために、公共施設適正配置計
画を策定する。

既存施設の現状と課題の
整理
適正配置基本方針及び基
本計画の策定

適正配置計画の策定
適正配置計画に基いた進
行管理

職員の自主的な研修、各
職場単位で実施する研修
への支援
市による独自研修の実施
外部研修機関への職員派
遣
職場ＯＪＴの推進
効果的な研修の実施に向
けた検討

職員の自主的な研修、各
職場単位で実施する研修
への支援
市による独自研修の実施
外部研修機関への職員派
遣
職場ＯＪＴの推進
効果的な研修の実施に向
けた検討

市が行うべき職員の福利厚生に関す
る事項の一部を職員福利厚生会が行
うことにより、福利厚生会事業の円
滑な実施や職員の活性化等を促すと
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

本庁舎の耐震性能の不足や老朽化、
狭隘化、窓口等の分散化などによる
市民の利便性やサービスの低下を解
消するため、新庁舎を整備する。

新庁舎建設実施設計
建築確認申請

新庁舎建設工事
新庁舎建設工事
備品、OA機器移設
備品購入

　【施策4　　行政サービスの充実】

事業内容
年度計画

　【施策5　　組織・職員の活性化】

事業内容
年度計画

　【施策6　　新庁舎の整備】

事業内容
年度計画

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

無料法律相談の実施 無料法律相談の実施
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第6章　計画の実現に向けて

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

札幌広域圏組合連携事
業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 418 421 421

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。

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

　　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
年度計画

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

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

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

文書管理運営事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 364 375 375

【継続事業】

統計協議会活動支援事
業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 100 100 100

【継続事業】

市議会政務活動事業

《旧事業名》
市議会政務調査事業

〔一般会計〕

議会事務局 事業費（千円） 3,432 3,146 3,432

【継続事業】

協働事業きたひろＴＶ
推進事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 3,189 3,342 3,342

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

市議会議員の調査・研究に係る政務
活動費を交付し、議員活動の活性化
を図る。

政務活動費の交付

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事
業に対する助成

統計情報の周知や研修事
業に対する助成

統計情報の周知や研修事
業に対する助成

政務活動費の交付 政務活動費の交付

北広島市の観光・産業及び教育等の
振興を図るため、NPO法人との協
働により、市勢情報や地域情報の映
像コンテンツの作成及び無料動画投
稿サイトと連携するホームページで
の配信を実施する。

ホームページ運営、映像
コンテンツ作成等

　　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】

事業内容
年度計画

ホームページ運営、映像
コンテンツ作成等

ホームページ運営、映像
コンテンツ作成等

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

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

個人情報セキュリティ
対策事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 470 492 492

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

広報紙発行事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 30,843 29,059 29,059

【継続事業】

広聴活動事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 31 34 34

【継続事業】

コミュニティＦＭ広報
事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 1,886 1,921 1,921

【継続事業】

議会広報事業

　

〔一般会計〕

議会事務局 事業費（千円） 3,237 3,513 3,513

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

広報北広島の発行 広報北広島の発行

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

議会だよりの発行
議会中継

議会だよりの発行
議会中継

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
議会中継

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
組による情報発信
協定に基く災害時の緊急
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
組による情報発信
協定に基く災害時の緊急
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
組による情報発信
協定に基く災害時の緊急
情報や高齢者の行方不明
情報の放送

　【施策4　　広報広聴活動の充実】

事業内容
年度計画

　【施策3　　個人情報の保護】

事業内容
年度計画
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