
 
 
 

分野別計画は、平成 28年度から平成 30年度までの 3 年間で実施する事業を施策体系別の章、節

ごとに示したものです。 

 

章ごとの事業数及び見方は、次のとおりです。 

 

【分野計画の事業数】  
分     野 一般会計 特別・企業会計 計 

第 1章 支えあい健やかに暮らせるまち 78 20 98 

第 2 章 人と文化を育むまち 99 0 99 

第 3 章 美しい環境につつまれた安全なまち 44 0 44 

第 4 章 活気ある産業のまち 34 0 34 

第 5 章 快適な生活環境のまち 50 9 59 

第 6 章 にぎわい・活力のあるまち 51 0 51 

合     計 356 29 385 

 
【分野別計画の見かた】  

事業名 

（担当課） 

事業内容 

年度計画 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

         

【継続事業】 

○◆事業 

《旧事業名》 

○○事業 

〔□○会計〕 

 
 

  

   課 事業費（千円） 

H27 繰越分 

H28 予算分 

合計 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 1,000 

 
(1) 新規事業は  色で、拡大事業は  色で塗りつぶしています。 

(2) 事業名欄上段に【新規事業】、【拡大事業】、【継続事業】の事業区分を表記しています。 

(3) 事業名欄中断に、今回、2015 推進計画での事業名を変更した場合は、その旧事業名を「《旧事業名》

○○事業」として表記しています。 

(4) 事業名欄下段には事業の会計区分を表記しています。 

◆〔一般会計〕＝一般会計 ◆〔国保会計〕＝国民健康保険事業特別会計 

◆〔介護会計〕＝介護保険特別会計 ◆〔霊園会計〕＝霊園事業特別会計 

◆〔水道会計〕＝水道事業会計 ◆〔下水道会計〕＝下水道事業特別会計 

(5) 平成 28 年度の事業費欄で、上記のように「H27 繰越分」と表示している額は、平成 27 年度に予算措

置された繰越明許費です。 

(6) 事業が終了や廃止となる場合は、当該年度計画欄に「《平成 27 年度終了》」などとして表記していま

す。 

事業の概要説明 各年度の実施内容 

Ⅲ 分野別計画 
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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 

第２節 地域福祉の推進 

第３節 子育て支援の充実 

第４節 障がい福祉の充実 

第５節 高齢者福祉・介護の充実 

第６節 社会保障制度の充実 

 

 

 

 

-17-



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

第１節　健康づくり・地域医療の充実 施策１　健康づくりの推進

施策２　保健予防の推進

健康教室、健康情報展、出
前健康講座、こころの健康
講座の実施
健康づくり推進員の養成
元気フェスティバルに参加
ウォーキングマップ改訂

健康教室、健康情報展、出
前健康講座、こころの健康
講座の実施
健康づくり推進員の養成
元気フェスティバルに参加

施策４　国民健康保険事業の適正な運営

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

健康づくり啓発事業

[一般会計]

健康を維持するための食事や運動につい
て啓発する「健康教室」「健康情報展」、う
つと自殺予防について知識啓発を行う「こ
ころの健康講座」を開催する。
地域に健康の大切さを広める健康づくり推
進員を養成する。
ウォーキングを普及するためウォーキング
マップを配布する。

健康教室、健康情報展、出
前健康講座、こころの健康
講座の実施
健康づくり推進員の養成
元気フェスティバルに参加
ウォーキングマップ増刷

【継続事業】

【施策１　健康づくりの推進】

3,108

施策３　医療体制の充実

健康推進課 事業費（千円） 832 475941

健康推進課

【継続事業】

[一般会計]

生活習慣病予防事
業

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

糖尿病等を予防するため生活習慣病予防
教室を開催する。
特定健診を受診し、特定保健指導の対象
外であるが、血液データなどから予防、改
善が必要な方に個別相談を行う成人健康
相談を開催する。
がん検診や結核検診の精密検査未受診
者などへの受診勧奨を行う事後指導を実
施する。

148 148

【継続事業】

心身の健康増進と豊かな人間関係の形成
に向けて、食に関する知識や食を選択す
る力を身につけ、健全な食生活を実践す
るための事業を実施する。
食育推進計画の策定及び進行管理等を
行う食育推進懇談会を開催する。

食育講演会の開催
食育推進計画（第2次）策
定

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育推進事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 3,367

【継続事業】

妊婦、乳幼児から高齢者まで全ての市民
が心身ともにいきいきとした生活を送るこ
とを目指し、生涯を通じた健康づくりを図る
ための指針となる健康づくり計画の策定
及び進行管理を行う。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

3,1083,097事業費（千円）

計画の進行管理、必要に
応じた中間年度の見直し
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

健康づくり計画策定
事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 0 676 0
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

29,286

137,931

17,997 17,922

各種がん検診などの実施
特定年齢の節目健診（無
料クーポン券による子宮が
ん、乳がん、大腸がん、肝
炎ウイルス）の実施

各種がん検診などの実施
特定年齢の節目健診（無
料クーポン券による子宮が
ん、乳がん、大腸がん、肝
炎ウイルス）の実施

がん検診推進事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円）

【継続事業】 乳幼児の心身の成長発達を促し育児相談
等を行う乳幼児健診や、生後2か月までに
保健師が訪問し、育児相談を行う赤ちゃん
訪問を実施する。
子どもの養育が困難な家庭への支援の検
討や、子ども虐待予防ケアマネジメント会
議を開催する。
むし歯予防のためのフッ素塗布を実施す
る。

乳児・1歳6か月児・3歳児
健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネジ
メント会議の開催
フッ素塗布の実施
あそび教室、出前健康講
座

乳児・1歳6か月児・3歳児
健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネジ
メント会議の開催
フッ素塗布の実施
あそび教室、出前健康講
座

乳児・1歳6か月児・3歳児
健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネジ
メント会議の開催
フッ素塗布の実施
あそび教室、出前健康講
座

乳幼児保健推進事
業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円）

【継続事業】
妊婦健康診査受診票を交付し、妊婦健診
費用負担の軽減を図る。
保健師と地域のパイプ役として母子保健
推進員が家庭訪問などを行う。
妊娠中の健康や出産・育児の正しい知識
の啓発のため、マタニティスクール、スクー
ル終了後のクラス会や両親コースを開催
する。

母子手帳交付・父子手帳、
妊婦健康診査受診票の発
行
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会、両親コースの開催

母子手帳交付・父子手帳、
妊婦健康診査受診票の発
行
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会、両親コースの開催

母子手帳交付・父子手帳、
妊婦健康診査受診票の発
行
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会、両親コースの開催

妊産婦保健推進事
業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 27,965 29,286

【施策２　保健予防の推進】

17,390

38,307 42,382 42,382

【継続事業】

感染症まん延防止のため、定期予防接種
を実施する。

定期予防接種の実施
（四種混合、三種混合、二
種混合、ＢＣＧ、ポリオ、麻
しん風しん混合、インフル
エンザ、ヒブ、子宮頸がん、
小児肺炎球菌、水痘、成人
用肺炎球菌、日本脳炎）

定期予防接種の実施
（四種混合、三種混合、二
種混合、ＢＣＧ、ポリオ、麻
しん風しん混合、インフル
エンザ、ヒブ、子宮頸がん、
小児肺炎球菌、水痘、成人
用肺炎球菌、日本脳炎）

定期予防接種の実施
（四種混合、三種混合、二
種混合、ＢＣＧ、ポリオ、麻
しん風しん混合、インフル
エンザ、ヒブ、子宮頸がん、
小児肺炎球菌、水痘、成人
用肺炎球菌、日本脳炎）

予防接種推進事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 118,019 137,931

【継続事業】

早期発見を図るために、胃がん・肺がん・
大腸がん・子宮がん・乳がん・前立腺がん
の検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス
検診、30歳代健診、循環器健診を実施す
る。

各種がん検診などの実施
特定年齢の節目健診（無
料クーポン券による子宮が
ん、乳がん、大腸がん、肝
炎ウイルス）の実施

【継続事業】

永久歯のむし歯予防、歯と口腔の健康保
持増進を目的に、市立保育園の4・5歳の
園児および市立小学校の児童を対象に
フッ化物洗口を実施する。

フッ化物洗口事業実施協
議会の開催
保育園、小学校でのフッ化
物洗口の実施

フッ化物洗口事業実施協
議会の開催
保育園、小学校でのフッ化
物洗口の実施

フッ化物洗口事業実施協
議会の開催
保育園、小学校でのフッ化
物洗口の実施

フッ化物洗口推進事
業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 2,499 2,068 2,068

276 276

【継続事業】

エキノコックス症の早期発見、早期治療を
図るため、小学3年生以上を対象に、無料
で血液検査を行う。

エキノコックス症検診の実
施

エキノコックス症検診の実
施

エキノコックス症検診の実
施

エキノコックス症予
防対策事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 234

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

整備に向けた検討 整備に向けた検討

北広島市夜間急病
センター整備事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 0

【継続事業】

毎日24時間体制で市民の安全、安心を図
るため、医師会の協力を得て、市民の夜
間や休日の急病に対応する。
また、休日の歯科救急については、北広
島市歯科医師会が加入する千歳歯科医
師会の協力を得て受診体制を整備する。

夜間急病センター及び在
宅当番医制による24時間
急病医療体制の運営
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

夜間急病センター及び在
宅当番医制による24時間
急病医療体制の運営
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

夜間急病センター及び在
宅当番医制による24時間
急病医療体制の運営
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

救急医療推進事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 123,418 126,498

北広島市夜間急病センターは、昭和56年2
月に建築された福祉センターに併設され
てから34年間が経過して老朽化しているこ
とから、整備に向けた検討を行う。

119,343

整備に向けた検討

【継続事業】

保険税の歳入確保のため、滞納者への的
確な納付指導のほか、コンビニ収納やイン
ターネット公売などを実施し、国保事業の
安定的な運営を図る。

コンビニ収納、短期保険証
更新に係る窓口相談、保
険証更新時期に休日、夜
間の窓口相談、財産調査、
滞納処分、インターネット公
売の実施

コンビニ収納、短期保険証
更新に係る窓口相談、保
険証更新時期に休日、夜
間の窓口相談、財産調査、
滞納処分、インターネット公
売の実施

コンビニ収納、短期保険証
更新に係る窓口相談、保
険証更新時期に休日、夜
間の窓口相談、財産調査、
滞納処分、インターネット公
売の実施

保険税収納率向上
対策事業

[特別会計]

保険年金課 事業費（千円） 11,952 12,310 12,310

0 0

【施策４　国民健康保険事業の適正な運営】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

健康推進課
保険年金課

事業費（千円） 62,520

【継続事業】 医療費適正化を図るため、レセプト点検や
第三者行為(交通事故など)求償事務の実
施、医療費通知業務等の実施及び被保険
者への保険・健康情報の提供を行う。
健康保持の増進、生活の質の向上のた
め、国保データベースシステムや医療費
分析資料等を活用し、データ分析に基づく
データヘルス計画の策定及び進行管理を
行う。

レセプト点検業務委託や第
三者行為求償事務委託及
び医療費通知業務等の実
施
広報紙による保険・健康情
報の提供
計画の進行管理

レセプト点検業務委託や第
三者行為求償事務委託及
び医療費通知業務等の実
施。
広報紙による保険・健康情
報の提供。
第2期データヘルス計画の
策定

レセプト点検業務委託や第
三者行為求償事務委託及
び医療費通知業務等の実
施
広報紙による保険・健康情
報の提供
計画の進行管理

医療費適正化対策
事業

[特別会計]

保険年金課 事業費（千円） 34,758 24,111

特定健康診査・特定
保健指導事業

18,495

[特別会計]

87,527 87,527

【継続事業】

生活習慣病の原因となる「メタボリックシン
ドローム(内臓脂肪症候群)」に着目した特
定健康診査、重症化予防、受診率向上対
策等を実施する。

特定健康診査・特定保健
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診、特定・がん同時
無料検診（55歳到達者）、
糖尿病重症化予防の実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施
二次健診（4検査）、国保30
歳代健診、特定・がん同時
無料検診（55歳到達者）、
糖尿病重症化予防の実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施
二次健診（4検査）、国保30
歳代健診、特定・がん同時
無料検診（55歳到達者）、
糖尿病重症化予防の実施

【施策３　医療体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【継続事業】
健康づくりや健康意識の高揚を図るため、
自主的な健康推進活動を行う団体、健康
づくり・体力づくりを実施する実行委員会
等を支援する。
また、市民を対象とした、インフルエンザ、
肺炎球菌感染症予防接種事業等を支援
する。

健康推進活動や健康づくり
などを推進する団体及び実
行委員会等に補助金を交
付
インフルエンザ、肺炎球菌
感染症予防接種事業等を
支援

健康推進活動や健康づくり
などを推進する団体及び実
行委員会等に補助金を交
付
インフルエンザ、肺炎球菌
感染症予防接種事業等を
支援

健康推進活動や健康づくり
などを推進する団体及び実
行委員会等に補助金を交
付
インフルエンザ、肺炎球菌
感染症予防接種事業等を
支援

保健衛生推進支援
事業

[特別会計]

保険年金課 事業費（千円） 10,272 8,578 8,578

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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【新規事業】

災害時に避難支援を必要とする避難行動
要支援者の名簿を整備し、避難支援等関
係者と連携した避難支援を図る。

避難行動要支援者名簿の
更新
名簿管理システムの構築

名簿管理システムによる名
簿情報の管理

名簿管理システムによる名
簿情報の管理

避難行動要支援者
対策事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 3,586 3,938 3,938

【継続事業】

社会福祉等団体の行う「地域福祉の増進
や民生委員児童委員の資質向上、犯罪者
の更生を援護する活動」や「戦没者遺族等
への援護施策に関する研修」などの活動
を支援する。

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体活
動支援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 70,383 66,469 66,518

施策２　地域福祉活動の推進

施策３　福祉環境の充実

【施策１　地域福祉推進体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度

426

【継続事業】

地域における生活課題や福祉ニーズが多
様化していることから、現在の地域におけ
る生活課題を把握し、必要な福祉サービ
スや課題の解決に向けた施策を推進する
ため、地域福祉計画を策定する。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理、必要に
応じた中間年度の見直し
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

地域福祉計画策定
事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 0

【継続事業】
保健福祉諸計画の策定・進行管理を行
う。
計画策定における意見集約の場として、
市民及び保健福祉医療関係者で設置する
保健福祉計画検討委員会により、保健福
祉分野の諸計画が効果を上げていくため
に、実施状況を客観的に把握・評価する。

保健福祉諸計画の実施状
況を把握・評価
検討委員会の開催

保健福祉諸計画の策定、
見直し
検討委員会の開催

保健福祉諸計画の実施状
況を把握・評価
検討委員会の開催

保健福祉諸計画推
進事業

[一般会計]

福祉課

第２節　地域福祉の推進 施策１　地域福祉推進体制の充実

674 0

事業費（千円） 349 1,740

平成２９年度 平成３０年度
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年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策３　福祉環境の充実】

【継続事業】

高齢者の生きがいづくり、障がい者の社会
参加や福祉団体の育成を促進し、福祉の
向上を図るため、高齢者団体や障がい者
団体などの研修旅行のため福祉バスを貸
し出す。

福祉バスの貸出し 福祉バスの貸出し 福祉バスの貸出し

福祉バス運行事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 17,100 15,989 16,031

平成２８年度

0

【継続事業】

社会福祉施設の整備・促進を図るため、
施設整備を行う社会福祉法人に対し助成
する。

≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫

社会福祉施設整備
支援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 0

【継続事業】

建築後34年以上経過しており、施設設備
の老朽化への対応と、心身障がい児者や
高齢者の安全と利便性の向上を図るた
め、大規模改修の検討を行う。

改修に向けた検討 改修に向けた検討 改修に向けた検討

福祉センター大規模
改修事業

[一般会計]

こども発達支援センター 事業費（千円） 0 0

【継続事業】

老人福祉施設の整備・促進を図るため、
施設整備を行う社会福祉法人に対し助成
する。

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

老人福祉施設整備
支援事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 8,859 8,714 8,428

0 0

86,356

【継続事業】

認知症高齢者の受け入れ先の確保のた
め、施設整備を行う事業者に対し助成す
る。

認知症対応型共同生活介
護事務所（1ヶ所）及び小規
模多機能型居宅介護事業
所を設置した事業者に施
設整備費を助成

《助成対象法人なし》

認知症対応型共同生活介
護事務所（2ヶ所）を設置し
た事業者に施設整備費を
助成

公的介護施設等整
備支援事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 96,737 0

事業名
（担当課）

事業内容

平成３０年度平成２９年度

【施策２　地域福祉活動の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画
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【継続事業】

教育・保育・子育て支援の充実、計画的な
事業・給付を図るため、子ども子育て支援
プランの策定及び進行管理を行う。

計画の進行管理
子ども・子育て会議の実施

計画の進行管理
子ども・子育て会議の実施

次期計画策定に向けニー
ズ調査の実施
子ども・子育て会議の実施

子ども・子育て支援
プラン推進事業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 347

【継続事業】

経済的理由により入院助産を受けること
ができない妊産婦の指定助産施設での入
院助産を援助する。
支援の必要な配偶者のない女子等とその
児童を母子生活支援施設に入所させ保護
するとともに、自立を促進する。

助産施設、母子生活支援
施設への入所措置

助産施設、母子生活支援
施設への入所措置

助産施設、母子生活支援
施設への入所措置

児童福祉施設入所
措置事業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 892 992 992

350 3,317

施策２　ひとり親家庭への支援

施策３　児童の健全育成

施策４　療育指導の充実

【施策１　子育て環境の充実】

11,033

【継続事業】

保育所の持つ専門機能を地域に活用する
ため、老人福祉施設への訪問や保育所入
所児童と地域の児童との共同事業など需
要に応じた幅広い活動を行う。

観劇観賞、動物園遠足、施
設訪問、園行事招待などを
実施

観劇観賞、動物園遠足、施
設訪問、園行事招待などを
実施

観劇観賞、動物園遠足、施
設訪問、園行事招待などを
実施

保育園地域活動事
業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 566

【継続事業】

保護者の勤務地等の都合により他市町村
の保育所等を利用する場合、他市町村の
保育所等に保育を委託することにより、市
内児童の保育を実施する。

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

【継続事業】

保護者の要請で児童の家庭での養育が
困難になった場合や、配偶者等の暴力に
よって母及び児童の緊急保護を必要とす
る場合に、児童養護施設において児童等
を一時的に養育・保護する。

児童養護施設で一定期
間、児童等を養育保護

児童養護施設で一定期
間、児童等を養育保護

児童養護施設で一定期
間、児童等を養育保護

子育て短期支援事
業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円）

第３節　子育て支援の充実 施策１　子育て環境の充実

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

広域入所児童委託
事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 11,242 11,033

399 450 450

580 580
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3,605

【継続事業】

共働き世帯やひとり親世帯の就労・子育
てを支援するため、子どもが病気の場合
など、会員登録による病児・病後児の預か
りを行う。

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事
業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 2,068 2,326 2,326

事業費（千円）

【継続事業】

教育・保育施設に対し、国の基準の公定
価格に基づき運営費を負担する。

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設給付
事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 678,012 619,772 619,772

3,605 3,605

【継続事業】

仕事と育児の両立、地域の子育て支援で
児童福祉の向上を図るため、育児の援助
を行いたい方と育児の援助を受けたい方
からなる会員組織「ファミリーサポートセン
ター」を運営し、会員のスキルアップ講習
会などを実施する。

協力会員の講習会、スキ
ルアップ講習会、交流会の
開催
合同交流会の開催

協力会員の講習会、スキ
ルアップ講習会、交流会の
開催
合同交流会の開催

協力会員の講習会、スキ
ルアップ講習会、交流会の
開催
合同交流会の開催

ファミリーサポートセ
ンター事業

[一般会計]

子育て支援センター

109,959

【継続事業】

保護者の就労形態の多様化や疾病等に
よる緊急的保育、育児疲れ解消などに対
応するため、一時預かり事業を実施する。
また、保護者の休日の就労を支援するた
め休日の一時預かりを実施する。

一時預かり事業（平日保育
及び休日保育）の実施

一時預かり事業（平日保育
及び休日保育）の実施

一時預かり事業（平日保育
及び休日保育）の実施

保育園一時預かり
事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 6,655

【継続事業】

私立認可保育園の安定経営を支援し児童
の良好な保育環境を確保するため、保育
園運営法人に対し特別保育事業に対する
補助及び市単独の補助を行う。

国の特別保育事業補助、
道補助金による延長保育
及び市単独の補助を実施

国の特別保育事業補助、
道補助金による延長保育
及び市単独の補助を実施

国の特別保育事業補助、
道補助金による延長保育
及び市単独の補助を実施

私立認可保育園運
営費支援事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 75,946

【継続事業】

保育の需給状況や私立の認定こども園、
認可保育所、小規模保育事業者の動向等
を踏まえ、市立保育園の民営化、統廃合
及び私立保育所等の活性化の検討を行
う。

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

保育園民営化・活性
化事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 0 0 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

6,508 6,508

109,959
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【継続事業】

次代の社会を担う子どもの健やかな育ち
を支援するため、支給要件に該当する子
どもを養育している親に手当を支給する。

現況調査の実施
児童手当の支給

現況調査の実施
児童手当の支給

現況調査の実施
児童手当の支給

児童手当支給事業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 851,948 851,301

事業名
（担当課）

事業内容

【継続事業】

施設型給付へ移行した幼稚園が行う「預
かり保育」に対し、国の基準に基づき運営
費を補助する。

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園に対し補助

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園に対し補助

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園に対し補助

幼稚園一時預かり
事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 3,011 3,645 3,645

【継続事業】

私立幼稚園が認定こども園へ移行するに
あたり保育部門を増改築することから、増
改築に係る費用の一部を補助する。

《平成27年度終了》

保育所緊急整備事
業

[一般会計]

保育課

【継続事業】

子どもの遊び相手や保護者の相談に応
じ、子育ての不安感を緩和し、子どもの健
やかな育ちを促進するため、60歳以上の
市民がボランティアとして地域子育て支援
センターの事業を支援する。

手作りおもちゃの製作
昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃ
んの料理作り
スキルアップ講習会
シルバー子育てサポーター
講習会
近隣市子育て支援者交流
会参加

手作りおもちゃの製作
昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃ
んの料理作り
スキルアップ講習会
シルバー子育てサポーター
講習会
近隣市子育て支援者交流
会参加

手作りおもちゃの製作
昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃ
んの料理作り
スキルアップ講習会
シルバー子育てサポーター
講習会
近隣市子育て支援者交流
会参加

シルバー子育てサ
ポート事業

[一般会計]

子育て支援センター 事業費（千円） 138

【継続事業】

家庭の孤立化を防ぎ、育児に悩んでいる
子育て中の保護者を支援するため、育児
相談や親子のふれあいの場と親同士の情
報交換の場を提供する。

みんなの広場、親子にこに
こ広場、子育て講座
子育て相談、出前みんなの
広場、近隣市子育て支援
者交流会
子育て支援ランド実施

みんなの広場、親子にこに
こ広場、子育て講座
子育て相談、出前みんなの
広場、近隣市子育て支援
者交流会
子育て支援ランド実施

みんなの広場、親子にこに
こ広場、子育て講座
子育て相談、出前みんなの
広場、近隣市子育て支援
者交流会
子育て支援ランド実施

地域子育て支援セン
ター運営事業

[一般会計]

子育て支援センター 事業費（千円） 16,098 11,252

【継続事業】

教育・保育施設や子育て支援関連事業の
情報を集約し、それらの利用を希望する保
護者に、情報提供や関係機関との連絡調
整を行う。

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知
子育てガイドブックの作成

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知

子ども・子育てサー
ビス利用者支援事
業

[一般会計]

子育て支援センター 事業費（千円） 2,546 3,457 2,393

143

836,477

事業費（千円）

平成２９年度 平成３０年度

年度計画

平成２８年度

143

8,385
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524

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 920

【拡大事業】

市ホームページに子育て専用サイトを構
築し、子育てに関する情報の一体的な発
信を行う。

子育て専用サイトの構築・
運用

子育て専用サイトの運用 子育て専用サイトの運用

子ども・子育てサー
ビス利用者支援事
業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 0 0

920
Ｈ27繰越分
Ｈ28予算分
合計

2,414
1,910
4,324

【新規事業】
指導員の事務の効率化を図るため、学童
クラブにPCを導入する。
天候の急変や不審者の出現などの緊急
時において、保護者に迅速かつ確実に連
絡できるメール配信機能を導入する。
対象学年の拡大に伴い、高学年の心と体
の成長に配慮した更衣スペースを確保す
る。

指導員用ＰＣの導入
メール配信機能の構築・運
用
更衣スペースの造作

メール配信機能の運用 メール配信機能の運用

学童クラブ環境整備
事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援
相談事業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 2,566 2,609 2,609

【継続事業】 ひとり親家庭の生活の安定を図るため、
日常生活を営むのに支障があるひとり親
家庭に対し、家庭生活支援員派遣による
支援を行う。
ひとり親家庭の経済的自立を図るため、
母子家庭の母又は父子家庭の父の就業
をより効果的にするための能力開発の取
組みを支援する。
母子家庭の母又は父子家庭の父の経済
的自立の促進と資格取得修業中の生活
負担軽減を図るため、1年以上の養成課
程で看護師・保育士・作業療法士等の資
格取得のため修業する場合に、高等職業
訓練給付金を支給する。

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓
練給付金を支給
資格取得のための高等職
業訓練給付金を支給

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓
練給付金を支給
資格取得のための高等職
業訓練給付金を支給

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓
練給付金を支給
資格取得のための高等職
業訓練給付金を支給

ひとり親家庭支援事
業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 5,142 7,610 7,610

260,587 260,587

【継続事業】

離婚等により父子・母子家庭となった世帯
の生活の安定及び児童福祉の向上を図る
ため、児童扶養手当を支給する。

児童扶養手当現況調査の
実施
支給対象者に児童扶養手
当を支給

児童扶養手当現況調査の
実施
支給対象者に児童扶養手
当を支給

児童扶養手当現況調査の
実施
支給対象者に児童扶養手
当を支給

児童扶養手当支給
事業

[一般会計]

児童家庭課

【拡大事業】

ひとり親家庭の親の自立を促進するため、
より良い条件での就職や転職に向けた可
能性を広げ、就業につなげていくため、ひ
とり親家庭の親の学び直しの支援を実施
する。

高等学校卒業程度認定試
験合格のための講座受講
者へ給付金を支給

高等学校卒業程度認定試
験合格のための講座受講
者へ給付金を支給

高等学校卒業程度認定試
験合格のための講座受講
者へ給付金を支給

ひとり親家庭支援事
業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 150 150

【継続事業】
母子・父子及び寡婦の福祉の増進を図る
ため、母子自立支援員が母子家庭・父子
家庭等の家庭紛争・子育て等の生活相
談、求職活動・就業相談指導、自立に必
要な相談などを行う。
また、DV被害者に関する相談支援を行
う。

【施策２　ひとり親家庭への支援】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

150

事業費（千円） 256,337
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事業費（千円） 3,944

【施策３　児童の健全育成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

児童の健全育成を目的として、市内の未
整備地区に新たな児童館を開設する。

未整備地区への設置につ
いての検討

未整備地区への設置につ
いての検討

未整備地区への設置につ
いての検討

児童館整備事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 0 0 0

4,419 4,127

【継続事業】

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
子どもの権利推進計画の
更新

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

子どもの権利擁護
事業

[一般会計]

児童家庭課

5,326

【継続事業】

平成27年度北海道里親研修大会及び全
国里親会北海道地区里親研修大会が本
市で開催されるため、共催するとともに実
行委員として参加し、大会の開催を支援す
る。

《平成27年度終了》

北海道里親研修大
会・全国里親会北海
道地区里親研修大
会支援事

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円）

【継続事業】
適正な児童養育の確保、要保護児童等の
福祉の向上のため、家庭児童相談員によ
る児童の虐待や養育問題など家庭だけで
は解決できない問題等への専門的相談支
援や指導、児童虐待防止の広報・啓発活
動、要保護児童対策地域協議会の運営に
よる要保護児童等への支援などを行う。

児童虐待など困難な問題
に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発
活動の実施
要保護児童対策協議会の
開催

児童虐待など困難な問題
に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発
活動の実施
要保護児童対策協議会の
開催

児童虐待など困難な問題
に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発
活動の実施
要保護児童対策協議会の
開催

家庭児童相談室運
営事業

[一般会計]

児童家庭課 事業費（千円） 5,336 5,326

【継続事業】

発達の遅れや偏り、障がいのある子ども
に対しての直接的な支援や家族、地域を
含めた間接的な支援を行うとともに、早期
発見・早期療育の専門的支援を推進す
る。

通所支援、こども相談支
援、保育所等訪問支援の
実施

通所支援、こども相談支
援、保育所等訪問支援の
実施

通所支援、こども相談支
援、保育所等訪問支援の
実施

こども発達支援事業

[一般会計]

こども発達支援センター 事業費（千円） 14,908 14,492 14,492

【施策４　療育指導の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

200

1,672,404

24,300

22,984

事業費（千円）

23,906 23,906

【継続事業】

障がい者の社会参加の促進、就労支援を
図るため、自動車運転免許取得や自動車
の改造に要する経費への助成を行う。

障がい者の自動車運転免
許取得や自動車の改造を
支援

障がい者の自動車運転免
許取得や自動車の改造を
支援

障がい者の自動車運転免
許取得や自動車の改造を
支援

障がい者自動車運
転免許取得・改造事
業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 200 200

第４節　障がい福祉の充実 施策１　地域生活支援の充実

施策２　社会参加の促進

【施策１　地域生活支援の充実】

【継続事業】

一般の交通機関を利用することが困難な
在宅の重度身体障がい児・者及び高齢者
に対し、医療機関への通院、入退院及び
装具等の判定機関への送迎を行う。

送迎の実施 送迎の実施 送迎の実施

移送サービス事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 6,398 7,203 7,203

24,000 24,000

【継続事業】

障がい者の社会参加や自立の促進を図る
ため、障がい者地域活動支援センターとし
て創作活動、生産活動及び日中活動を行
う法人に対し、運営にかかる経費を支援す
る。

障がい者地域活動支援セ
ンターを運営する市内の法
人に補助等による支援

障がい者地域活動支援セ
ンターを運営する市内の法
人に補助等による支援

障がい者地域活動支援セ
ンターを運営する市内の法
人に補助等による支援

障がい者地域活動
支援センター事業

[一般会計]

福祉課

【継続事業】

日常生活の負担を軽減し安定と利便を図
るため、身体障がい児・者に補装具を給付
または修理を行う。

補装具の支給または修理
の実施

補装具の支給または修理
の実施

補装具の支給または修理
の実施

障がい者補装具支
給事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円）

【継続事業】
障がい児・者の地域生活と社会参加を促
進するため、ヘルパーによる介護、施設や
事業所での就労・作業・創作活動、就業訓
練、リハビリ、児童の療育、施設への入
所・短期間の入所、共同生活住居などの
サービスを提供し、自立した生活を支援す
る。

ヘルパーによる介護の実
施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作
活動などの障がい福祉
サービス等の提供

ヘルパーによる介護の実
施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作
活動などの障がい福祉
サービス等の提供
ガイドブックの発行
新障がい福祉システムの
構築・動作検証等

ヘルパーによる介護の実
施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作
活動などの障がい福祉
サービス等の提供

障がい福祉サービス
等事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 1,419,144 1,589,821
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

66,694

【継続事業】 身体障がい者が、自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるよう、その障
がいの除去、軽減を図るために必要な医
療に要する費用を助成する。
　障がい児や医療行為を行わなければ将
来障がいを残すと見込まれる児童が、手
術等の治療によって確実にその身体障が
いを除去、軽減する効果が期待できる場
合の医療に要する費用を助成する。

【継続事業】
障がい児・者の地域生活及び社会参加を
促進するため、ヘルパーが付き添い外出
を支援する移動支援、施設において一時
預かりや入浴を行う日中一時支援、低額
な料金で居住の場を提供する福祉ホーム
事業、自宅での入浴が難しい方の入浴支
援を行う訪問入浴サービス事業を実施す
る。

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

障がい者地域生活
支援給付事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 58,798 65,450

（更生医療）道立心身障害
者総合相談所への判定依
頼、支給の認定
診療報酬の審査・支払決
定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

（更生医療）道立心身障害
者総合相談所への判定依
頼、支給の認定
診療報酬の審査・支払決
定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

（更生医療）道立心身障害
者総合相談所への判定依
頼、支給の認定
診療報酬の審査・支払決
定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

自立支援医療給付
事業（更生医療・育
成医療）

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 28,390 32,402 34,810

34,164 34,164

【継続事業】
障がい児・者が自立した生活を営むことが
できるよう、障がい児・者、保護者または
介護者に対して生活・就労支援、権利擁
護(成年後見制度利用や障がい者虐待)に
関する相談支援などを行う。
障がい者自立支援協議会において、相談
支援事業の運営や、関係機関によるネット
ワークの構築等に関する協議を行う。

市の委託事業所において
生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調整
等の実施
自立支援協議会の開催

市の委託事業所において
生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調整
等の実施
自立支援協議会の開催

市の委託事業所において
生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調整
等の実施
自立支援協議会の開催

障がい者相談支援
事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 34,878

事業費（千円） 18,813 20,191

【拡大事業】

障がい児（者）や相談件数の増加、相談内
容が複雑化していることから、障がい児
（者）が地域で安心した生活を送るため、
相談員を増員する。

相談員の増員 相談員の増員

障がい者相談支援
事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 4,389 4,389

20,733

【継続事業】

聴覚、言語機能、音声機能、視覚障がい
者が日常生活を円滑に行えるように、意
思疎通支援者（手話通訳・要約筆記）の派
遣、点字・声の広報の発行等を行う。
手話奉仕員等の養成講座を実施する。

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
手話奉仕員等の養成講座
の開催
朗読・点字ボランティアの
養成講座の開催
点字・声の広報の発行

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
手話奉仕員等の養成講座
の開催
朗読・点字ボランティアの
養成講座の開催
点字・声の広報の発行

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
手話奉仕員等の養成講座
の開催
朗読・点字ボランティアの
養成講座の開催
点字・声の広報の発行

障がい者コミュニ
ケーション支援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 5,482

【継続事業】

日常生活の円滑化と利便性を向上し、ま
た、家族の負担を軽減するため、重度障
がい児・者等に日常生活用具や自助具を
給付する。

日常生活用具の給付
自助具の給付

日常生活用具の給付
自助具の給付

日常生活用具の給付
自助具の給付

障がい者日常生活
用具給付等事業

[一般会計]

福祉課

5,553 5,553
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事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

5,257

【施策２　社会参加の促進】
事業名

（担当課）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】
日常的にたん吸引や胃ろう管理などの医
療的ケアを必要とする在宅の重症心身障
がい児・者について、地域活動支援セン
ターや日中活動を行う場所へ看護師を派
遣し、医療的ケアを行い、重症心身障がい
児・者の社会参加を保障するとともに、家
族の負担軽減を図る。

吸引、水分補給、胃ろう管
理、気管カニューレ管理、
てんかん発作の対応等の
医療的ケアの実施

吸引、水分補給、胃ろう管
理、気管カニューレ管理、
てんかん発作の対応等の
医療的ケアの実施

吸引、水分補給、胃ろう管
理、気管カニューレ管理、
てんかん発作の対応等の
医療的ケアの実施

障がい者医療的ケ
ア支援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 340 340

【継続事業】

社会環境の変化や新しい福祉ニーズに対
応した障がい者のための施策を明確に
し、具体的な体制づくりやサービスなどを
確保するための方策等を定める計画を策
定する。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

障がい支援計画の策定

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

障がい者福祉計画・
障がい福祉計画策
定事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 0 5,392 0

【継続事業】

障がいのある方が自立して健やかに暮ら
せるよう、就労に必要な知識・能力の習得
や、意欲、能力に応じた就労の場を提供
するとともに、それぞれの特性を活かして
企業等への就職につなげることができるよ
う、関係機関・部署との連携を図る。

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用する

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用する

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用する

障がい者雇用創出
事業

[一般会計]

職員課 事業費（千円） 11,263 11,263 11,263

15,450 15,789

【継続事業】

重度障がい児・者の外出支援と負担軽減
を図るため、タクシー利用又は自動車燃料
費用の一部助成する。

タクシー券または自動車燃
料券を交付

タクシー券または自動車燃
料券を交付

タクシー券または自動車燃
料券を交付

障がい者等交通費
助成事業

[一般会計]

福祉課

【継続事業】

精神障がい者の日中活動を支援し、社会
復帰及び社会参加を促進するため、社会
復帰施設等に通所する際の公共交通機
関の交通費を支援する。

交通費の助成 交通費の助成 交通費の助成

精神障がい者社会
復帰訓練通所交通
費助成事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 4,246 4,946

340

事業費（千円） 14,396

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

669

26,114

障がい児・者の団体活動を活性化し社会
参加と自立の促進を図るため、障がい者
団体の活動を支援する。

各団体の活動に対する助
成

各団体の活動に対する助
成

各団体の活動に対する助
成

障がい者団体活動
支援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 669

【継続事業】

障がい児・者の閉じこもり予防と家族の負
担軽減を図るため、夏休み、冬休みの長
期休暇時に障がい児・者の活動の場を確
保する。

長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

障がい者施設開放
等支援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 923 938 938

28,258 29,258

【継続事業】

生活の安定を図り、各種福祉サービスの
利用を促進するため、重度障がい児・者等
に手当を支給する。

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

特別障害者手当等
支給事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円）

【継続事業】

平成27年度北海道手をつなぐ育成会全道
大会北広島大会が本市で開催されるた
め、共催により大会に参画するとともに、
大会の開催を支援する。

《平成27年度終了》

北海道手をつなぐ育
成会全道大会支援
事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円）

【継続事業】

669
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第５節　高齢者福祉・介護の充実 施策１　生きがいと社会参加の促進

介護支援ボランティ
ア事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,107 1,311 1,525

施策２　介護予防と自立の支援

施策３　介護サービスの充実

施策４　地域支援体制の推進

【施策１　生きがいと社会参加の促進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

5,949

1,393

【継続事業】

長寿を祝福するとともに、長年の間社会に
貢献した労をねぎらうため、祝金を贈呈す
る。

満100歳の市民に祝金を贈
呈

満100歳の市民に祝金を贈
呈

満100歳の市民に祝金を贈
呈

長寿祝福事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,031 1,032

【継続事業】

高齢者の生きがいづくりや介護予防、社
会参加を図るため、ボランティア活動を通
じた地域貢献をすることを奨励するととも
に、「介護支援ボランティア制度」を実施す
る。

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

【継続事業】

高齢者福祉における基本的な施策方針の
決定や保険給付の円滑な運営を図るた
め、高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画を策定する。

高齢者保健福祉計画・第7
期介護保険事業計画の事
前調査

高齢者保健福祉計画・第7
期介護保険事業計画の策
定

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計
画策定事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 3,426 4,666 0

6,079 6,079

【継続事業】
市民の自主的な地域福祉活動を推進する
ため、ミニデイサービスを実施する団体に
会場費やボランティア保険費用などを助成
する。
高齢者の引きこもり防止や気軽に交流で
きる「地域のお茶の間」を推進するため、
会場費などを助成する。

ミニデイサービス実施団体
に助成
地域のお茶の間の活動費
を助成

ミニデイサービス実施団体
に助成
地域のお茶の間の活動費
を助成

ミニデイサービス実施団体
に助成
地域のお茶の間の活動費
を助成

ミニデイサービス支
援事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円）

【継続事業】

65歳以上の高齢者に対し、温泉の効用に
よる健康増進と交流促進、引きこもり予防
のための外出機会をつくるため、温泉入
浴助成券を配付する。
老人クラブなどの団体に対し、健康にかか
る講話や相談を実施する。

65歳以上の市民に温泉入
浴助成券を配付
老人クラブや構成員が概
ね65歳以上で組織される
ボランティア団体等に対し、
健康講話や血管年齢測定
等を実施

65歳以上の市民に温泉入
浴助成券を配付
老人クラブや構成員が概
ね65歳以上で組織される
ボランティア団体等に対し、
健康講話や血管年齢測定
等を実施

65歳以上の市民に温泉入
浴助成券を配付
老人クラブや構成員が概
ね65歳以上で組織される
ボランティア団体等に対し、
健康講話や血管年齢測定
等を実施

ふれあい温泉事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 10,901 13,67413,374
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平成３０年度

【施策２　介護予防と自立の支援】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

21,865事業費（千円）

20,956

事業費（千円）

事業費（千円） 19,634

介護予防住宅改修
事業

[特別会計]

高齢者支援課

645

【継続事業】

高齢者の知識及び経験を活かした生きが
い活動と健康づくりを支援するため、老人
クラブ連合会の運営費及び事業費、各地
区の老人クラブの事業費を助成する。

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ活動支援
事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 4,130 3,251 3,339

959 959

【継続事業】

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、適
切な介護などのサービスの利用、社会参
加への促進、各種福祉制度・相談窓口な
どを紹介したガイドブックを作成し、高齢者
に配布する。

サービスガイドの作成・配
布

サービスガイドの作成・配
布

サービスガイドの作成・配
布

高齢者サービスガイ
ド作成事業

[一般会計]

高齢者支援課

事業名
（担当課）

【継続事業】 要介護状態防止のため、高齢者支援セン
ター等による出前講座、訪問活動などによ
り、予防啓発を実施するとともに、高齢者
の健康維持・増進を図るため、生活習慣
病等の講演会、認知症予防のための脳の
健康教室などを開催する。
65歳以上の男性を対象に、家事や地域で
の交流などで自立した生活が送れるよう
生活講座を実施する。

要介護状態防止の啓発
講演会の開催
脳の健康教室の開催
生活講座の実施
出前講座の開催
健康運動教室の実施

要介護状態防止の啓発
講演会の開催
脳の健康教室の開催
生活講座の実施
出前講座の開催
健康運動教室の実施

要介護状態防止の啓発
講演会の開催
脳の健康教室の開催
生活講座の実施
出前講座の開催
健康運動教室の実施

介護予防推進事業

[特別会計]

高齢者支援課

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

介護が必要な状態になるおそれの高い高
齢者を対象に、生活機能の維持・向上・改
善につなげる各種事業を実施する。
孤立感の解消や、自立生活の支援を図る
ため、生きがいデイサービスを実施する。

機能訓練教室の実施
口腔ケアの実施
栄養指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施
訪問指導の実施
生きがいデイサービスの実
施

機能訓練教室の実施
口腔ケアの実施
栄養指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施
訪問指導の実施
生きがいデイサービスの実
施

機能訓練教室の実施
口腔ケアの実施
栄養指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施
訪問指導の実施
生きがいデイサービスの実
施

二次介護予防事業

[特別会計]

高齢者支援課

【継続事業】

自立しているものの生活機能の低下があ
り、転倒の危険が心配される二次介護予
防事業対象者と認定された高齢者等が、
手すりや段差解消などの住宅改修を行う
際の費用を助成する。

住宅改修費用を助成 住宅改修費用を助成 住宅改修費用を助成

事業費（千円） 360 450

20,522 20,890

450

20,956
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【施策３　介護サービスの充実】
事業名

（担当課）
事業内容

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

市内の介護事業所の機能充実や介護
サービスの充実を図るため、従事者の相
互連携、情報交換、資質の向上のための
研修会を実施する。

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護従事者フォロー
アップ研修事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 250 250 250

【継続事業】

住宅改修を円滑に推進するため、介護支
援専門員(ケアマネジャー)業務のうち介護
報酬対象外である住宅改修申請書に添付
する理由書作成業務に対し、手数料を支
援する。

理由書作成に対する手数
料

理由書作成に対する手数
料

理由書作成に対する手数
料

住宅改修介護サー
ビス事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 220

【継続事業】
寝たきりの高齢者などが在宅で安心して
暮らせるよう支援し、家族の負担軽減を図
るため、紙おむつの購入費を助成する。
在宅で生活するための一時帰宅時に介護
保険と同様のサービスの支援を行うととも
に、家族には介護知識習得のための講話
と家族同士の交流会を実施する。

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

家族介護支援事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 13,897 14,892 15,353

【継続事業】

65歳到達前1年間に障がい者施策の訪問
介護利用実績のある方に利用者負担の
軽減を図る。
生計が困難な方の介護サービスの1割の
自己負担分を軽減した社会福祉法人に対
し、軽減額の一部を助成する。

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を
軽減した社会福祉法人に
軽減額を助成

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を
軽減した社会福祉法人に
軽減額を助成

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を
軽減した社会福祉法人に
軽減額を助成

介護サービス利用
者負担額軽減事業

[一般会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 453 464 464

300 300

年度計画
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【施策４　地域支援体制の推進】

平成３０年度

【継続事業】

高齢者が在宅で安心して日常生活を送る
ことを支援するため、介護保険サービス以
外の事業を実施

テレホンサービスの実施
緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容サー
ビスの実施
高齢者日常生活用具の給
付
エルフィンバトンの普及

緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容サー
ビスの実施
高齢者日常生活用具の給
付
エルフィンバトンの普及

緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容サー
ビスの実施
高齢者日常生活用具の給
付
エルフィンバトンの普及

高齢者支援サービ
ス事業

[一般会計]

高齢者支援課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

高齢者やその家族が安定した生活を送る
ことができるように、健康や生活、福祉、介
護に関する相談を行う。

窓口・電話相談の実施
総合相談窓口の周知のた
めのチラシ配布
相談業務にあたる技術の
スキルアップ
高齢者の健康データバンク
の構築
高齢者実態調査の実施

窓口・電話相談の実施
総合相談窓口の周知のた
めのチラシ配布
相談業務にあたる技術の
スキルアップ
高齢者の健康データバンク
の構築
高齢者実態調査の実施

窓口・電話相談の実施
総合相談窓口の周知のた
めのチラシ配布
相談業務にあたる技術の
スキルアップ
高齢者の健康データバンク
の構築
高齢者実態調査の実施

高齢者総合相談支
援事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 14,722 13,804

【継続事業】
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けられるよう地域づくりのため、地区
高齢者支援センターによる地域たすけあ
い会議を開催する。
各地区の地域たすけあい会議構成員の知
識向上、情報交換、啓発活動のため、市
による全体会を開催する。

地域たすけあい会議全体
会の開催
地域たすけあい会議連絡
会議の開催
各地区の地域たすけあい
会議支援

地域たすけあい会議全体
会の開催
地域たすけあい会議連絡
会議の開催
各地区の地域たすけあい
会議支援

地域たすけあい会議全体
会の開催
地域たすけあい会議連絡
会議の開催
各地区の地域たすけあい
会議支援

地域包括ケア推進
事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 228 152 152

13,804

【継続事業】

高齢者及び養護者の権利が擁護され、住
み慣れた地域で尊厳ある暮らしを維持で
きるよう高齢者虐待防止ネットワーク事業
を推進し、高齢者虐待の防止と早期発見・
早期対応を図る。

高齢者虐待等の相談の実
施
ネットワーク事業の運営
（高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催）
研修等によるスキルアップ
周知活動（出前講座・パン
フレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待等の相談の実
施
ネットワーク事業の運営
（高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催）
研修等によるスキルアップ
周知活動（出前講座・パン
フレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待等の相談の実
施
ネットワーク事業の運営
（高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催）
研修等によるスキルアップ
周知活動（出前講座・パン
フレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待防止ネッ
トワーク事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 132 131 131

【継続事業】

高齢者の心身の健康保持及び生活の安
定のため、保健医療福祉制度、介護保険
サービス及び地域の社会資源等の活用・
調整を行い、高齢者の在宅生活を支援す
る。

各高齢者支援センターの
職員により介護保険サービ
スの活用などを通じ、高齢
者の在宅生活を支援

各高齢者支援センターの
職員により介護保険サービ
スの活用などを通じ、高齢
者の在宅生活を支援

各高齢者支援センターの
職員により介護保険サービ
スの活用などを通じ、高齢
者の在宅生活を支援

地域包括支援セン
ター運営事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 54,563

【継続事業】
認知症の方が住み慣れた地域で安心した
在宅生活を送るため、徘徊時の対応として
のGPS通信端末の費用助成や関係機関
の協力のもとでのSOSネットワーク体制づ
くりを進める。また、地域での認知症理解
を深めてもらうため、団体に対しての認知
症サポーター講座の開催などを行う。

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
認知症啓発団体への支援
SOSネットワークの運用

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
認知症啓発団体への支援
SOSネットワークの運用

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
認知症啓発団体への支援
SOSネットワークの運用

認知症支え合い事
業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 342 356 370

55,154 56,810

事業費（千円） 32,836 34,201 34,327
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事業名
（担当課）

事業内容

【継続事業】
地域包括ケアを推進するため、認知症地
域支援推進員を配置、さらに認知症高齢
者と家族を支援するための認知症支え合
い員を育成し、家庭への派遣、相談体制
の充実、関係機関との支援ネットワークの
構築により認知症の高齢者及びその家族
を総合的に支援する。

認知症高齢者支え合い員
コーディネータ―の配置
嘱託医の配置
認知症サポーター養成講
座等の開催
認知症支え合い員の派遣

認知症高齢者支え合い員
コーディネータ―の配置
嘱託医の配置
認知症サポーター養成講
座等の開催
認知症支え合い員の派遣

認知症高齢者支え合い員
コーディネータ―の配置
嘱託医の配置
認知症サポーター養成講
座等の開催
認知症支え合い員の派遣

地域支え合い体制
づくり事業

[特別会計]

高齢者支援課

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】 市民ニーズや市の特性を踏まえた高齢者
や障がい者に係る権利擁護支援体制や、
総合的な支援を実現するための権利擁護
支援センターの設置する。
増加する認知症高齢者等を、経済的被害
等の権利侵害から守り、安心して生活が
送れることを目指し、金銭管理や介護サー
ビス等の利用契約を行うなど、成年後見
制度の周知及び適切な利用のための支
援を行う。

権利擁護センター開設
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

権利擁護センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

権利擁護センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

権利擁護推進事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 18,396 14,343

【継続事業】

判断能力が不十分な高齢者や障がい者
が不利益を被ったり、悪徳商法の被害者
となることを防ぎ、財産管理や日常生活に
おける契約を行うときなどの権利を擁護
し、安心して生活できるよう支援する。

権利擁護推進事業に統合
《平成27年度終了》

成年後見制度利用
支援事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円）

1,018 1,610

14,343

事業費（千円） 12,918 10,323 10,568

【新規事業】
地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するため、介護予防サービスの
訪問介護と通所介護を介護予防日常生活
支援総合事業に移行するとともに、包括的
支援事業として在宅医療介護連携推進事
業、生活支援体制整備事業、認知症施策
推進事業を実施する。

在宅医療連携会議の設置
在宅医療介護連携研修会
の開催

在宅医療連携会議、在宅
医療介護連携研修会の開
催
介護予防日常生活支援に
係る協議体の設置・運営
資源マップの製作・配布

在宅医療連携会議、在宅
医療介護連携研修会の開
催
介護予防日常生活支援に
係る協議体の設置・運営
資源マップの配布
認知症初期集中支援チー
ムの設置

介護保険制度改革
事業

[特別会計]

高齢者支援課 事業費（千円） 610
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H27繰越分
H28予算分
合計

185576
77,421

262,997

第６節　社会保障制度の充実 施策１　低所得者援護の充実

施策２　医療援護の推進

【施策１　低所得者援護の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

1,170,729

【拡大事業】

生活困窮世帯の中学生を対象に、学習機
会と場所を提供し、学習習慣の定着や学
習意欲の増進を図る。

学習支援の実施 学習支援の実施 学習支援の実施

生活困窮者自立支
援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 1,706 1,580 1,580

【継続事業】

生活困窮者自立支援法に基づき、自立相
談支援事業の実施や、住居確保給付金を
支給する。

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支
援事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 17,728 18,359 18,359

【継続事業】
高齢者世帯などの所得全体の底上げを図
るため、低所得の高齢者や障害・遺族基
礎年金受給者を対象に年金生活者等支
援臨時福祉給付金を給付する。
また、平成26年4月の消費税率改定による
低所得者に与える影響を緩和するため、
臨時福祉給付金を給付する。

年金生活者等支援臨時福
祉給付金及び臨時福祉給
付金の給付
《平成28年度終了》

臨時福祉給付金等
給付事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円）

【継続事業】

最低生活を保障するとともに、自立を助長
するため、困窮の程度に応じ必要な支援
を行う。
永住帰国した中国残留邦人等の支援のた
め、支援給付を行う。

生活保護費及び中国残留
邦人等支援給付費の支給

生活保護費及び中国残留
邦人等支援給付費の支給

生活保護費及び中国残留
邦人等支援給付費の支給

生活保護費等支給
事業

[一般会計]

福祉課 事業費（千円） 1,122,862 1,155,953
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【施策２　医療援護の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

重度心身障がい者の保健の向上及び福
祉の増進、経済的負担の軽減を図るた
め、医療費の一部を助成する。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

重度心身障がい者
医療費助成事業

[一般会計]

保険年金課 事業費（千円） 155,245 167,039 173,925

【継続事業】

子どもの保健向上と疾病の早期受診、早
期治療を促進し、子育て世帯の経済的負
担の軽減と子育て環境の充実を図るた
め、医療費の一部を助成する。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

子ども医療費助成
事業

[一般会計]

保険年金課 事業費（千円） 149,299 175,456 179,188

33,286 34,950

【継続事業】

ひとり親家庭等の健康の増進や経済的負
担の軽減を図るため、医療費の一部を助
成する。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

ひとり親家庭等医療
費助成事業

[一般会計]

保険年金課 事業費（千円）

【継続事業】

慢性的な疾患等がある方の経済的負担を
軽減し、福祉の増進を図るため、通院交通
費の一部を助成する。

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

重度心身障がい者
等通院交通費助成
事業

[一般会計]

保険年金課 事業費（千円） 1,082

【継続事業】

乳児の育成及び母子保健の向上を図るた
め、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、養育医療を給
付する。

保健対象の医療費助成 保健対象の医療費助成 保健対象の医療費助成

未熟児養育医療給
付事業

[一般会計]

保険年金課 事業費（千円） 2,733 2,733

1,147 1,147

2,733

27,991
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幼稚園協会に助成

幼稚園協会連携事
業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 160 162 162

幼稚園振興事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 6,886 6,977

【継続事業】

市内私立幼稚園8園の連携、協力体制を
強化し、幼児教育の振興を図るため、幼稚
園協会を支援する。

幼稚園協会に助成 幼稚園協会に助成

【継続事業】

幼稚園が実施する満2歳児を対象とした子
育て支援事業に参加する保護者の負担を
支援する。

子育て支援事業の参加
費を助成

子育て支援事業の参加
費を助成

子育て支援事業の参加
費を助成

【継続事業】

幼児教育の振興と保護者の負担軽減を図
るため、幼稚園教員研修、幼児教育にお
ける教材教具、障がい児教育における教
材教具並びに人件費等の経費を助成す
る。

私立幼稚園の設置者に対
し、教材費及び職員研修、
障がい児教育費に助成

私立幼稚園の設置者に対
し、教材費及び職員研修、
障がい児教育費に助成

私立幼稚園の設置者に対
し、教材費及び職員研修、
障がい児教育費に助成

6,977

【継続事業】

保護者の経済的負担を軽減するとともに、
幼稚園への就園機会の確保を図るため、
入園料、保育料等の減免措置を行う幼稚
園の設置者に対し、減免措置分を支援す
る。

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に助
成

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に助
成

入園料・保育料の減免
を行う私立幼稚園に助
成

【施策１　幼児教育の振興・充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第１節　「生きる力」を育む学校教育の推進

幼稚園就園準備支
援事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円）

79,342

幼稚園就園奨励費
事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 78,090 79,342

1,148 1,148

施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進

施策１　幼児教育の振興・充実

施策２　豊かな心を育む教育の充実

施策３　確かな学力を育てる教育の充実

施策４　健やかな体を育てる教育の充実

施策６　特別支援教育の充実

施策５　ICTの活用による教育の充実

1,342
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平成３０年度

図書の購入
学校図書館ネットワークシ
ステムの借上げ
学校司書の配置（中学校）

学校図書館活用事
業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 16,771 15,770 15,770

平成２９年度 平成３０年度

5,452 403

【継続事業】
学校図書センターを拠点として、各中学校
に学校司書を配置し、図書の購入、学校
図書館の環境整備や特集コーナーの設
置、教科等における調べ学習などの授業
支援を行う。
また、学校図書館システムを活用し、貸
出、返却及び蔵書管理を行い、学校図書
館の充実を図る。

図書の購入
学校図書館ネットワークシ
ステムの借上げ
学校司書の配置（中学校）

図書の購入
学校図書館ネットワークシ
ステムの借上げ
学校司書の配置（中学校）

地域に根差した特色
ある学校教育推進
事業
《旧事業名》
心の教育推進事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 403

7,982

【継続事業】

子どもたちに基本的な生活習慣や規範意
識を身に付けさせるとともに、道徳時間な
どを中心とした豊かな心を養う教育の充実
や、きたひろ夢ノートを活用したキャリア教
育に取組む。

福祉読本編集委員会、社
会科副読本編集員会、学
校教育推進方針編集委員
会の開催
きたひろ夢ノートの印刷

福祉読本編集委員会、社
会科副読本編集員会、学
校教育推進方針編集委員
会の開催
きたひろ夢ノート、福祉読
本の印刷
道徳準教科書の購入

福祉読本編集委員会、社
会科副読本編集員会、学
校教育推進方針編集委員
会の開催
きたひろ夢ノートの印刷

学校教育振興事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 7,842 7,982

【継続事業】

児童生徒の「生きる力」を育み、自ら課題
を見つけ、主体的、創造的に取り組む資
質を養う総合学習や、学校の創意工夫を
生かした特色ある学校づくり、職業体験を
通して社会人としての自立意識を育てるイ
ンターンシップ事業を推進する。

総合学習の実施
特色ある学校づくり
職場体験の実施

総合学習の実施
特色ある学校づくり
職場体験の実施

総合学習の実施
特色ある学校づくり
職場体験の実施

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展・書写展
事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 175 177 177

6,198 6,198

【継続事業】

科学技術への興味関心を高め児童生徒
の創意・創造性の育成と、日本伝統の毛
筆・硬筆を通じて児童生徒の個性の伸長
と豊かな情操を養う。

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展、書写展の開
催

心の教室相談事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 6,050

110

【継続事業】

小中学校に相談員を配置し、児童生徒の
悩みや不安、ストレス等の解消を図るとと
もに、いじめや不登校の未然防止と早期
把握を行う。

小中学校14校に心の教育
相談員を配置

小中学校14校に心の教育
相談員を配置

小中学校14校に心の教育
相談員を配置

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度

教育総務課 事業費（千円） 100 110

【継続事業】

基本的生活を形成する家庭、幼稚園、保
育園での子育てから、社会生活を営む上
で必要な知識、技能、態度の基礎を身に
つける小学校への育ちの変化にスムーズ
に移行できるように、各関係機関との連携
や家庭への情報提供を行う。

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

幼保小連携推進事
業

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会[一般会計]

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度
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【継続事業】
中学校体育連盟連盟が実施する市内、管
内大会を通じて中学生の体位、体力の向
上、スポーツに対する意識の向上と心身
の健全な育成を図るため、同連盟への事
業費の支援により、生徒間の交流や習得
した技能を発揮する場の提供をはじめ、市
内スポーツと市教育の振興に寄与する。

中体連春季大会、中体連
秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中体連春季大会、中体連
秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中体連春季大会、中体連
秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中学校体育連盟支
援事業

9,555 4,627 4,627

64

【継続事業】

適正で透明な会計処理及び給食費収納に
係る教職員の事務負担の軽減のため、学
校給食費の公会計化を実施する。
また、新たに給食費収納管理システムを
構築し、収納管理体制を整備する。

収納管理システムの構築
収納管理システムの運用
公会計による給食費会計
の運営

5,411

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 5,323 5,411

【継続事業】

給食を実施するうえで、食品の安全衛生
管理が最も重要であることから、施設設備
機器類を整備するとともに微生物検査等
を実施し、徹底した食中毒予防対策を実
施して安全で安心な給食を提供する。

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

64

食に関する指導の
推進事業

[一般会計]

学校給食センター 事業費（千円） 62

8,022

【継続事業】

児童・生徒が生涯にわたり健康な生活を
送ることができるよう、学校給食、教科等
を通して自分で健康を考える力を育むた
め、食の指導の充実を図る。

学校栄養教諭による食に
関する指導の実施
「食の課題と指導の手引
き」改定版の作成

学校栄養教諭による食
に関する指導の実施

学校栄養教諭による食
に関する指導の実施

収納管理システムの運用
公会計による給食費会計
の運営

学校給食費公会計
化事業

[一般会計]

学校給食センター 事業費（千円）

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

学校教育相談員活
用事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 2,403

5,474

学校給食衛生管理
事業

[一般会計]

学校給食センター 事業費（千円） 4,403 7,862

【継続事業】

学校を取り巻く環境は非常に複雑化してき
ており、課題も指摘されていることから、そ
れらの課題を的確に取り組んでいくため
に、専門的知識や経験豊富な教員経験者
を配置する。

学校教育相談員を配置し
課題解決に向けた指導・助
言を実施

学校教育相談員を配置し
課題解決に向けた指導・助
言を実施

学校教育相談員を配置し
課題解決に向けた指導・助
言を実施

学力向上推進事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 5,367 5,474

【継続事業】

市全体の学習状況を捉え、本市の課題を
明らかにするとともに、子どもの学習意欲
を高める指導内容や個に応じた指導方法
の工夫・改善について研究、実践に取り組
み、学力向上の指導の充実を図る。

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

2,421 2,421

【施策３　確かな学力を育てる教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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【継続事業】

情報化社会へ適応するための情報処理
能力向上をはじめ、ＩＣＴを活用した授業へ
の対応による学力の向上、校務処理の効
率化を図るため、児童生徒用・教職員用コ
ンピュータ、周辺機器、アプリケーションの
整備を行う。

校務用コンピューター、教
室用プロジェクターの更新
校務支援システムの導入・
運用

校務用コンピューター、教
室用プロジェクターの更新
校務支援システムの運用

中学校教育用コンピュー
ター、電子黒板ユニット教
育用コンテンツの更新
校務支援システムの運用

学校ＩＣＴ環境整備事
業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 71,416 73,483 76,868

検討チームの設置・運営
小学校体育授業のサポー
ト

子どもの体力向上
推進研究事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 440 440 440

2,100

特別支援教育支援員の配
置（22人）
特別支援学級介助員の配
置（14人）
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の開
催
検査器具等の整備

特別支援教育推進
事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 38,626 42,462 42,462

2,265 1,976

【継続事業】
特別な支援を必要とする子どもたちの教
育的ニーズに対応していくため、また教員
の理解と資質の向上、保護者の理解を進
めるとともに、学校内の体制の整備、学
校・保護者に対する支援体制の充実させ
るために特別支援教育支援員・特別支援
学級介助員を配置する。

特別支援教育支援員の配
置（19人）
特別支援学級介助員の配
置（14人）
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の開
催
検査器具等の整備

特別支援教育支援員の配
置（22人）
特別支援学級介助員の配
置（14人）
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の開
催
検査器具等の整備

特別支援教育就学
奨励費援助事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 2,107

【継続事業】

特別支援学級への就学を奨励するととも
に、保護者の負担を軽減するため、学用
品費等を支援する。
また、通級指導教室児童を対象に通学費
の支援を行う。

支援対象者に学用品や通
学費などの助成

支援対象者に学用品や通
学費などの助成

支援対象者に学用品や通
学費などの助成

【施策６　特別支援教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

全国全道中体連・中
学校文化部活動大
会出場支援事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 2,100

【施策５　ICTの活用による教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度

【新規事業】

義務教育9年間を修了するにふさわしい生
活習慣、運動能力・体力の育成に向けて、
幼稚園・保育園・小学校・中学校と連携し
た体育授業や学校教育活動全体の充実
を図る。

検討チームの設置・運営
小学校体育授業のサポー
ト

検討チームの設置・運営
小学校体育授業のサポー
ト

【継続事業】

市立中学校の生徒が、日本中学校体育連
盟、北海道中学校体育連盟が主催する大
会に出場する場合や予選会等を経て全道
規模以上の文化部活動大会等に参加す
る場合、その派遣に要する費用の一部を
助成する。

全国・全道中体連大会に
出場する場合の経費を助
成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

全国・全道中体連大会に
出場する場合の経費を助
成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

全国・全道中体連大会に
出場する場合の経費を助
成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

2,100

平成２９年度 平成３０年度
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3,302

姉妹都市子ども大
使交流事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 3,274 3,302

【継続事業】
小中学生から継続して姉妹都市である東
広島市と友好親善を深めるとともに、学習
効果を還流してふるさと意識を高めること
により、両市の相互理解と連携意識を育
み、また、広島市原爆死没者慰霊式並び
に平和祈念式に参列することにより、平和
を尊ぶ心を育て、児童生徒を始め広く市民
に浸透していくことに寄与する。

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

郷土資料教材化事
業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円）

【施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

7,037 7,037

【継続事業】
地域に根ざした授業を行うため、社会科副
読本編集委員会を開催し、効果的な指導
内容・方法の工夫改善を進める。
また、市内小・中学校の教員が独自で開
発した教材や市内の教育資源を教材とし
て、各教科に活用できる資料のデジタル
化の検討・作成を行う。

地域に根差した特色ある
学校教育推進事業に統合
《平成27年度終了》

外国語指導助手活
用事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円）

15,877

【拡大事業】

外国語の音声に慣れ親しませながらコミュ
ニケーション能力の素地を養うとともに、こ
とばへの関心を高める力を育成するため、
外国語指導助手を増員する。

外国語指導助手を2名増員 外国語指導助手を2名増員

外国語指導助手活
用事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 15,647 15,711

【継続事業】

児童・生徒の英語発音やコミュニケーショ
ン能力、国際理解の育成向上を目的に各
学校の外国語授業等に外国語指導助手
を派遣し、外国語授業等の充実を図る。

外国語指導助手4名を計画
的に各小中学校に派遣

外国語指導助手4名を計画
的に各小中学校に派遣

外国語指導助手4名を計画
的に各小中学校に派遣

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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【継続事業】

地域に開かれ、支えられる学校づくりを推
進するため、文部科学省の指定を受けて
西部地区で試行的に実施したコミュニ
ティ・スクールを、他地区に拡大して実施
する。

学校運営協議会の運営
講演会、コミュニティ・ス
クール研究会の実施
導入候補地域の検討

学校支援地域本部
事業

[一般会計]

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費の助成
授業補助員の配置

事業費（千円） 276 207

私立学校教育振興
事業

[一般会計]

4,703

[一般会計]

学校教育課

学校運営協議会の運営
講演会、コミュニティ・ス
クール研究会の実施
導入候補地域の検討

[一般会計]

学校教育課

【施策２　教育環境の整備】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

1,371 1,371教育総務課 事業費（千円） 1,500

【継続事業】

教育環境の充実を図るため、市内に本校
を有する私立高等学校が行う教育活動を
支援する。

市内に開校している札幌日
大高校に助成

市内に開校している札幌日
大高校に助成

市内に開校している札幌日
大高校に助成

学校教育団体活動
支援事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 4,780 4,703

【継続事業】

教職員の資質の向上と教育内容及び学
校経営の充実を図るため、教育関係団体
が行う活動に係る経費の一部を助成す
る。

教育研究会、小中学校校
長会、小中学校教頭会、進
路指導連絡協議会に
助成

教育研究会、小中学校校
長会、小中学校教頭会、進
路指導連絡協議会に
助成

教育研究会、小中学校校
長会、小中学校教頭会、進
路指導連絡協議会に
助成

8,869社会教育課 事業費（千円） 8,869 8,869

【継続事業】
学校を地域全体で支える体制を整えていく
ため学校支援地域本部を設立し、地域住
民等の参画による学校支援を推進する。
「学校支援コーディネーター」による学校に
おける地域学習の支援、専門性を有する
「授業補助員」の配置による指導の充実、
地域の方がもつ優れた知識・技術を生か
す「学校支援ボランティア」の活用を行う。

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費の助成
授業補助員の配置

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費の助成
授業補助員の配置

【継続事業】 地域や社会に開かれた学校づくりを推進
するため、市内小・中学校に学校評議員を
委嘱し、学校運営等に関して学校と評議
員との意見交換を行う。
また、各校に学校関係者評価委員を委嘱
し、各学校が教育水準の向上を図るため
に教育活動や学校運営について自己評価
した結果について、学校関係者評価委員
に評価をしてもらうなど、学校が家庭や地
域と連携協力しながら、特色ある教育活動
の展開を図る。

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

事業費（千円） 524

207

学校運営協議会の運営
講演会、コミュニティ・ス
クール研究会の実施
導入候補地域の検討

934 837

学校評議員等運営
支援事業

コミュニティ・スクー
ル推進事業
《旧事業名》
コミュニティ・スクー
ルの導入促進に関
する調査研究事業

第２節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進 施策１　開かれた学校づくりの推進

施策２　教育環境の整備

【施策１　開かれた学校づくりの推進】
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平成３０年度

平成28年度から使用する
中学校後期分の指導書、
教師用教科書の配布

平成29年度から使用する
中学校多学年使用の指導
書、教科書の配布

平成31年度から使用する
小学校前期分の指導書等
の配布

学校施設管理機器
整備事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 1,174 2,103

【継続事業】

良好な教育環境を維持するために必要な
草刈機、除雪機などの管理機器の保守管
理及び修繕を行うとともに、耐用年数を経
過した機器を更新する。

草刈機、除雪機の保守
管理及び修繕
耐用年数の経過した草
刈機、除雪機の購入

草刈機、除雪機の保守
管理及び修繕
耐用年数の経過した草
刈機、除雪機の購入

草刈機、除雪機の保守
管理及び修繕
耐用年数の経過した草
刈機、除雪機の購入

1,625 9,427

教師用指導書等整
備事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 1,101

2,103

【継続事業】

教員に対し、指導書及び教科書を配布す
ることにより、効率的で統一的な授業を行
うとともに、指導方法の工夫改善等、授業
内容の充実を図る。

学用品費、修学旅行費、給
食費、ＰＴＡ会費、生徒会
費、部活動費、医療費等の
援助

要保護・準要保護児
童生徒援助事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 125,156 124,800 121,747

3,153 3,153

【継続事業】

生活保護世帯(要保護)や経済的困窮世帯
(準要保護)の児童生徒に対し、就学に必
要な経済的な援助を行うことで、平等に義
務教育を受ける権利を保障する。

学用品費、修学旅行費、給
食費、ＰＴＡ会費、生徒会
費、部活動費、医療費等の
援助

学用品費、修学旅行費、給
食費、ＰＴＡ会費、生徒会
費、部活動費、医療費等の
援助

児童生徒の通学費
支援事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 2,805

3,726

【継続事業】

保護者の経済的負担の軽減を図るため、
遠距離通学等で、公共交通機関を利用し
て市立小中学校に通学している児童生徒
及び自家用車による送迎を常としている児
童生徒の保護者に通学に要する経費の一
部を支援する。

対象児童生徒の保護者に
通学費の一部を助成

対象児童生徒の保護者に
通学費の一部を助成

対象児童生徒の保護者に
通学費の一部を助成

学校事務機器整備
事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 2,023 3,726

【継続事業】

学校事務の効率化と学校経営の円滑化を
図るため、必要となる事務機器を整備す
る。

大型事務機器保守及び修
繕
大型事務機器の購入

大型事務機器保守及び修
繕
大型事務機器の購入

大型事務機器保守及び修
繕
大型事務機器の購入

各小中学校に理科教材等
の購入・更新

理科教材等整備事
業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 3,272 3,272 3,272

【継続事業】

理科教育で必要となる教材教具を、小中
学校に購入・更新し、教育の充実を図る。

各小中学校に理科教材等
の購入・更新

各小中学校に理科教材等
の購入・更新

平成２８年度 平成２９年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画
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【継続事業】

建設後37年以上経過しており、外壁や屋
根面等老朽化が顕著なため、内外部の大
規模改造工事に併せて、地震補強工事、
非構造部材の耐震化工事、トイレ等の改
修工事を実施する。

《平成27年度終了》

【継続事業】

温度保持換気設備機器等(暖房機、空調
機、送風機等)の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器の新機種への更新工事
を実施する。

防音機能復旧工事
工事監理
《平成28年度終了》

19,530

北の台小学校校舎
屋体大規模改造・屋
体地震補強事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

入学準備金の支給 入学準備金の支給

東部小学校講堂防
音機能復旧事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

奨学金支給事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 5,400

【継続事業】

教育活動の充実を図るため、老朽化した
放送、視聴覚設備を時代に合った機器に
整備する。

学校放送設備の更新 学校放送設備の更新

2,600

【継続事業】

経済的な理由によって高等学校等の就学
困難な学生及び生徒に対し、学資の一部
を支給することにより、等しく教育を受ける
機会を与える。

選考された奨学生に対し、
奨学金を支給

選考された奨学生に対し、
奨学金を支給

選考された奨学生に対し、
奨学金を支給

5,400 5,400

高等学校等入学準
備金支給事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 2,780 2,600

【継続事業】

市内に住所を有し高等学校等に入学した
生活困窮世帯の生徒の保護者の経済的
負担軽減のため、入学時に必要となる経
費の一部として、入学準備金を支援する。

入学準備金の支給

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度

学校放送設備の更新

学校放送設備整備
事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 9,990 20,000 20,000

平成３０年度

【継続事業】

シックスクール対策の一環として、「学校環
境衛生の基準」に基づき、教室内のホル
ムアルデヒド及び揮発性有機化合物につ
いて空気中濃度測定を実施し、良好な衛
生環境確保に努める。

ホルムアルデヒド及び揮発
性有機化合物の空気中濃
度測定の実施

ホルムアルデヒド及び揮発
性有機化合物の空気中濃
度測定の実施

ホルムアルデヒド及び揮発
性有機化合物の空気中濃
度測定の実施

学校施設空気環境
測定事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 673 686 686
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東部中学校校舎大
規模改造事業

[一般会計]

教育総務課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業費（千円）

緑ヶ丘小学校校舎・
講堂防音機能復旧
事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

築後43年が経過し、老朽化が顕著なた
め、北校舎棟の大規模改造工事を実施す
る。

《平成27年度終了》

大曲中学校北校舎
棟大規模改造事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

温度保持換気設備機器等(暖房機、空調
機、送風機等)の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して防
音機能を復旧する。

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理
《平成29年度終了》

東部中学校講堂防
音機能復旧事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 38,780

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 1,050 33,820

【継続事業】

温度保持換気設備機器等(暖房機、空調
機、送風機等)の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して防
音機能を復旧する。

防音機能復旧工事
工事監理
《平成28年度終了》

大曲東小学校講堂
防音機能復旧事業

【継続事業】

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器の新機種への更新工事
を実施する。

《平成27年度終了》

【継続事業】

建築後26年以上が経過し、老朽化が顕著
なため、校舎棟の大規模改造工事を実施
する。

大規模改造工事その1
工事監理その1

大規模改造工事その2
工事監理その2
《平成30年度終了》

279,200 186,300

広葉中学校校舎・講
堂防音機能復旧事
業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して防
音機能を復旧する。

《平成27年度終了》

-50-



第２章　人と文化を育むまち

H27繰越分
H28予算分
合計

104,900
0

104,900

H27繰越分
H28予算分
合計

112,300
0

112,300

H27繰越分
H28予算分
合計

61,470
128,190
189,660

H27繰越分
H28予算分
合計

83,880
169,800
253,680

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

東部中学校屋体大
規模改造・非構造部
材耐震化事業
《旧事業名》
屋体大規模改造・非
構造部材耐震化事
業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

築後26年が経過し、老朽化が顕著なた
め、屋体の大規模改造工事及び非構造部
材耐震化工事を実施する。

大規模改造工事
非構造部材耐震化工事
工事監理
《平成28年度終了》

大曲東小学校屋体
大規模改造・非構造
部材耐震化事業
《旧事業名》
屋体大規模改造・非
構造部材耐震化事
業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

築後24年が経過し、老朽化が顕著なた
め、屋体の大規模改造工事及び非構造部
材耐震化工事を実施する。

大規模改造工事
非構造部材耐震化工事
工事監理
《平成28年度終了》

西の里中学校屋体
大規模改造・非構造
部材耐震化事業
《旧事業名》
屋体大規模改造・非
構造部材耐震化事

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

築後28年が経過し、老朽化が顕著なた
め、屋体の大規模改造工事及び非構造部
材耐震化工事を実施する。

大規模改造工事
工事監理
《平成28年度終了》

【継続事業】

築後29年が経過し、老朽化が顕著なた
め、屋体の大規模改造工事及び非構造部
材耐震化工事を実施する。

大規模改造工事
工事監理
《平成28年度終了》

大曲中学校屋体大
規模改造・非構造部
材耐震化事業
《旧事業名》
屋体大規模改造・非
構造部材耐震化事

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

0 0

学校施設非構造部
材耐震化事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 0

【継続事業】
屋内体育館において、大規模改造工事の
対象とならない小中学校7校（東部小、西
部小、大曲小、西の里小、双葉小、緑ヶ丘
小、広葉中の7校）については、目視点検
等の結果を踏まえて天井等落下防止対策
等（吊り天井、照明器具、バスケットゴール
等）を行う。

非構造部材耐震化の検討 非構造部材耐震化の検討 非構造部材耐震化の検討
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9,300

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理
《平成30年度終了》

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理
《平成30年度終了》

大曲小学校校舎防
音機能復旧事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【継続事業】

市内小中学校敷地内にある駐車場舗装
やグレーチングなどの外構工事、屋外物
置などの付属建築物及び屋外施設（遊
具、グランド散水栓、テニスコート、フェン
ス、防球ネット等）を計画的に更新する。

大曲東小学校校舎
大規模改造事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

1,570 57,230

事業費（千円） 1,090

【継続事業】

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して、防
音機能を復旧する。

実施設計

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 1,230

実施設計

12,567

北の台小学校講堂
防音機能復旧事業

[一般会計]

教育総務課

【新規事業】

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して、防
音機能を復旧する。

西の里中学校校舎
防音機能復旧事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

6,102

西の里小学校校舎
防音機能復旧事業

【新規事業】

建築後24年が経過し、老朽化が顕著であ
るため、校舎の大規模改造工事を実施す
る。

【継続事業】

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して、防
音機能を復旧する。

実施設計

遊具の更新
駐車場等周辺整備
グラウントﾞ散水栓整備
屋外物置の更新

駐車場等周辺整備
グラウントﾞ散水栓整備
屋外物置の更新

小中学校周辺環境
整備事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円）

【新規事業】

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化により、本来の機
能が低下し、良好な教育環境が阻害され
るため、設備機器を新機種に更新して、防
音機能を復旧する。

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

1,310

6,465

24,400

遊具の更新
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【新規事業】

昭和53年度から平成2年度にかけて3回増
築され、築後37年から25年が経過し、老朽
化が顕著であるため、校舎の大規模改造
工事を実施する。

実施設計

大曲中学校校舎大
規模改造事業

[一般会計]

教育総務課 事業費（千円） 8,900

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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【拡大事業】

子どもたちの学力向上の基礎となる生活
習慣づくりを進めるため、関係団体等との
連携により、実践活動として「子ども朝活」
事業を展開する。

子ども朝活の実施 子ども朝活の実施 子ども朝活の実施

家庭教育支援事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 360 450 450

120

北広島市ＰＴＡ連合
会支援事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 325 325

120

青少年健全育成啓
発事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円）

【継続事業】

「地域の子どもは地域で育てる活動」を推
進するため、学校、ＰＴＡ、自治会、関係団
体と連携し、地域に密着した青少年の健
全育成活動の推進と健全育成の啓発を進
める。

青少年健全育成事業に統
合
《平成27年度終了》

適応指導教室「みらい塾」
の運営
子どもサポートセンター相
談員（臨床心理士）、教育
相談員による相談の実施
ＮＰＯの活用
いじめ等問題対策委員会
の開催

不登校いじめ対策・
教育相談事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 12,944 13,360 13,255

【継続事業】
不登校児童生徒の学校復帰と社会的自
立を支援するため、保護者や学校、関係
機関と連携して、ひきこもりや不登校児童
生徒の解消と未然防止を図る。
問題の早期解決を図るため、児童生徒及
びその保護者を対象に面談や家庭訪問に
よる相談支援を行う。

適応指導教室「みらい塾」
の運営
子どもサポートセンター相
談員（臨床心理士）、教育
相談員による相談の実施
ＮＰＯの活用
いじめ等問題対策委員会
の開催

適応指導教室「みらい塾」
の運営
子どもサポートセンター相
談員（臨床心理士）、教育
相談員による相談の実施
ＮＰＯの活用
いじめ等問題対策委員会
の開催

【施策２　教育相談体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

家庭教育支援事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 50

【継続事業】

家庭の教育力向上のため、関係団体と連
携し家庭教育支援に関する実践活動を推
進するほか、学習の機会や交流の場を提
供する。

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催

【継続事業】

児童生徒の健全育成を進めるため、学校
単位のＰＴＡの情報交換を図るとともに、保
護者を対象とした研修会等を実施するＰＴ
Ａ連合会の活動を支援する。

ＰＴＡ連合会への支援 ＰＴＡ連合会への支援 ＰＴＡ連合会への支援

【施策１　家庭の教育力向上への支援の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

325

第３節　家庭・青少年健全育成の推進 施策１　家庭の教育力向上への支援の充実

施策２　教育相談体制の充実

施策３　地域が支える健全育成活動の充実
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事業費（千円） 1,696

696

学校、家庭、地域が一体となり、地域で子
どもたちを守り、育み、安全安心な地域環
境づくりをめざすため、各地区の青少年健
全育成連絡協議会の活動を支援する。

青少年健全育成事業に統
合
《平成27年度終了》

学校教育課 事業費（千円） 8,249 8,944 8,944

1,666 1,666

放課後子供教室事
業

[一般会計]

青少年安全対策事
業

[一般会計]

学校教育課

【継続事業】

【継続事業】

放課後や長期休業中に小学校の余裕教
室等を活用して、児童の活動拠点を設け、
学習や体育活動、地域住民との交流活動
等を行い、子どもたちが地域社会の中で、
心豊かで健やかに育まれる環境づくりを
推進する。

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子供教室を開催
新たな小学校で放課後子
供教室を実施

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子供教室を開催

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子供教室を開催

社会教育課 事業費（千円） 683 696

【継続事業】

成人としての自覚と責任を促し、地域社会
の一員としての期待を認識できるよう成人
式を実施する。

成人式の開催

成人式開催事業

[一般会計]

成人式の開催 成人式の開催

専任指導員による補導、巡
視活動や不審者対応
学校、自治会、関係機関等
との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリーダーに
よる学校施設、通学路等の
安全確認
ネットパトロールの実施

【継続事業】

子どもたちの豊かな心を育むため、様々な
体験活動、交流活動を推進、青春メッセー
ジ、子ども会議（アンビシャスフォーラム）を
開催する。
地域の子どもは地域で育てる活動を推進
するため、学校、PTA、自治会、関係団体
と連携して青少年健全育成大会を開催す
る。

青少年健全育成大会の開
催
子ども会議（ｱﾝﾋﾞｼｬｽﾌｫｰﾗ
ﾑ）の開催
「きずな」の発行
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

青少年健全育成大会の開
催
子ども会議（ｱﾝﾋﾞｼｬｽﾌｫｰﾗ
ﾑ）の開催
「きずな」の発行
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

青少年健全育成大会の開
催
子ども会議（ｱﾝﾋﾞｼｬｽﾌｫｰﾗ
ﾑ）の開催
「きずな」の発行
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

【継続事業】 問題行動棟の未然防止や対応のため、関
係機関や地域と連携を図り、各種活動を
協働して行い、青少年の非行防止を推進
する。
子どもの安全を確保のため、スクールガー
ドリーダーによる学校施設、通学路等の安
全確認及び巡回指導を実施する。
通学路の安全確保を図るため、通学路安
全指導員を配置し、巡回パトロール、交差
点の横断指導を行う。
不審者情報等をメール配信し、危険な事
案に関する情報の発信と注意喚起を行な
うほか、小中学校においてネットパトロー
ルを実施する。

専任指導員による補導、巡
視活動や不審者対応
学校、自治会、関係機関等
との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリーダーに
よる学校施設、通学路等の
安全確認
ネットパトロールの実施

専任指導員による補導、巡
視活動や不審者対応
学校、自治会、関係機関等
との情報交換
不審者情報のメール配
信
スクールガードリーダーに
よる学校施設、通学路等の
安全確認
ネットパトロールの実施

青少年健全育成連
絡協議会支援事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

1,003

青少年健全育成事
業
《旧事業名》
青少年健全育成振
興事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 1,003 1,003
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【拡大事業】

北広島団地地区生涯学習振興会の設置
と生涯学習振興会活動の周知、情報の一
元化を図る。

18,307 18,307

第４節　社会教育の充実 施策１　学習活動への支援の充実

施策２　学習機会の充実

【継続事業】

生涯学習の振興や地域づくり・コミュニティ
活動の要として、各地区に設立された住民
主導の組織「生涯学習振興会」を支援す
る。

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置

生涯学習振興会支
援事業

社会教育課 事業費（千円） 18,749

0

北広島団地地区生涯学習
振興会の設立準備

北広島団地地区生涯学習
振興会の設立

北広島団地地区生涯学習
振興会に助成

生涯学習振興会支
援事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 5,521 5,521

[一般会計]

【施策１　学習活動への支援の充実】

675 675

生涯学習市民活動
団体支援事業

[一般会計]

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施策３　施設の充実による学習環境の整備

元気フェスティバル
連携事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 675

1,500

【継続事業】

市民団体の交流や学習した成果を生かす
場として、また、市民に生涯学習に関する
興味･関心を深めてもらうため、実行委員
会を組織し、元気フェスティバルを開催す
る。

「元気フェスティバルｉｎきた
ひろしま」の開催

「元気フェスティバルｉｎきた
ひろしま」の開催

「元気フェスティバルｉｎきた
ひろしま」の開催

社会教育課 事業費（千円） 1,500 1,500

【継続事業】

生涯学習の振興を図るため、市民団体が
主体的に企画実施する生涯学習に関する
事業への支援を行う。

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成
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フレンドリーセンター
施設解体工事事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 0

0

【施策３　施設の充実による学習環境の整備】

0

【施策２　学習機会の充実】

西の里公民館改修
事業

[一般会計]

社会教育課 0 0

11,390

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実

生涯学習支援情報
システム整備事業

[一般会計]

文化課 事業費（千円） 11,379 11,390

林間学園・レクリ
エーションの森整備
事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 0 0

【継続事業】

経年劣化によって腐食、破損しているアス
レチック、管理棟、炉場、展望台等を計画
的に改修を行う。

整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討

【継続事業】

建築後55年が経過し、老朽化が進んでい
ることから、施設の解体を行う。

解体に向けた検討 解体に向けた検討 解体に向けた検討

0

事業費（千円） 0

【継続事業】

図書館情報システム・施設予約管理シス
テムからなる生涯学習支援情報システム
を活用し、図書館及び生涯学習の拠点施
設が持つ学習機能を充実させる。

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実

【継続事業】

市民やサークル、子ども等の相互交流の
場を提供し、市民の主体的な学習活動を
積極的に支援するとともに、学習・発表の
機会や場を提供する。

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

フレンドリーセンター
運営事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 802 992

【継続事業】

障がい者と健常者が生涯学習活動を通じ
て学び交流する場を提供する。

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

355 355

中央公民館活動推
進事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 347

992

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

建築後39年が経過し、耐震化の必要があ
ることから、今後の施設の総合的な利用を
検討しながら、耐震改修工事を実施する。

耐震改修工事に向けた検
討

耐震改修工事に向けた検
討

耐震改修工事に向けた検
討
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[一般会計]

3,100

エコミュージアム普
及推進事業

[一般会計]

エコミュージアムセンター

【継続事業】

本市の文化財や郷土資料を周知し、郷土
に対する愛着とふるさと意識の高揚を図る
ため、国指定文化財と北広島市文化財保
護審議会が指定する市指定文化財、郷土
の自然や歴史を後世に伝えるために適切
な保存と活用を行う。

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保存
会への助成
文化財等調査補助員の配
置

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保存
会への助成
文化財等調査補助員の配
置

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保存
会への助成
文化財等調査補助員の配
置

広島音頭保存会への助成
北広島ふるさと太鼓保存会
への助成

郷土文化伝承支援
事業

[一般会計]

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 212 212 212

5,924

文化財保存・活用事
業

[一般会計]

【継続事業】 エコミュージアムセンターを拠点とし、市内
各地に存在する自然遺産や歴史遺産など
を現地において保存・育成・展示すること
をにより、魅力ある地域づくり・まちづくりを
行政と市民の協働で推進する。
また、郷土に関する学習や体験学習を通
して、郷土の歴史や伝統的遺産を大切に
守る心を培い郷土愛を育む学習機会を提
供する。

施設の運営
エコミュージアム推進委員
会の開催
まちを好きになる市民大学
の開講
市内見学バスツアーの実
施
常設展示・企画展示・講演
会の開催

仮）エコミュージアム事業推
進委員会の検討
施設の運営
まちを好きになる市民大学
の開講
市内見学バスツアーの実
施
常設展示・企画展示・講演
会の開催

仮）エコミュージアム事業推
進委員会の検討
施設の運営
まちを好きになる市民大学
の開講
市内見学バスツアーの実
施
常設展示・企画展示・講演
会の開催

エコミュージアム普
及推進事業

0 0

【継続事業】

本市の郷土芸能を後世に伝えるため、保
存・継承している団体を支援する。

広島音頭保存会への助成
北広島ふるさと太鼓保存会
への助成

広島音頭保存会への助成
北広島ふるさと太鼓保存会
への助成

企画課 事業費（千円） 0

【継続事業】

より多くの市民に観覧してもらい、駅逓所
を身近に感じ取ってもらうことによって、開
拓の歴史の理解を深めてもらうため、旧島
松駅逓所の周辺の隣地の整備を行う。

基本計画の策定
関係者からの意見聴取

隣地の整備方針策定
周辺区域の整備方針検討

周辺区域の整備方針検討

【拡大事業】

サテライトと地域遺産を結ぶ発見の小径を
表示する説明板、案内標柱等の設置や所
蔵資料整理等を実施する。

案内標柱等の設置
所蔵資料等の整理

案内標柱等の設置
所蔵資料等の整理

案内標柱等の設置
所蔵資料等の整理

【施策１　エコミュージアム構想の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第５節　歴史の継承と創造 施策１　エコミュージアム構想の推進

施策２　文化財の保存と活用

[一般会計]

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 4,064 5,777 5,777

【施策２　文化財の保存と活用】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 6,524 5,924

旧島松駅逓所周辺
整備事業

事業費（千円） 2,372 3,100
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【新規事業】

補修工事から25年が経過し、老朽化が顕
著なため、国指定史跡旧島松駅逓所の大
規模改修を実施する。

改修に向けた検討
保存整備計画の策定
耐震化に向けた予備診断

基本設計

旧島松駅逓所大規
模改修事業

[一般会計]

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 214 2,500 20,000

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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第６節　読書活動の充実 施策１　図書館サービスの充実

図書館サービス提
供事業

[一般会計]

文化課 事業費（千円）

図書館資料の購入
情報検索データベースの
活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館資料の購入
情報検索データベースの
活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館資料の購入
情報検索データベースの
活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館フィールドネット運営
委員会に助成

図書館フィールドネット運営
委員会に助成

図書館フィールドネット運営
委員会に助成

20,847 22,458

【継続事業】

図書館のボランティア団体で構成する図
書館フィールドネット運営委員会を支援し、
読書の普及を促進する。

1,500

図書館フィールド
ネット連携事業

[一般会計]

文化課 事業費（千円） 1,500

22,458

施策２　子どもの読書活動推進

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【継続事業】

図書館が行っている図書の貸出・リクエス
ト・予約やレファレンス・相互貸借などの基
本的サービスのほか、利用価値の高い図
書館サービスを提供する。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策１　図書館サービスの充実】・【施策２　子どもの読書活動推進】

1,500
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北広島市文化連盟、北広
島音楽協会に助成

文化施設修繕事業

[一般会計]

650

市民文化祭奨励事
業

[一般会計]

文化課 事業費（千円）

【継続事業】

640 640

文化団体活動支援
事業

優秀な文化活動を行う市民（成人・青少
年）及び団体や、スポーツ大会において優
秀な成績を収めた選手及びスポーツの振
興に寄与した者に対し、その功績を顕彰
する。

文化・スポーツ賞等表彰式
の開催

事業内容

北広島市文化連盟、北広
島音楽協会に助成

北広島市文化連盟、北広
島音楽協会に助成

539

文化賞・スポーツ賞
等表彰事業
《旧事業名》
文化賞等表彰事業

[一般会計]

文化・スポーツ賞等表彰式
の開催

文化・スポーツ賞等表彰式
の開催

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

市民総合文化祭、地区文
化祭に助成

【継続事業】

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や箇所について計
画的な修繕を行う。

諸幕交換（黒幕等）
オペラカーテン部品交換
※大規模改修実施設計
（事業費未定）

オペラカーテン交換
幕開閉レール・ランナー修
繕
音響設備等修繕
照明設備等修繕

文化課 事業費（千円） 25,472

舞台吊物等修繕
照明設備修繕
音響設備修繕

事業費（千円） 13,000

【継続事業】

文化施設の安全性や利便性などの機能
維持を図るため、各機器等の耐用年数な
どを考慮しながら、保守点検等で不具合
が確認された設備や箇所について計画的
な修繕を行う。

ガレリア・図書館屋上防水
改修工事（その3）
練習室床修繕

ガレリア・図書館屋上防水
改修工事（その4）
図書館空調設備修繕

[一般会計]

文化課 事業費（千円） 640

【継続事業】

市内の芸術文化や市民の芸術文化活動
の促進のため、市民の芸術文化活動を発
表する機会の提供とその支援を行う。

市民総合文化祭、地区文
化祭に助成

市民総合文化祭、地区文
化祭に助成

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

文化課

650 650

12,540 18,500

27,347 30,000

芸術文化ホール設
備修繕事業

[一般会計]

文化課

【継続事業】

市内の芸術文化や市民の芸術文化活動
の発展のため、芸術文化活動を行う各種
団体に各団体の芸術文化事業への支援
を行う。

事業名
（担当課）

施策１　個性豊かな地域文化の振興

施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開

事業費（千円） 631 539

シーリング・インターロッキ
ング改修工事

第７節　芸術文化の振興
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文化課 事業費（千円）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

320 320

北広島市芸術文化ホール
運営委員会に助成
委員会での自主事業の実
施

芸術文化ホール運
営委員会連携事業

[一般会計]

文化課 事業費（千円） 11,719 11,882 11,882

【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】

【継続事業】

市と協働で芸術鑑賞型事業及び芸術創造
事業を推進し、市民の主体的な芸術文化
活動の活発化と資質向上を図るため、芸
術文化ホール運営委員会を支援する。

北広島市芸術文化ホール
運営委員会に助成
委員会での自主事業の実
施

北広島市芸術文化ホール
運営委員会に助成
委員会での自主事業の実
施

320

花ホールスタッフの
会支援事業

[一般会計]

【継続事業】

市及び運営委員会等が主催する鑑賞事
業のサポート活動やバーコーナーの運営
など、芸術文化ホール(花ホール)を拠点に
活動する花ホールスタッフの会を支援す
る。
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スポーツ大会出場費の助
成

市民スポーツ活動推
進事業

きたひろしま３０ｋｍ
ロードレース連携事
業

社会教育課

施策３　スポーツ施設の整備と運営

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【継続事業】

市民の自発的なスポーツ活動の振興を図
るため、国際、全国または全道規模のス
ポーツ大会に出場する選手(役員)に対し
て費用の一部を助成する。

スポーツ大会出場費の助
成

事業費（千円） 555

453

3,118

施策２　競技スポーツの振興

【継続事業】

参加者の交流や本市の魅力の発信による
まちの活性化と市民の健康増進を図るた
め、きたひろしま30ｋｍロードレースを開催
する。

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援

年度計画

平成３０年度

1,500

スポーツ少年団本部に対
する助成

スポーツ少年団育成
事業

[一般会計]

スポーツ大会出場支
援事業

[一般会計]

事業費（千円） 1,500 1,500

500

事業内容

【施策１　健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進】

【施策２　競技スポーツの振興】

【継続事業】

青少年の健全育成やスポーツ少年団の組
織強化と自主的な活動の推進のため、ス
ポーツ少年団を支援する。

453

平成３０年度

【継続事業】

市民の積極的なスポーツ活動と振興を図
るため、ＮＰＯ法人北広島市体育協会の
運営等を支援する。

北広島市体育協会に対す
る助成

北広島市体育協会に対す
る助成

北広島市体育協会に対す
る助成

3,118

体育協会活動支援
事業

[一般会計]

事業費（千円） 3,118

社会教育課

社会教育課

事業費（千円） 453

スポーツ大会出場費の助
成

事業費（千円） 300 324

第８節　スポーツ活動の推進 施策１　健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進

[一般会計]

542

324

スポーツ少年団本部に対
する助成

スポーツ少年団本部に対
する助成

平成２８年度 平成２９年度

事業名
（担当課）

社会教育課

社会教育課

【継続事業】

子どもから高齢者、障がい者までさまざま
な市民を対象に健康保持増進と生きがい
や潤いのある生活を助長することを目的
にスポーツ・レクリエーション活動に親しむ
機会を提供する。

各種障がい者スポーツ大
会の支援、スーパードッジ
ボール大会、スナッグゴル
フ大会、いちにのジャンプ
大会など各種スポーツ・レ
クリエーションイベントの開
催

各種障がい者スポーツ大
会の支援、スーパードッジ
ボール大会、スナッグゴル
フ大会、いちにのジャンプ
大会など各種スポーツ・レ
クリエーションイベントの開
催

各種障がい者スポーツ大
会の支援、スーパードッジ
ボール大会、スナッグゴル
フ大会、いちにのジャンプ
大会など各種スポーツ・レ
クリエーションイベントの開
催

平成２８年度 平成２９年度

[一般会計]
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【拡大事業】

全国、国際レベルの選手育成及び青少年
の健全育成を図るため、ジュニアスポーツ
選手強化、底辺拡大、指導者養成を実施
する。

中学校部活動の支援 中学校部活動の支援 中学校部活動の支援

スポーツアカデミー
事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 394 224 224

市民のスポーツ活動を助長し、もってス
ポーツの振興を図るため、スポーツ大会に
おいて優秀な成績を収めた選手及びス
ポーツの振興に寄与した者に対し、その功
績を顕彰する。

文化賞・スポーツ賞等表彰
事業に統合
《平成27年終了》

建築後29年以上経過しており、老朽化が
著しいことから屋根、壁面の窓枠及び暖房
施設等の更新を行う。

《平成27年度終了》

【継続事業】

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円）

西の里ファミリー体
育館改修事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

全国、国際レベルの選手育成及び青少年
の健全育成を図るため、ジュニアスポーツ
選手強化事業、底辺拡大事業、指導者養
成事業を実施する。

指導者及びジュニアスポー
ツリーダー養成の実施
スポーツ教室の実施
キッズスポーツ塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

指導者及びジュニアスポー
ツリーダー養成の実施
スポーツ教室の実施
キッズスポーツ塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

指導者及びジュニアスポー
ツリーダー養成の実施
スポーツ教室の実施
キッズスポーツ塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

【継続事業】

市民の健康維持及び体力向上に資するた
め、小中学校の体育館を開放してスポー
ツ活動の場を提供する。

市内の全小中学校で実施 市内の全小中学校で実施 市内の全小中学校で実施

5,264 5,273 5,273

【継続事業】

[一般会計]

学校施設（体育館）
開放事業

社会教育課 事業費（千円）

1,109 1,109

事業名
（担当課）

スポーツ賞等表彰事
業

社会教育課 事業費（千円） 784

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】

社会教育課 事業費（千円）

[一般会計]

[一般会計]

スポーツアカデミー
事業

【継続事業】

本市を全国にPRするとともに、空手道を通
じ青少年の健全育成を図るため、全国中
学生空手道選抜大会を開催する。

 《平成27年度終了》

全国中学生空手道
選抜大会連携事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円）
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0 0

0

駐車場が不足していることから、駐車場を
整備する。

整備に向けた検討

0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

社会教育課 事業費（千円） 0

運動広場整備事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 0

【継続事業】

整備に向けた検討 整備に向けた検討

【継続事業】

市民のスポーツ・レクリエーションや市民
の集い・交流・健康づくりの場として運動広
場を整備する。

整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討

自然の森キャンプ場
整備事業

[一般会計]

208,500

大曲ファミリー体育
館改修事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 6,100

【継続事業】

建築後31年が経過し、老朽化が進むとと
もに、給排水・電気・暖房等の設備の経年
劣化が進んでいることから、改修を実施す
る。

実施設計
工事監理
改修工事
《平成29年度終了》
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大学が有する知的資源、研究成果やアイ
デア、大学生の活力を生かしたまちづくり
を推進するため、大学等との連携・協力を
推進する。

企画課 事業費（千円） 676

【継続事業】

第９節　大学との連携

連携事業の推進
学生地域活動支援助成金
の交付

連携事業の推進
学生地域活動支援助成金
の交付

連携事業の推進
学生地域活動支援助成金
の交付

600600

施策１　大学との連携

【施策１　大学との連携】・【施策２　地域活動の促進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

大学連携推進事業

[一般会計]

施策２　地域活動の促進
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

姉妹都市スポーツ交
流事業

[一般会計]

社会教育課

27

1,060

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第１０節　交流の促進 施策１　広域的な交流の促進

施策２　姉妹都市交流事業の拡充

近隣市町と行政分野や経済分野のみなら
ず、さまざまな分野での市民レベルの身近
な交流機会を確保し、交流機会の拡大や
交流人口の増加を図る。

各種交流事業の実施
（ファミリー森林浴ウォーキ
ング、厚別区民まつり、近
隣市交流パークゴルフ大
会、近隣市子育て支援者
交流会）

各種交流事業の実施
（ファミリー森林浴ウォーキ
ング、厚別区民まつり、近
隣市交流パークゴルフ大
会、近隣市子育て支援者
交流会）

各種交流事業の実施
（ファミリー森林浴ウォーキ
ング、厚別区民まつり、近
隣市交流パークゴルフ大
会、近隣市子育て支援者
交流会）

【施策３　国際交流の促進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施策３　国際交流の促進

【施策２　姉妹都市交流事業の拡充】

【継続事業】
海外とのさまざまな交流により、生きた外
国の文化、風俗、社会事情を体得し、異文
化への理解を深め、広い国際的視野と豊
かな国際感覚をもった人材を育てるため、
高校生を対象にカナダ・サスカツーン市と
の相互交流や国際交流パネル展、市民交
流事業などを実施する国際交流協議会を
支援する。

カナダ・サスカツーン市の
交流受入
市民交流事業の実施
組織の強化

カナダ・サスカツーン市の
交流受入
市民交流事業の実施
組織の強化

カナダ・サスカツーン市の
交流受入
市民交流事業の実施
組織の強化

姉妹都市交流事業

[一般会計]

秘書課 事業費（千円） 1,060 1,060

【継続事業】 北広島市、東広島市の郷土祭りに相互訪
問することで、行政機関の交流や地域の
特性を生かした教育、文化、経済など幅広
い交流の推進を図る。
北広島市を拓いた祖先の地で、今なお原
爆症に苦しんでいる方々に、グリーンアス
パラを送付することで、都市間の交流の絆
を深めるとともに、市の成り立ちや戦争の
悲惨さを次世代に伝える。

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

1,404 392

国際交流事業

[一般会計]

社会教育課 事業費（千円） 392

【継続事業】

27

【継続事業】

本市と東広島市の生徒が相互に行き来
し、スポーツ交流を実施することにより、友
好・親善を深めるとともに、生徒の心身の
健全育成を図る。

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

地域交流事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 20

【施策１　広域的な交流の促進】

事業費（千円） 0 0 0
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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

太陽光発電システム
等設置支援事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 6,026 6,027

【継続事業】

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

施策４　環境保全意識の向上

【施策１　地球環境の保全】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施策５　環境衛生の充実

407 407

【拡大事業】

二酸化炭素などの温室効果ガスの削減を
図るため、高効率給湯暖房器、ペレットス
トーブ等を設置するための支援を行う。

高効率給湯暖房器、ペレッ
トストーブ等を設置するた
めの支援の実施

高効率給湯暖房器、ペレッ
トストーブ等を設置するた
めの支援の実施

温暖化対策推進事
業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 407

6,027

【継続事業】

北広島市地球温暖化対策実行計画に基
づき、市民及び事業者等が一丸となって
地球温暖化防止に取り組み、二酸化炭素
などの温室効果ガスの削減を図る。

環境ひろば、エコドライブ講
習会の開催
温暖化対策事業の実施

環境ひろば、エコドライブ講
習会の開催
温暖化対策事業の実施

環境ひろば、エコドライブ講
習会の開催
温暖化対策事業の実施

高効率給湯暖房器、ペレッ
トストーブ等を設置するた
めの支援の実施

温暖化対策推進事
業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 300 450 450

【施策２　公害対策の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

環境保全事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 6,923 7,229

【継続事業】

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

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

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

7,328
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策３　自然環境の保全】

499 499

有害鳥獣駆除対策
事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 467

【継続事業】

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等の
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等の
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等の
交付

環境啓発推進事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 301 331

【継続事業】

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

3,859 3,859

動物衛生等管理事
業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 3,699

331

【継続事業】

狂犬病の蔓延防止など公共衛生の向上を
図るとともに、動物・害虫などから市民の
安全な生活を確保するため、畜犬の管理
や野犬の掃討、狂犬病予防の推進、スズ
メバチ等の駆除などを実施する。

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指
導
迷い犬等動物の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除
支援

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指
導
迷い犬等動物の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除
支援

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指
導
迷い犬等動物の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除
支援

【施策５　環境衛生の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

北広島霊園内に複数の遺骨を一緒に埋
葬する合葬式の墓地を整備する。

《平成27年度終了》

浄化槽設置費の助成

浄化槽設置奨励事
業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 1,337 4,068 4,068

【継続事業】

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

【施策４　環境保全意識の向上】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

北広島霊園合葬墓
整備事業

[特別会計]

環境課 事業費（千円）
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環境課 事業費（千円）

【継続事業】

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・再商品の推進
集団資源回収の奨励
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・再商品の推進
集団資源回収の奨励
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・再商品の推進
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購入
助成
廃棄物減量化の推進

生ごみ処理事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 71,700 65,655

【継続事業】

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

20,041 20,041

【継続事業】

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。

不法投棄対策事業に統合
《平成27年度終了》

ごみ減量化・資源化
対策事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 19,031

環境課 事業費（千円） 5,299 5,505

[一般会計]

5,505

【継続事業】

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
ユースすることにより、埋め立てごみの減
量を図る。

リユース事業（収集、修繕、
展示、販売）の実施

リユース事業（収集、修繕、
展示、販売）の実施

リユース事業（収集、修繕、
展示、販売）の実施

粗大ごみリユース事
業

家電リサイクル事業

[一般会計]

【施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

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

65,655
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7,127

【施策２　ごみ処理体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

最終処分場周辺環
境整備事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 1,115 1,111

【継続事業】

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、周辺に
居住する住民等が実施する鳥獣被害防除
に対し補助金を交付する。

最終処分場周辺環境改
善・保持のための有害鳥獣
の駆除
処分場周辺の飛散ごみ清
掃
生活環境等改善事業補助
金の交付

最終処分場周辺環境改
善・保持のための有害鳥獣
の駆除
処分場周辺の飛散ごみ清
掃
生活環境等改善事業補助
金の交付

最終処分場周辺環境改
善・保持のための有害鳥獣
の駆除
処分場周辺の飛散ごみ清
掃
生活環境等改善事業補助
金の交付

7,127

【継続事業】

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・家電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・家電等の処理

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・家電等の処理

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・家電等の処理

不法投棄対策事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 6,811

96,900 96,900

【継続事業】

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。

《平成27年度終了》

家庭ごみ適正処理
推進事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 92,066

1,111

【継続事業】

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
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

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

【継続事業】

北広島市、千歳市、南幌町、由仁町、長沼
町、栗山町で構成する道央廃棄物処理組
合において、廃棄物焼却の広域処理に向
けた整備を行う。

道央廃棄物処理組合負担
金の支出

道央廃棄物処理組合負担
金の支出

道央廃棄物処理組合負担
金の支出

第６期最終処分場
造成事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円）

10,836

ごみ処理広域化事
業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 10,384 10,836
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施策３　公園の整備

【施策１　緑化の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

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

森林保全活用事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 11,024

145

【継続事業】
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
仁別市有林樹木管理
富ヶ岡市有林下刈
管理道路修繕
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
市有林樹木管理
富ヶ岡市有林下刈
森林ボランティア等による
森林整備活動支援等

市有林樹木管理
富ヶ岡市有林下刈
森林ボランティア等による
森林整備活動支援等

緑の基本計画事業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 145 145

【継続事業】

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
を行う。

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

オープンガーデン見学会の
実施
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

緑化推進事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 5,466 5,547 5,547

12,007 3,833

【継続事業】
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の
実施
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の
実施
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

【継続事業】

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

緑の活動拠点整備
事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 677 1,129

【継続事業】
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
遊歩道修繕
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

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入

77

森林ボランティア支
援事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 63

209

73
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策２　親水空間の保全】

【継続事業】

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。

すみれ公園他10公園の施
設改修

ひばり公園他5公園の施設
改修
(仮称)輪厚中央公園の整
備

広島公園他3公園の施設
改修
みはらし公園他5公園のト
イレのバリアフリー化
(仮称)輪厚中央公園の整
備

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

輪厚川親水事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 1,157 1,195

【継続事業】

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
輪厚川と親しむ会への支
援

輪厚川河川敷草刈等
輪厚川と親しむ会への支
援

輪厚川河川敷草刈等
輪厚川と親しむ会への支
援

1,195

134,822 126,622

都市公園整備事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 99,170

【施策３　公園の整備】
事業名

（担当課）
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【継続事業】

北海道による地震被害想定の見直し及び
水防法改正による浸水想定区域の見直し
を受け、地域防災計画の見直し、防災ガイ
ドブックの改訂を行う。

防災ガイドブックの改訂・印
刷・配布

【施策１　防災対策の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

地域防災計画改訂
事業

[一般会計]

防災・庁舎建設課 事業費（千円） 6,527

【継続事業】

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、防災関係機関の
職員等を対象に各種災害訓練を実施す
る。

水防訓練の実施
自主防災組織等が計画す
る防災訓練への支援

水防訓練の実施
自主防災組織等が計画す
る防災訓練への支援
市役所新庁舎における災
害対策本部運営訓練の実
施

防災資機材整備事
業

[一般会計]

防災・庁舎建設課 事業費（千円） 9,830

【継続事業】
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
資機材や備蓄食糧品等の生活関連物資
を備蓄するほか、救助・応急対策等に必
要とする資機材を市がまとめて購入し、自
主防災組織に貸与する。
また、福祉避難所における備蓄品の整備
を行う。

備蓄食糧品、救助工具セッ
ト、汚物収納袋、衛生用品
の購入
福祉避難所の防災資機材
整備

備蓄食糧品、救助工具セッ
ト、汚物収納袋、衛生用品
の購入
福祉避難所の防災資機材
整備

備蓄食糧品、汚物収納袋
の購入
福祉避難所の防災資機材
整備

総合防災訓練の実施
自主防災組織等が計画す
る防災訓練への支援

防災訓練事業

[一般会計]

防災・庁舎建設課 事業費（千円） 63 63 837

【継続事業】

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
図るとともに、地域における防災活動を担
う人材育成を実施する。

出前講座
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修

出前講座
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修

出前講座
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策２　自主防災組織の充実】

854防災・庁舎建設課 事業費（千円） 801 854

自主防災組織育成
事業

[一般会計]

8,356 7,249

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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135 135

事業費（千円） 26,500 55,500

【継続事業】

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。

護岸工事

治水対策促進事業

[一般会計]

庶務課 事業費（千円） 135

【継続事業】

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
成会への補助金の交付

北広島市治水対策促進期
成会への補助金の交付

北広島市治水対策促進期
成会への補助金の交付

護岸工事

輪上川局部改修事
業

[一般会計]

都市整備課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策３　治山・治水の推進】
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【施策１　消防体制の充実】

消防団活動支援事
業

[一般会計]

消防本部総務課 事業費（千円） 180

1,489

消火栓の新設
防火水槽の設置
消火栓の更新

消防水利整備事業

[一般会計]

警防課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

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

【継続事業】

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
講習の受講

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
講習の受講

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
講習の受講

消防活動用資機材
整備事業

[一般会計]

消防１課 事業費（千円） 956 1,471

【継続事業】

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。

軽量空気ボンベ、化学防護
服の更新

軽量空気ボンベ、救助用
ボートの更新

軽量空気ボンベ、ＡＥＤの
更新

事業費（千円） 18,462 16,339 16,547

180 180

【継続事業】

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
防火水槽の設置
消火栓の更新

【継続事業】

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。

小型動力ポンプ付積載車
の更新（第1分団）
高規格救急車費用の償還

小型動力ポンプ付積載車
の更新（第4分団）
高規格救急車費用の償還

高規格救急車の更新（大
曲救急車）
小型動力ポンプ付積載車
の更新（第2分団）

消防団員安全装備
品等整備事業

[一般会計]

消防本部総務課 事業費（千円） 817 817

【継続事業】

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
を更新する。

防火服一式の更新 防火服一式の更新 防火服一式の更新

20,593 55,534

消防車両等更新事
業

[一般会計]

警防課 事業費（千円） 20,313

817
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【施策２　火災予防の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

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
福祉施設等への防火訪問

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
福祉施設等への防火訪問

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
福祉施設等への防火訪問

100 100

【施策３　救急救命体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

防火委員会推進事
業

[一般会計]

予防課 事業費（千円） 100

884

【継続事業】

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・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
及び病院実習、2行為拡大
講習の受講
メディカル・コントロール連
絡調整会負担金の支出

就業前・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
及び病院実習、2行為拡大
講習の受講
メディカル・コントロール連
絡調整会負担金の支出

就業前・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
及び病院実習、2行為拡大
講習の受講
メディカル・コントロール連
絡調整会負担金の支出

応急手当普及啓発
活動事業

[一般会計]

救急指令課 事業費（千円） 759 884

【継続事業】

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・救命入門コース）の
実施
講習会用資機材（成人用
人形、AEDトレーナー、消
耗品など）の購入

救命講習会（普通・上級・
一般・救命入門コース）の
実施
講習会用資機材（成人用
人形、AEDトレーナー、消
耗品）の購入

救命講習会（普通・上級・
一般・救命入門コース）の
実施
講習会用資機材（成人用
人形、AEDトレーナー、消
耗品）の購入

2,007 2,007

救急体制強化事業
《旧事業名》
メディカルコントロー
ル事業

[一般会計]

救急指令課 事業費（千円） 1,862
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施策２　交通安全環境の整備

【施策１　交通安全意識の充実】

交通安全計画策定
事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 181

14,937

3,056

【施策２　交通安全環境の整備】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

北広島市の地域特性に応じた長期的かつ
総合的な交通安全対策の推進を目的に交
通安全計画を策定する。

第10次交通安全計画の策
定
《平成28年度終了》

交通安全推進事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 14,522 14,703

【継続事業】 交通安全推進員、交通安全学童指導員、
交通安全指導員の配置、道路危険箇所へ
の注意標識等の設置及び公安委員会に
対し規制要望等を行い、交通安全意識の
定着と事故の抑止を図る。
また、交通安全団体、地域住民や民間企
業などで構成する交通安全活動団体が実
施する広報・啓発活動、交通安全教室及
び交通安全に係る民間団体の育成に対し
交付金を交付し、市全体が一体となった交
通安全運動を展開する。

交通安全に係る推進員、
学童指導員、指導員の配
置
注意標識等の設置、公安
委員会に対する規制要望
交通安全活動団体への交
付金の交付

交通安全に係る推進員、
学童指導員、指導員の配
置
注意標識等の設置、公安
委員会に対する規制要望
交通安全活動団体への交
付金の交付

交通安全に係る推進員、
学童指導員、指導員の配
置
注意標識等の設置、公安
委員会に対する規制要望
交通安全活動団体への交
付金の交付

交通安全施設整備
事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 3,000 3,056

【継続事業】

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

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第６節　交通安全の推進 施策１　交通安全意識の充実

平成３０年度
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街路灯（水銀灯・LED灯）の
設置、維持・管理費用の助
成

街路灯整備支援事
業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 35,818 23,908 17,959

年度計画

平成３０年度

施策２　犯罪が起きにくい環境づくり

【施策１　防犯意識の普及啓発】
事業名

（担当課）
事業内容

事業費（千円）

【継続事業】

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。

犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進事業に統合
《平成27年度終了》

防犯活動支援事業

[一般会計]

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

市民課

【継続事業】

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（水銀灯・LED灯）の
設置、維持・管理費用の助
成

街路灯（水銀灯・LED灯）の
設置、維持・管理費用の助
成

865市民課 事業費（千円） 934 989

【継続事業】

犯罪のない安全で
安心なまちづくり推
進事業

[一般会計]

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を行う。
また、自主防犯活動団体に対する活動資
材等の支援や防犯活動団体が実施する
啓蒙活動などに対し交付金を交付し、市
全体が一体となった防犯活動を展開す
る。

推進会議の開催
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
防犯活動団体への資機材
等の支援、交付金の交付

推進会議の開催
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
防犯活動団体への資機材
等の支援、交付金の交付

推進会議の開催
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
防犯活動団体への資機材
等の支援、交付金の交付

【施策２　犯罪が起きにくい環境づくり】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

第７節　防犯対策の推進 施策１　防犯意識の普及啓発
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【施策２　消費者保護の推進】

[一般会計]

商工業振興課

【継続事業】

消費者行政推進事
業
《旧事業名》
消費者行政活性化
事業

第８節　消費生活の安定 施策１　消費者教育の拡充

事業費（千円） 3,343 3,343 3,343

平成３０年度

消費生活全般に対する相談や苦情に的確
かつ迅速に対応するため、消費生活相談
員を配置し、消費生活被害の未然防止と
拡大防止を図るとともに、消費生活問題の
周知・啓発に努める。

消費生活相談員による消
費生活相談、弁護士による
特設相談の実施
消費者大会などの開催

消費生活相談員による消
費生活相談、弁護士による
特設相談の実施
消費者大会などの開催

消費生活相談員による消
費生活相談、弁護士による
特設相談の実施
消費者大会などの開催

施策２　消費者保護の推進

【施策１　消費者教育の拡充】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

商工業振興課 事業費（千円） 410 410 410

【継続事業】

市民の消費生活の安定及び向上を目的と
して活動する北広島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

消費者協会の活動に対す
る支援

北広島消費者協会
活動支援事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

[一般会計]
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【継続事業】

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

【施策２　人権意識の啓発】

54

人権意識の普及啓
発事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 50 54

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策１　恒久平和の希求】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第９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

平和推進事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 87 97

【継続事業】

「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

「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

97
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施策４　生産・流通の振興

【施策１　担い手の育成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

第１節　農業の振興 施策１　担い手の育成

施策２　農地の利用・保全

施策３　都市住民との交流

600

平成３０年度

【継続事業】

本市の農業の持続的発展のため、次代の
担い手である農業後継者、地域のリー
ダー、女性農業者、新規就農者、農業生産
法人の従業員の育成及び確保を図る。

農業後継者等の研修活動
等への助成
新規就農者支援金の交付

農業後継者等の研修活動
等への助成
新規就農者支援金の交付

農業後継者等の研修活動
等への助成
新規就農者支援金の交付

900 900

【継続事業】

北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、道央
農業協同組合が共同し、広域事業として農
業振興を図る。

構成員として運営に参画
負担金の納入

構成員として運営に参画
負担金の納入

構成員として運営に参画
負担金の納入

道央農業振興公社
負担金事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 2,274 2,274 2,274

農業後継者等育成
事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円）

【継続事業】

農業後継者の確保と定着促進を図るた
め、認定を受けた新規就農者に対し就農
から3年間、農地賃借料の一部を助成す
る。

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農・経営継承
総合支援事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 10,600 13,827

【継続事業】

新規就農を増やし、将来の農業を支える人
材を確保するため、青年の就農意欲の喚
起と就農後の定着を図り、経営が不安定な
就農直後(5年以内)の所得を確保する給付
金を交付する。

人・農地プランに位置付け
られた45歳未満の新規就
農者に対する給付

人・農地プランに位置付け
られた45歳未満の新規就
農者に対する給付

人・農地プランに位置付け
られた45歳未満の新規就
農者に対する給付

新規就農経営安定
支援事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 1,000

13,827

500 500
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【継続事業】

農地の湛水、過失被害を解消して農業経
営の安定化を図るため、平成27年度に完
成した農業排水施設の建設費の償還を行
う。

建設費の繰上償還
公共事業等債及び市町村
振興基金貸付金の償還

公共事業等債及び市町村
振興基金貸付金の償還

国営土地改良事業
江別南地区建設費
償還事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 46,365 88 2,021

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】
農家が、転作田を含む透排水不良の農地
において作物の品質向上、安定生産を確
保するために暗渠・明渠排水整備、客土を
実施する際に助成を行い、収益性の高い
品目の生産面積拡大を図る。
また、現在借り手がいない遊休農地の流
動化を図るために農地復元を行う場合に
助成を行う。

暗渠、明渠の排水整備、客
土、農地復元に対する助成

暗渠、明渠の排水整備、客
土、農地復元に対する助成

暗渠、明渠の排水整備、客
土、農地復元に対する助成

【拡大事業】

耕作の支障となる石れきの粉砕や暗渠等
の排水効果を高める圃場均平といった土
質改良に係る事業を助成対象に追加し、
農地の生産性の向上を目指す。

土質改良を助成対象に追
加

土質改良を助成対象に追
加

土質改良を助成対象に追
加

4,060

農地改良事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 3,510 4,060

農地改良事業

[一般会計]

事業費（千円） 530 530 530

【継続事業】

東の里に設置が予定されている遊水地の
計画敷地内に敷設されている恵庭土地改
良区の財産である東の里幹線用水路につ
いて、遊水地の造成に支障があることか
ら、国の移転補償により、市が受託して計
画敷地外に移設を行う。

《平成27年度終了》

東の里揚水機場幹
線用水路移設事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円）

【施策２　農地の利用・保全】

農政課

【継続事業】

農業施設の長寿命化、集落機能の低下防
止などを図るため、地域の農村環境・農業
用施設の維持保全向上活動を行っている
団体に助成する。

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全管
理に係る費用に対する補助

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全管
理に係る費用に対する補助

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全管
理に係る費用に対する補助

多面的機能支払交
付金事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 14,235 14,249 14,249
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

食農教室事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 57

【継続事業】
ファストフードや加工食品等の消費が拡大
している中で、スローフードや健全な食習
慣を身につけることに関心が高まっている
ため、市内の児童とその保護者を対象に、
健全な食に対する理解や生産者等との交
流により、食と農業とのかかわりについて
理解を得るため食農教室を実施する。

食農教室の開催 食農教室の開催 食農教室の開催

交流農園マップの作製
グリーンツーリズム協議会
の実施事業への助成

認定市民農園開設の支援

菜園パーク促進事業

【継続事業】
効率的かつ安定的な経営を実践できる経
営感覚に優れた農業経営者を育成するた
め、農業経営基盤強化促進法に基づく農
業改善計画の認定を受けた農業者（認定
農業者）がその計画に則して規模拡大など
の経営展開を図るために農業経営基盤強
化資金（スーパーＬ資金）を借り入れした場
合に利子の一部を助成する。

資金借入利子に対する助
成

資金借入利子に対する助
成

資金借入利子に対する助
成

62 62

【施策４　生産・流通の振興】

農業資金利子補給
事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 314 370

【継続事業】
農産物の直売や体験型農業などグリーン
ツーリズムの取組みは、地域経済への波
及効果が期待されることから積極的なＰＲ
を実施する。
今後、グリーンツーリズム活動の連携促進
によりさらに多く交流が生まれ、本市の農
業や魅力を市内外に伝えられることから、
実施者が連携した活動を支援する。

交流農園マップの作製
グリーンツーリズム協議会
の実施事業への助成

交流農園マップの作製
グリーンツーリズム協議会
の実施事業への助成

農業振興奨励事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 2,620

370

【継続事業】

農業経営者等で構成する生産組織や酪農
家等に対し、直接または道央農業協同組
合を通して支援を行い、農業経営の近代
化、安定化をめざし、北広島市の農業の振
興を図る。

農業技術の向上や情報交
換への支援
健全牛育成のための預託
放牧、酪農ヘルパーの導入
への支援
野菜の線虫被害の防止、エ
ゾシカによる被害の軽減へ
の支援

農業技術の向上や情報交
換への支援
健全牛育成のための預託
放牧、酪農ヘルパーの導入
への支援
野菜の線虫被害の防止、エ
ゾシカによる被害の軽減へ
の支援

農業技術の向上や情報交
換への支援
健全牛育成のための預託
放牧、酪農ヘルパーの導入
への支援
野菜の線虫被害の防止、エ
ゾシカによる被害の軽減へ
の支援

3,000 3,000

【継続事業】

市民を対象に、現役の農家や有識者など
の知識と経験を生かして農作物の栽培知
識や技術を提供する野菜づくり実践講座を
開設し、食や農業に対する関心を高める。

野菜づくり実践講座の開設 野菜づくり実践講座の開設

【継続事業】

市民の余暇活動等の憩いの場としての認
定市民農園を市内の遊休農地等に開設す
る場合に、開設のための相談や支援を行う
ことで、遊休農地等の有効活用だけでな
く、農業者の経営の多角化や安定化につ
なげる。

認定市民農園開設の支援 認定市民農園開設の支援

214

野菜づくり講座事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 181 185

野菜づくり実践講座の開設

【施策３　都市住民との交流】

グリーンツーリズム
推進事業

[一般会計]

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 100 250 250

798農政課 事業費（千円） 710 798
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【新規事業】

畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が
連携・結集し、地域ぐるみで高収益型畜産
を実現するため、畜産クラスター計画に定
められた中心的な経営体の施設整備を支
援する。

畜産クラスター協議会を通
じた中心的な経営体の支
援

畜産競争力強化対
策整備事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 207,937

【継続事業】

農業経営の安定と国内生産力の確保によ
り、食糧自給率の向上を図るための経営
所得安定対策の実施にあたって、事務事
業の推進や要件確認等にあたる北広島市
地域農業再生協議会に対して必要な経費
を助成する。

地域農業再生協議会に対
する助成

地域農業再生協議会に対
する助成

地域農業再生協議会に対
する助成

経営所得安定対策
直接支払推進事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 6,834 6,834 6,834

【継続事業】

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果
の高い営農活動に取り組む農業者で組織
する団体の構成員に対し、取り組み面積に
応じた支援を行う。

一定の条件に沿って環境に
配慮した営農活動に取組
む農業者で組織する団体
に対する助成金の交付

一定の条件に沿って環境に
配慮した営農活動に取組
む農業者で組織する団体
に対する助成金の交付

一定の条件に沿って環境に
配慮した営農活動に取組
む農業者で組織する団体
に対する助成金の交付

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

環境保全型農業直
接支援対策事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 2,425 2,491

【継続事業】

地域農業を担う中心経営体の育成確保と
その経営体への農地集約の方向性を明確
にする人・農地プランを作成する。
また、農地中間管理機構に農地を貸し付
けて農地の集積に協力する農業者に協力
金を交付する。

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

1,217 1,217

【継続事業】
市の定める人・農地プランに位置づけられ
た中心経営体等が、農業経営の発展・改
善を目的として、融資を活用して農業用機
械等を取得する場合に、取得に要する経
費から融資の額を除いた自己負担部分に
助成する。また融資の円滑化を図るため、
農業信用基金協会よる債務保証の拡大に
ついて助成する。

補助対象経営体への助成 補助対象経営体への助成 補助対象経営体への助成

経営体育成支援事
業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 12,874 5,000 5,000

担い手への農地集
積推進事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円）

【継続事業】

鳥獣による農作物等被害防止のため、平
成27年度に設置した鳥獣被害対策実施隊
によるエゾシカ等の有害鳥獣駆除を行う。

鳥獣被害対策実施隊によ
る鳥獣の駆除を実施

鳥獣被害対策実施隊によ
る鳥獣の駆除を実施

鳥獣被害対策実施隊によ
る鳥獣の駆除を実施

鳥獣による農作物等
被害防止対策事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 144 144 144

1,186

2,491
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【施策１　地元企業の育成】・【施策２　市内での連携】

人材育成や能力開発セミ
ナー等への助成
高度な技術習得を目的とす
る講習会参加への助成

人材育成や能力開発セミ
ナー等への助成
高度な技術習得を目的とす
る講習会参加への助成

人材育成や能力開発セミ
ナー等への助成
高度な技術習得を目的とす
る講習会参加への助成

事業費（千円） 150 150

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第２節　工業の振興 施策１　地元企業の育成

【継続事業】

活力のあるまちづくりには、企業の健全経
営が根幹であり、企業の健全経営には有
能な人材の育成や確保が不可欠であるた
め、市内に立地する企業が実施する能力
開発セミナーや各種研修等に助成し、企業
の健全経営を促進する。

150

企業人財づくり支援
事業

[一般会計]

商工業振興課

施策２　市内での連携
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1,476

事業名
（担当課）

事業内容

空き店舗利用促進
事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円）

【継続事業】

各地区の商工業者が連携して、地域の特
性を生かしながら商店街の賑わいと活性
化を図る各種事業に対して支援する。

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化事業に
対する補助金

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化事業に
対する補助金

【継続事業】

本市の農産物や観光資源、歴史的資産を
活用した北広島市の知名度アップや交流
人口の増加を図るとともに、新商品開発・
販売などに広く商工業者が参加できる環境
を整えるため、北広島商工会が実施する
事業に対し支援を行う。

《平成27年度終了》

事業費（千円） 570

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

第３節　商業の振興 施策１　各地域商業の振興・商業団体の育成

施策２　商業経営の安定

事業費（千円）商工業振興課

684

【継続事業】

大型店の進出や店舗の移転、事業者の高
齢化による廃業など、空き店舗増加への対
策事業を実施する北広島商工会に対して
事業助成相当額を支援する。

空き店舗を利用し開業する
事業者の申請に基づき北
広島商工会が認定し助成し
た相当額を補助

空き店舗を利用し開業する
事業者の申請に基づき北
広島商工会が認定し助成し
た相当額を補助

空き店舗を利用し開業する
事業者の申請に基づき北
広島商工会が認定し助成し
た相当額を補助

1,800 1,800

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化事業に
対する補助金

地域商店街活性化
事業

[一般会計]

商工業振興課

【継続事業】

小規模事業者の経営安定化を促進し、中
小企業を支援するため、小規模事業者に
対する経営指導及び経営改善への業務指
導を行う北広島商工会に対して人件費及
び事業費の一部を支援する。

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて、中小企業
の支援を行う北広島商工会
に対する助成

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて、中小企業
の支援を行う北広島商工会
に対する助成

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて、中小企業
の支援を行う北広島商工会
に対する助成

282,456 282,456

28,154

中小企業者等融資
事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 269,595

【継続事業】

中小企業者の事業資金の円滑化を図るた
め、市が市内金融機関に原資を預託する。
また、信用保証料の全額及び利子の一部
を市が補助することにより、事業者の負担
を軽減し、中小企業の育成振興を図る。

融資利子及び信用保証料
に対する助成

684

融資利子及び信用保証料
に対する助成

融資利子及び信用保証料
に対する助成

平成３０年度

【施策１　各地域商業の振興・商業団体の育成】

商工会地域振興事
業

[一般会計]

【施策２　商業経営の安定】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

商工業振興課 事業費（千円） 27,783 28,154

小規模事業指導推
進事業

[一般会計]
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1,500

【継続事業】

住宅の改修を促進し、快適な住環境の整
備、市内の建設産業の振興及び雇用の安
定を図るため、市民が住宅のリフォームを
行う際の工事等に要する費用の一部を助
成する。

住宅リフォームする工事費
の一部補助
《平成28年度終了》

住宅リフォーム支援
事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 14,013

【新規事業】

地域経済の活性化及び市民の消費喚起を
目的に、北広島商工会が取り組む「地域に
ぎわい応援事業」の経費の一部を補助す
る。

北広島商工会が実施する
地域にぎわい応援事業に
対する支援

北広島商工会が実施する
地域にぎわい応援事業に
対する支援

北広島商工会が実施する
地域にぎわい応援事業に
対する支援

地域にぎわい応援事
業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 1,500 1,500

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

地域消費の拡大及び地域経済の活性化を
図るため、プレミアム付商品券を発行す
る。

《平成27年度終了》

プレミアム付商品券
発行事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円）
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7,697

1,115

事業費（千円） 13,862

【継続事業】 北広島輪厚工業団地や民間所有の分譲
地への企業誘致活動を展開し、優良な企
業の立地によって地域経済の活性化や雇
用創出の場の確保など、活力あるまちづく
りをめざす。
また、企業誘致活動の一環として、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。

進出希望企業を訪問するな
どの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

進出希望企業を訪問するな
どの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

進出希望企業を訪問するな
どの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

13,362

企業誘致推進事業

[一般会計]

商工業振興課

【施策１　企業誘致の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第４節　企業誘致・創業支援 施策１　企業誘致の推進

施策２　創業支援

【継続事業】

コミュニティビジネスアドバイザーを設置
し、少子高齢化、コミュニティ醸成、環境保
全、教育、地産地消など地域課題の解決
にビジネスとして取り組む団体、企業、個
人に支援を行い、起業の促進と地域の活
性化を図る。

コミュニティビジネスアドバ
イザーの設置
創業団体等への支援

コミュニティビジネスアドバ
イザーの設置
創業団体等への支援

コミュニティビジネスアドバ
イザーの設置
創業団体等への支援

【施策２　創業支援】

1,115

コミュニティビジネス
創業支援事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 1,115

平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度
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[一般会計]

第５節　観光の振興 施策１　観光の振興

施策２　イベント等の充実

[一般会計]

観光振興課 5,430事業費（千円） 3,930 4,430

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策１　観光の振興】・【施策２　イベント等の充実】

観光振興事業

イベントの実施による市民相互及び市民と
近隣市町村来訪者の交流を図ることが地
域の活性化に寄与することから、市内外の
各種イベントへの参加や観光資源の紹介・
宣伝など本市観光の発展を図るため、北
広島市観光協会への支援を行う。
また、石狩管内の市町村等で構成する
「さっぽろ広域観光圏」の事業の推進に努
める。

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

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

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

3,906 3,581

都市型観光推進事
業

[一般会計]

観光振興課 事業費（千円） 1,518

観光振興課

交流・定住人口の増加を目的として、市内
の地域資源・観光資源を活用した良好な都
市イメージの創出と効果的なプロモーショ
ンを実施する。

自然や歴史、産業、文化、
イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコン
テンツの作成と情報発信
きたひろ観光推進協議会の
運営・イベントへの参画等

自然や歴史、産業、文化、
イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコン
テンツの作成と情報発信
きたひろ観光推進協議会の
運営・イベントへの参画等
観光情報誌への広告掲載
等

自然や歴史、産業、文化、
イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコン
テンツの作成と情報発信
きたひろ観光推進協議会の
運営・イベントへの参画等
観光情報誌への広告掲載
等

事業費（千円） 486 495 495

【拡大事業】

地域の食資産を活用した観光PRを実施す
る。

観光ＰＲの実施 観光ＰＲの実施 観光ＰＲの実施

都市型観光推進事
業

【継続事業】

【継続事業】
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3,002 3,002

[一般会計]

雇用対策事業

第６節　労働環境の整備 施策１　就業機会の拡大と安定化

就職支援推進員のを配置
による地域職業相談室の
管理・運営

2,471

施策２　勤労者福祉の充実

【施策１　就業機会の拡大と安定化】・【施策２　勤労者福祉の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

季節労働者の通年雇用化を図り、収入の
安定とともに安心した生活を確保するため
の各種事業に取り組む北広島市季節労働
者通年雇用促進支援協議会を支援する。

通年雇用人材育成・求人開
拓･セミナーの開催や職場
体験実習などの各種事業
に取り組む北広島市季節
労働者通年雇用促進支援
協議会の運営及び市負担
金の支出

通年雇用人材育成・求人開
拓･セミナーの開催や職場
体験実習などの各種事業
に取り組む北広島市季節
労働者通年雇用促進支援
協議会の運営及び市負担
金の支出

通年雇用人材育成・求人開
拓･セミナーの開催や職場
体験実習などの各種事業
に取り組む北広島市季節
労働者通年雇用促進支援
協議会の運営及び市負担
金の支出

地域職業相談室運
営事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 2,423 2,471

【継続事業】

新規に若年求職者を雇用した市内中小企
業に対して助成を行う。

新規に若年求職者を雇用し
た市内中小企業に対する
助成

新規に若年求職者を雇用し
た市内中小企業に対する
助成

新規に若年求職者を雇用し
た市内中小企業に対する
助成

【継続事業】

高年齢者に臨時的かつ短期的な仕事を組
織的に確保し、提供して、高年齢者の生き
がいと活力ある地域社会づくりのために活
動しているシルバー人材センターを支援す
る。

シルバー人材センターの運
営費及び事業費に対する
補助

シルバー人材センターの運
営費及び事業費に対する
補助

シルバー人材センターの運
営費及び事業費に対する
補助

シルバー人材セン
ター活動支援事業

商工業振興課 事業費（千円）

商工業振興課 事業費（千円） 10,500 10,500

[一般会計]

3,002

10,500

395 395

季節労働者通年雇
用促進支援事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 395

【継続事業】

国との連携により、地域職業相談室(ジョブ
ガイド北広島)を運営し、求人情報の提供、
職業相談、失業者相談を実施することによ
り、求職者等への利便性の向上及び就職
促進を図る。

就職支援推進員のを配置
による地域職業相談室の
管理・運営

就職支援推進員のを配置
による地域職業相談室の
管理・運営
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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

市街地整備計画事
業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 307

平成３０年度

【継続事業】

北広島市都市計画マスタープランに基づ
き、北広島市にふさわしいコンパクトシティ
の実現のため、用途地域や地区計画の見
直し及び平成32年度予定の区域区分の
見直しに向けた検討を行う。

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守

【施策１　市街地の形成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

町名・町界整備審議会の
開催
共栄・北の里地区の町名・
町界整備

町名・町界整備事業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 0 0 0

336 375

【継続事業】

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。未整備地区である共栄・北
の里地区の関係住民との合意形成に向け
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に
ともなうアンケート調査の
実施

【継続事業】

北広島団地活性化や既存市街地の未利
用地の利用促進のため、空き地・空き家な
どの不動産の流動化に取り組むとともに、
北広島団地活性化計画の推進を図るため
進行管理を実施する。

空き地・空き家などの流動
化に向けた取組
人口動態調査の実施

空き地・空き家などの流動
化に向けた取組
人口動態調査の実施

団地活性化についての意
見交換会の開催
空き地・空き家などの流動
化に向けた取組
人口動態調査の実施

土地区画整理組合
指導事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円）

【継続事業】

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。

《平成27年度終了》

74 74

市街地活性化事業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 100
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【施策２　駅周辺まちづくり】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

有料駐車場管理運
営事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 7,626

10,094

【継続事業】

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を図る。

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上
東駐車場共用部ＥＶワイ
ヤー、監視カメラ修繕

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上
東駐車場防風ネット交換

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上
東駐車場自動管理機器借
上
東駐車場全体共用部屋上
防水修繕等

エルフィンパーク活
用事業

[一般会計]

エルフィンパーク 事業費（千円） 10,356 10,094

【継続事業】
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

自転車駐車場等の管理運
営

自転車駐車場管理
事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 1,739 2,260 2,260

17,941 50,911

【継続事業】

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

0

駅周辺まちづくり推
進事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 0 0

【継続事業】 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。
ＪＲ上野幌駅周辺について、交通の利便
性を生かし商業・業務施設等の立地を図
る。

関係者及び関係機関との
協議

関係者及び関係機関との
協議

関係者及び関係機関との
協議
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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

公営住宅長寿命化
事業

[一般会計]

建築課 事業費（千円） 53,858

【継続事業】

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。

調査設計・修繕・改善の実
施
市営住宅広島団地２号棟
の屋上防水・外壁改修
４号棟改修設計

修繕・改善の実施
市営住宅広島団地４号棟
の屋上防水・外壁改修

【施策１　公営住宅等の整備促進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

677,178 367,200

市営住宅共栄団地
建替事業

[一般会計]

建築課 事業費（千円）

【継続事業】

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を目
的とし、公営住宅長寿命化計画に沿って、
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。

建設工事（3号棟）
既存住宅解体除却
入居者移転

建設工事（3号棟）
土質調査（4号棟）
実施設計（4号棟）
入居者移転

建設工事（4号棟）
既存住宅解体除却
土質調査（5号棟）
実施設計（5号棟）

H27繰越分
H28予算分
合計

51,215
1,059

52,274

H27繰越分
H28予算分
合計

37,180
343,606
380,786

木造住宅耐震診断・
改修支援事業

[一般会計]

建築課 事業費（千円） 360 360

【継続事業】

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、耐震改修の助
成

耐震診断、耐震改修の助
成

耐震診断、耐震改修の助
成

【施策２　多様なニーズへの対応】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

360

【継続事業】

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。

住宅住替えの相談 住宅住替えの相談 住宅住替えの相談

【施策３　住み替えニーズへの対応】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

住宅住替え支援事
業

[一般会計]

建築課 事業費（千円） 0 0 0

施策３　住み替えニーズへの対応

施策４　空き家対策の推進
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市民課 事業費（千円） 162 162

【施策４　空き家対策の推進】

『空家等対策の推進に関する特別措置
法』が平成27年5月26日に全面施行された
ことに伴い、特定空家の判断基準、空家
等対策計画を策定し、

協議会の開催 協議会の開催

空き家対策事業

[一般会計]

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【新規事業】
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（一次改築）
道路改良工事
（二次改築）
測量設計
道路改良工事

生活道路整備事業

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 156,497 171,028 169,720

市道整備事業（補
助）

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円） 455,105

35,600

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

事業名
（担当課）

市道整備事業（単
独）

[一般会計]

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

都市整備課 事業費（千円） 57,150 53,925

【継続事業】

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。

道路改良工事
　大曲団地2号線
　大曲工場7号線

測量設計
　(仮称)大曲工場1号支線
道路改良工事
　大曲団地2号線

測量設計
　輪厚三島線
道路改良工事
　(仮称)大曲工場1号支線

【継続事業】

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。

（一次改築）
測量設計
道路改良工事
（二次改築）
測量設計
道路改良工事

（一次改築）
道路改良工事
（二次改築）
測量設計
道路改良工事

【施策１　市内幹線道路・生活道路等の整備】

事業内容
年度計画

市道整備事業（受
託）

[一般会計]

都市整備課 事業費（千円）

421,355 414,813

【継続事業】

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。

《平成27年度終了》

3,100

【継続事業】

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。

道路改良工事
　大曲椴山線
　共栄南1号線
負担金
　南９号橋

道路改良工事
　輪厚中央通
　大曲椴山線
　共栄南１号線

道路改良工事
　輪厚中央通
　大曲椴山線
　共栄南１号線

街路樹補植事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 2,000 3,100

【継続事業】

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
虹ヶ丘中央通線

幹線緑道
ライラック通

幹線緑道
西の里白樺通線
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業費（千円） 185,000 122,000 122,000

34,700 34,700

【継続事業】

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。

広島輪厚線車道
輪厚中の沢線車道
中央通線車道
若葉町5番通線歩道
緑陽通線歩道
北進通線歩道
高速西1号線車道
高速東2号線車道

北進通線車道・歩道
稲穂通線車道・歩道
緑陽通線歩道

照明灯維持補修事
業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 30,000

【継続事業】

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。

照明灯新規取替
照明灯地際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化　中央通

照明灯新規取替
照明灯地際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化　中央通

照明灯新規取替
照明灯地際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化　中央通・広葉通

土木事務所 事業費（千円） 1,250

998

【継続事業】

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） 1,494 1,966

【継続事業】

1,320 1,320

橋梁長寿命化事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 76,737 177,638

【継続事業】

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。

補修設計
・輪厚橋、開拓橋
橋梁点検
・22橋(近接目視)
補修工事
・中央陸橋:1.2.3.5.6.7径間
（上り線）

補修設計
・天使歩道橋、北進橋、広
葉橋
橋梁点検
・1橋（近接目視）
補修工事
・中央陸橋:1.2.3.5.6.7径間
（下り線）

補修設計
・高台陸橋、広栄橋
橋梁点検
・1橋（近接目視）
補修工事
・中央陸橋:4径間、輪厚
橋、北進橋、開拓橋、広葉
橋

【継続事業】

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。

Ｃ斜路シーリング工事
天井・屋根修繕

ドームシーリング工事
天井・屋根修繕
鉄骨柱塗装

ドームシーリング工事
天井・屋根修繕
鉄骨柱塗装

東西連絡橋施設補
修事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 4,500 5,000 5,000

201,849

市道用地確定事業

[一般会計]

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。

東1号線 大曲椴山線ほか 裏の沢川沿通線ほか

稲穂通線車道・歩道
東栄通線車道
輪厚川通線車道
共栄西通線車道・歩道
北進通線車道・歩道
緑陽通線歩道

舗装補修事業

[一般会計]

土木事務所

地域土木振興事業

[一般会計]
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【継続事業】

市が維持管理している道路施設におい
て、道路利用者及び第三者被害の危険性
の有無を判断することを目的として、予防
に関する点検を実施する。

《平成27年度終了》

道路ストック総点検
事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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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

乗合バス事業者に対する
運行経費の一部補助
公共交通に関する学校授
業等の実施

生活バス路線確保
対策事業

[一般会計]

平成３０年度

4,062 4,000

【施策２　サイクルリング・ネットワークの形成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施策３　冬期間交通の確保

【施策１　公共交通の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

平成２９年度 平成３０年度

3,059 3,059

レンタサイクル事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 2,218

0

【継続事業】

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。
また、公共交通に関する学校授業等を実
施する。

乗合バス事業者に対する
運行経費の一部補助
公共交通に関する学校授
業等の実施

【継続事業】

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、自転車の貸し出しを
行い、併せて市民の健康促進及びレク
レーションの振興を図る。

駅東口及び自転車の駅で
レンタサイクルの実施

駅東口及び自転車の駅で
レンタサイクルの実施

駅東口及び自転車の駅で
レンタサイクルの実施

サイクルネットワーク
活用事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 0 0

企画課 事業費（千円）

市道排雪支援事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 47,369 50,565

【継続事業】

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

【継続事業】

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
道央馬追サイクルネット
ワーク推進協議会との連
絡調整

未整備区間の調査・研究
道央馬追サイクルネット
ワーク推進協議会との連
絡調整

未整備区間の調査・研究
道央馬追サイクルネット
ワーク推進協議会との連
絡調整

【施策３　冬期間交通の確保】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度

51,537

施策４　輪厚スマートインターチェンジの充実
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【施策４　輪厚スマートインターチェンジの充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】
道路の計画、建設、維持修繕等のため、
市内幹線道路の交通量や道路現況等を
調査するとともに、広域的な都市計画道路
網の見直しについて、関係機関との協議
を進める。
また、輪厚スマートインターチェンジ24時間
化の早期実現に向けて、関係機関との協
議を進める。

都市計画審議会の開催
交通量調査
輪厚ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ24時
間化に向けた関係機関協
議及び地区協議会の開催
輪厚ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ標識
修繕

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

道路計画事業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 7,182 5,137 3,685

私道除雪支援事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 3,100

【継続事業】

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

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

2,600 2,600

除雪車等購入事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 36,699 49,150

【継続事業】

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。

道路パトロール車、小型
ロータリー除雪車の購入

除雪グレーダの購入、道路
維持作業車

大型ロータリ除雪の購入

小型除雪機械の貸出

小型除雪機械貸出
事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 1,253 1,281 1,281

【継続事業】

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

4,500 3,700

地域除雪懇談会推
進事業

[一般会計]

土木事務所 事業費（千円） 4,364

54,700

【継続事業】

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
懇談会を開催して除排雪に関する問題点
の整理を行い、除雪マップを作成する。

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

地域除雪懇談会の開催
除雪マップの作成
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施策３　施設の維持

【施策１　水の安心】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施策４　水道経営基盤の強化

第５節　水道の整備 施策１　水の安心

施策２　水の安定

1,859

水質検査委託事業

[企業会計]

水道施設課 事業費（千円） 1,990 1,859

【継続事業】

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)
年4回検査(42項目)
配水池清掃時等の臨時検
査

毎月検査(9項目)
年4回検査(42項目)
配水池清掃時等の臨時検
査

毎月検査(9項目)
年4回検査(42項目)
配水池清掃時等の臨時検
査

事業費（千円） 1,000 1,000

【継続事業】

市街化調整区域に居住する市民に対して
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
る費用の一部を助成する。

給水施設設置費、井戸設
置費を助成

給水施設設置費、井戸設
置費を助成

給水施設設置費、井戸設
置費を助成

【施策２　水の安定】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

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。

開閉栓業務の実施 開閉栓業務の実施 開閉栓業務の実施

2,466 2,409

休日等給水サービ
ス業務委託事業

[企業会計]

水道施設課 事業費（千円） 2,614

【継続事業】

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の実
施

休日等給水サービスの実
施

休日等給水サービスの実
施

7,711

[企業会計]

業務課 事業費（千円） 7,424 7,711

1,000

飲料水等供給施設
設置支援事業

[一般会計]

環境課

水道開閉栓業務委
託事業
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

水道第５期拡張事
業

[企業会計]

水道施設課 事業費（千円） 27,800

【継続事業】

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。

未普及地区配水管整備 未普及地区配水管整備 未普及地区配水管整備

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度

13,926 16,553

補助金の支出

【継続事業】

上下水道料金の未納者に対する個別収
納を行い、納入の促進、収納の向上を図
る。

収納業務の実施 収納業務の実施 収納業務の実施

配水施設改良事業

[企業会計]

水道施設課 事業費（千円） 138,455 110,896

【継続事業】

老朽管更新事業計画に基づき、老朽化し
た配水管を更新し、漏水事故等の未然防
止と有収率の向上を図る。
基幹的配水管の劣化度調査等を基に、水
道施設更新計画を策定する。

配水管更新
水道施設更新計画策定

配水管更新
水道施設更新計画策定

配水管更新

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

7,335 7,335

上下水道料金収納
業務委託事業

[企業会計]

業務課 事業費（千円） 7,269

平成３０年度

【継続事業】

石狩東部広域水道企業団へ、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。

補助金の支出 補助金の支出

【施策４　水道経営基盤の強化】

96,312

【施策３　施設の維持】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

石狩東部広域水道
企業団負担事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 63,068 62,283 61,453
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第６節　下水道の整備 施策１　下水道の整備と利用の促進

【継続事業】

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る
ため、処理場施設長寿命化計画に沿って
老朽化した施設・機器の更新を実施する。

消化ﾀﾝｸ機器更新
脱硫装置更新
汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ更新
強制濃縮棟電気設備更新
ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞ設備更新
次亜ﾀﾝｸ･ﾎﾟﾝﾌﾟ更新
機器更新実施設計
水処理棟耐震調査
下水道BCP策定
長寿命化計画の進行管理

水処理施設機器更新
消化ﾀﾝｸ機器更新
機器更新実施設計
水処理棟耐震設計
強制濃縮棟外耐震調査
長寿命化計画の進行管理

水処理施設機器更新
消化ﾀﾝｸ機器更新
井水ポンプ更新
強制濃縮棟床配水ポンプ
更新
機器更新実施設計
長寿命化計画の進行管理

下水道（雨・汚水管）
整備事業

[特別会計]

下水道課 事業費（千円） 304,297 377,268

【継続事業】

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
備及び管渠施設長寿命化計画に沿って老
朽化した施設の更新を実施する。

汚水管更新
人孔蓋更新
西の里ﾎﾟﾝﾌﾟ場電気・機械
設備更新
大曲ﾎﾟﾝﾌﾟ場改修設計
長寿命化計画の進行管理

稲穂地区外雨水管整備
汚水管更新
人孔蓋更新
大曲ポンプ場改修
大曲ポンプ場工事施工監
理
長寿命化計画の進行管理

稲穂地区外雨水管整備
大曲地区汚水管整備
汚水管更新
人孔蓋更新
長寿命化計画の進行管理

下水道課 事業費（千円）

下水道管理システム
整備事業

[特別会計]

下水道課 事業費（千円）

55,047

【継続事業】
下水道施設管理事務の効率化及び市民
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。
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
センターへの負担軽減を図るため、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

下水道管路等情報の更新
下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修
公共桝補修
事業場排水水質検査
違反事業場に対する改善
指導

下水道管路等情報の更新
下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修
公共桝補修
事業場排水水質検査
違反事業場に対する改善
指導

下水道管路等情報の更新
下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修
公共桝補修
事業場排水水質検査
違反事業場に対する改善
指導

施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理

326,905 241,305

下水処理センター整
備事業

[特別会計]

下水道課 事業費（千円） 467,689

183,368

管渠維持経費
（経常経費）

[特別会計]

施策２　発生汚泥の有効利用

【施策１　下水道の整備と利用の促進】

62,647 62,647

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。

管渠維持経費（経常経費）
に統合
《平成27年度終了》

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。

管渠維持経費（経常経費）
に統合
《平成27年度終了》

下水道管渠更生事
業

[特別会計]

【継続事業】

【継続事業】

下水道課 事業費（千円）
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【継続事業】

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。

下水道（雨・汚水管）整備
事業及び下水処理セン
ター整備事業に統合
《平成27年度終了》

下水道施設長寿命
化計画策定事業

[特別会計]

下水道課 事業費（千円）

汚泥有効利用推進
事業

[特別会計]

下水処理センター 事業費（千円） 2,753 2,804

【継続事業】
下水汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥から
生成される乾燥汚泥について、肥料取締
法の基準に適合した汚泥肥料として緑農
地還元を行っていくため、し尿等の分析を
実施するとともに、廃棄物処理法に沿った
乾燥汚泥の製袋・保管及び運搬業務を実
施する。

フレコンバッグの購入
し尿等分析調査の実施
乾燥汚泥の保管・運搬

フレコンバッグの購入
し尿等分析調査の実施
乾燥汚泥の保管・運搬

フレコンバッグの購入
し尿等分析調査の実施
乾燥汚泥の保管・運搬

【施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

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。

管渠維持経費（経常経費）
に統合
《平成27年度終了》

事業場排水監視事
業

[特別会計]

下水道課 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

本市のし尿・浄化槽汚泥及び長沼町・由
仁町・南幌町のし尿・浄化槽汚泥を事務委
託によりバイオガス化処理を行う。

し尿・浄化槽汚泥のバイオ
ガス化処理

し尿・浄化槽汚泥のバイオ
ガス化処理

し尿・浄化槽汚泥のバイオ
ガス化処理

し尿処理事業

[一般会計]

環境課 事業費（千円） 88,171 112,868 115,978

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

2,804

【施策２　発生汚泥の有効利用】
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【継続事業】
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
の協議指導、都市景観の啓発及び屋外広
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
都市景観の啓発
違反広告物の指導・除去

施策２　景観の維持

【施策１　景観づくり】・【施策２　景観の維持】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第７節　都市景観の形成 施策１　景観づくり

27

都市景観形成事業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 31 27
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【継続事業】

各種行政手続きの効率化・簡素化をはか
り、さらなる市民サービスの向上を図るた
め、税情報や社会保障関係情報の全国的
な情報連携を行う。

国・地方公共団体等との情
報連携体制の構築

国・地方公共団体等との情
報連携

社会保障・税番号
（マイナンバー）制度
システム等導入事業

[一般・特別会計]

市民課ほか 事業費（千円） 1,926
Ｈ27繰越分
Ｈ28予算分
合計

17,053
31,664
48,717

【施策１　行政事務の情報化】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

施策１　行政事務の情報化第８節　情報化の推進

施策２　情報化の環境整備

73,048

情報通信基盤設備
管理事業

[一般会計]

行政管理課 事業費（千円） 67,432 78,517

【継続事業】
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、PC管理システム
借上
PC等、ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフトほか）
新庁舎ネットワーク構築

機器等の保守及び修繕
複合機、PC管理システム
借上
PC等、ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフトほか）

機器等の保守及び修繕
複合機、PC管理システム
借上
PC等、ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフトほか）

事業費（千円） 15,205 10,164

【継続事業】

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

システム等保守
備品購入
サーバーの更新

基幹系情報システム
管理事業

[一般会計]

行政管理課 事業費（千円） 69,596 71,015 91,465

【継続事業】
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
備品購入

システム等保守
備品購入
PCの更新

10,164

総合内部情報システ
ム管理事業

[一般会計]

行政管理課
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804

情報化施策推進事
業

[一般会計]

行政管理課 事業費（千円） 626 804

【継続事業】

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。

会議録作成支援システム
運用

会議録作成支援システム
運用

会議録作成支援システム
運用

【施策２　情報化の環境整備】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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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

施策２　情報公開制度の充実

【施策１　情報の共有】・【施策２　情報公開制度の充実】

文書管理運営事業

[一般会計]

行政管理課 事業費（千円） 468 542

100

[一般会計]

政策広報課 事業費（千円） 2,508 2,508 2,508

3,432 3,432

市議会政務活動事
業

[一般会計]

議会事務局 事業費（千円） 3,432

ホームページ運営
映像コンテンツ作成等

協働事業きたひろＴ
Ｖ推進事業

【継続事業】

北広島市の観光・産業等の振興を図るた
め、NPO法人との協働により、市政情報や
地域情報を動画を用いて発信するととも
に、無料動画投稿サイトと連携するホーム
ページを用い、作成した映像コンテンツを
配信する。

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

【継続事業】

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 政務活動費の交付 政務活動費の交付

統計協議会活動支
援事業

[一般会計]

政策広報課 事業費（千円） 100 100

【継続事業】

統計調査の円滑かつ適正な実施、調査力
の向上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

【拡大事業】

新庁舎への移行に伴い、より効率的な執
務環境を確保するため、公文書を個別フォ
ルダで収納、管理する新たなファイリング
システムを導入する。

ファイリングシステムの導
入

ファイリングシステムの維
持管理

ファイリングシステムの維
持管理

8,268 6,268

文書管理運営事業

[一般会計]

行政管理課 事業費（千円） 16,581

542

【継続事業】

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

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第９節　情報公開・広報広聴の充実 施策１　情報の共有

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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【継続事業】

他の自治体から訪れる個人や団体など
に、まちの概要を理解してもらうため、市
勢要覧を作成する。

市勢要覧を作成
既存の市勢要覧を増刷

市勢要覧を作成

市勢要覧製作事業

[一般会計]

政策広報課 事業費（千円） 1,806 687

【施策３　個人情報の保護】

[一般会計]

議会事務局 事業費（千円） 3,177 4,269 4,367

1,921

議会広報事業

【継続事業】

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

議会だよりの発行
議会中継（常任委員会の
中継を開始）

議会だよりの発行
議会中継

コミュニティＦＭ広報
事業

[一般会計]

政策広報課 事業費（千円） 1,886 1,921

【継続事業】

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」「きたひ
ろ再発見」番組による情報
発信
協定に基づき、災害時の緊
急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

「市役所情報BOX」「きたひ
ろ再発見」番組による情報
発信
協定に基づき、災害時の緊
急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

「市役所情報BOX」「きたひ
ろ再発見」番組による情報
発信
協定に基づき、災害時の緊
急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

広報紙発行事業

[一般会計]

政策広報課 事業費（千円） 32,657 33,251 33,251

【継続事業】

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

33 33

広聴活動事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 29

【継続事業】

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 広報北広島の発行 広報北広島の発行

【施策４　広報広聴活動の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

470

個人情報セキュリ
ティ対策事業

[一般会計]

行政管理課 事業費（千円） 437 470

【継続事業】

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
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【新規事業】

安心して出産できる環境を整備するため、
分娩のできる産科の開設経費の一部を補
助する。

開設経費の補助 開設経費の補助

産科誘致推進事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 0 0

【新規事業】

地域資源やまちの魅力を発信するプログ
ラムを活用し、結婚を希望する人たちの出
会いの場を提供する。

きたひろコンカツの実施 きたひろコンカツの実施 きたひろコンカツの実施

北広島婚活支援事
業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 500 500 500

第１節　地方創生の推進 施策１　妊娠・出産・子育て環境の充実

施策２　新しい人の流れの創出

施策３　魅力的なまちの形成

施策４　新たな事業・価値の創造

【施策１　妊娠・出産・子育て環境の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【拡大事業】

子育て世帯の経済的負担の軽減と、子育
て環境の充実を図ることを目的に、通院に
係る医療費助成を中学生まで拡大する。

システム改修
医療機関及び保護者への
制度周知

医療費の給付

子ども医療費助成
事業

[一般会計]

保険年金課 事業費（千円） 4,930 25,836

【拡大事業】

仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バラン
ス）の実現に向けて、市民や事業者の意
識啓発に取組むほか、ワーク・ライフ・バラ
ンスに取組む企業を支援する。

セミナーの開催
市内企業の実態調査

セミナーの開催
ワークライフバランスに取
組む企業の支援

セミナーの開催
ワークライフバランスに取
組む企業の支援

男女共同参画推進
事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 800 800
H27繰越分
H28予算分
合計

2,640
0

2,640
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【新規事業】

育児や出産等で仕事にブランクがある女
性を対象に、座学研修と就業に必要な実
習を行い、職場への復帰を支援する。

座学、職場実習などの実
施

座学、職場実習などの実
施

座学、職場実習など実施

働きたい女性のため
の再就職支援事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 10,575 16,150
H27繰越分
H28予算分
合計

10,383
0

10,383

【新規事業】

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るた
め、3人目以降の保育料（保育園・幼稚園）
の無料化を実施する。

保育園・幼稚園の第3子以
降の保育料無料化の実施

保育園・幼稚園の第3子以
降の保育料無料化の実施

多子世帯子育て支
援事業

[一般会計]

保育課 事業費（千円） 0 0

【新規事業】

子育て世帯の経済的負担の軽減と、出産
後における育児支援等を目的に、出産祝
い金とファミサポの利用無料券を交付す
る。

出産祝い金の支給
ファミサポ利用無料券の交
付

出産祝い金の支給
ファミサポ利用無料券の交
付

出産祝い金の支給
ファミサポ利用無料券の交
付

健やか子育て支援
事業

[一般会計]

企画課
子育て支援センター

事業費（千円） 4,667 3,981 3,981

【新規事業】

体外受精、顕微授精以外の治療法によっ
て妊娠の見込みがないか、極めて少ない
と医師に診断された法律上の婚姻関係に
ある夫婦で、北海道の特定不妊治療費助
成の決定を受けた方を対象に不妊治療に
要する費用を助成する。

不妊治療費の助成 不妊治療費の助成 不妊治療費の助成

特定不妊治療助成
事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 3,768 4,018 2,518

【新規事業】

妊婦一般健康診査受診票の交付を受け
た妊婦を対象に、産婦人科医院や診療
所、助産所を受診する際の通院費用を支
援する。

通院費用の助成 通院費用の助成 通院費用の助成

妊婦健康診査通院
支援事業

[一般会計]

健康推進課 事業費（千円） 11,932 6,510 6,510
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20,350

【新規事業】

本市の知名度向上を目的に、直接まちを
知ってもらい、感じてもらえるふるさと納税
返礼品を贈呈する。

ふるさと納税返礼品の周知
返礼品の贈呈

ふるさと納税返礼品の周知
返礼品の贈呈

ふるさと応援事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 1,520 1,520

【新規事業】

サイクリングツアーの開催、首都圏等への
プロモーションを実施する。

サイクリングツアーの開催
サイクリングマップ作成・配
布
首都圏等へのプロモーショ
ンの実施

サイクリングツアーの開催
サイクリングマップ作成・配
布
首都圏等へのプロモーショ
ンの実施
観光案内板等の設置

サイクリングツアーの開催
サイクリングマップ作成・配
布
首都圏等へのプロモーショ
ンの実施
観光案内板等の設置

サイクルツーリズム
等観光拠点整備事
業

[一般会計]

観光振興課 事業費（千円） 5,860 20,350

【新規事業】

子育て世帯の移住・定住を促進すため、
市内への転入者を対象に、住宅を取得す
るための費用を助成する。また、子育ての
安心と親世代の安心につながる同居・近
居を支援する。

子育て世代マイホーム購
入サポート支援の実施

子育て世代マイホーム購
入サポート支援の実施

子育て世代マイホー
ム購入サポート事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 62,700 62,600

【新規事業】

入学に伴い市内に転入する学生に対して
引越費用を支援する。

引越費用の助成 引越費用の助成 引越費用の助成

大学生市内居住推
進事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 3,000 3,000 3,000

【新規事業】

子育て世帯や婚姻者を対象に、移住・定
住を促進するため、新たに転入し賃貸住
宅に居住した方へ家賃の一部を支援す
る。

賃貸住宅家賃の一部補助 賃貸住宅家賃の一部補助

若年者住まい安心
サポート事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 15,100 15,000

【施策２　新しい人の流れの創出】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【拡大事業】

北広島団地における建ぺい・容積率及び
低敷地制限を見直し、二世帯住宅等の

建設促進を図り北広島団地への人の流れ
をつくる。

住民意向調査の実施
関係機関との事前協議

調査結果の検証
住民説明会
都市計画審議会
関係機関協議

市街地整備計画事
業

[一般会計]

都市計画課 事業費（千円） 4,026 239
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15,000

5,250

【新規事業】

生活バス路線の維持・確保を目的に、バ
ス利用者の増加に向けた取組みを推進す
る。

高齢者、運転免許証返納
者へのバス運賃の助成

高齢者、運転免許証返納
者、子育て世代へのバス
運賃の助成

高齢者、運転免許証返納
者、子育て世代へのバス
運賃の助成

生活バス路線利用
促進事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 7,627 9,502 9,502

【新規事業】

空き家の解体やリフォームの支援し、空き
家の流動化を促進する。

解体支援の実施
リフォーム支援の検討

解体・リフォーム支援の実
施

解体・リフォーム支援の実
施

空き家流動化促進
事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 5,000 15,000

【新規事業】

子育て世代に広い住生活空間を提供する
とともに、高齢者の生活に適した住宅への
住み替えを支援する。

支援組織の設立、誘導施
策の検討

住み替え支援の実施 住み替え支援の実施

住み替え支援事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 1,000 1,000

【新規事業】

高齢化率が高い北広島団地に若い世代を
呼び込むため、北広島団地のネーミング
を改称するなどのイメージ戦略を推進す
る。

調査研究
エリアセールス動画作成
団地ツアーの実施

動画の作成
団地ツアーの実施
ネーミングの募集、PR
北広島団地ウェルカム奨
励金の交付

動画の作成
団地ツアーの実施
ネーミングのPR
北広島団地ウェルカム奨
励金の交付

北広島団地イメージ
アップ事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 6,100

【施策３　魅力的なまちの形成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【新規事業】

奨学金給付により大学等の進学を支援
し、次代を担う人材の育成とともに、卒業
後に地元へ居住・就職した者に対し奨学
金返済を支援することによりまちづくりの
担い手となる人材の確保を図る。

利息支払い 利息支払い

ふるさと奨学金事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 72 216

H27繰越分
H28予算分
合計

5,800
0

5,800

H27繰越分
H28予算分
合計

5,140
0

5,140
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1,447

100

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【新規事業】

公共交通の現状と課題等を踏まえ、将来
を見据えた持続性ある公共交通のあり方
や方向性を明確にし、本市にとって望まし
い公共交通網の形成に向けた計画を策定
する。

地域公共交通ビジョンの策
定
地域公共交通活性化協議
会の設置・運営

地域公共交通網形成計画
の策定
地域公共交通活性化協議
会の運営

地域公共交通網形成計画
に基づく事業の実施
地域公共交通再編実施計
画及び実証調査の検討
地域公共交通活性化協議
会の運営

公共交通網形成計
画策定事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 8,613

【新規事業】

本市の都市構造を踏まえた、居住機能・
都市機能・公共施設の適正な立地、公的
不動産の有効活用等により、本市の特性
に応じた持続可能なコンパクトシティの形
成を図るため、その指針となる立地適正
化計画を策定する。

計画の策定業務 立地適正化計画の策定

立地適正化計画策
定事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 10,347

【新規事業】

全国で活躍する本市にゆかりのある会員
が相互に連絡・交流することにより、移住
促進、企業誘致、人材育成など、まちづく
りの様々な分野における首都圏との幅広
い人脈やネットワークを形成する。

役員の選定
発起人会の準備、開催

東京きたひろしま会の設立
交流事業の開催
入会促進に向けた取組み
地域情報の提供

役員会、総会、交流事業の
開催
入会促進に向けた取組み
地域情報の提供

(仮称)東京きたひろ
しま会設立事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 1,626 1,421

15,746

【新規事業】

子どもたちが将来に対する夢を叶えるた
めに今チャレンジしたい事を実現させるた
め、まち（市民・企業・団体・行政等）が支
援する。

子ども達の将来目標に向
けてのチャレンジの募集、
選考、実現支援
子どもたちのチャレンジの
実現に向けたサーターの
募集

子ども達の将来目標に向
けてのチャレンジの募集、
選考、実現支援
子どもたちのチャレンジの
実現に向けたサーターの
募集

子ども達の将来目標に向
けてのチャレンジの募集、
選考、実現支援
子どもたちのチャレンジの
実現に向けたサーターの
募集
実行委員会の設立

子ども夢チャレンジ
応援事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 1,655 1,660 1,900

【新規事業】

子どもを取り巻く社会環境の変化に伴う
様々な教育課題に対応していくため、小中
９年間で「連続した学び」を保障する一貫
教育を推進し、学力や社会性などの「生き
る力」の育成を図る。

小中一貫教育推進検討委
員会の設置
先進校視察研修の実施
講演会、各中学校区での
「教育を語る会」の開催

小中一貫教育推進検討委
員会の設置
講演会、各中学校区での
「教育を語る会」の開催

全市小中一貫教育の開始
各中学校区での教育を語
る会」の開催

小中一貫教育推進
事業

[一般会計]

学校教育課 事業費（千円） 500
H27繰越分
H28予算分
合計

942
0

942

H27繰越分
H28予算分
合計

9,732
0

9,732

H27繰越分
H28予算分
合計

531
0

531
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【施策４　新たな事業・価値の創造】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【拡大事業】

農業者や農業者が5割以上の経営権を有
する事業者が農村滞在型余暇活動機能
整備計画（北広島地区）の認定を受けた
六次産業化事業を行うに当たって施設整
備を行う場合、整備事業費に対してを補助
を行う。

補助の検討 補助制度の周知 施設整備への補助

グリーンツーリズム
推進事業（グリーン
ツーリズム施設等整
備）

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 235 250 10,050

【拡大事業】

農村滞在型余暇活動機能整備計画（北広
島地区）の認定を受けた農業者等が六次
産業化事業を行うための資金を市中金融
機関等より借入した場合に利子及び保証
料の助成する。

制度の周知
農業者等への利子補給

グリーンツーリズム
推進事業（グリーン
ツーリズム推進利子
補給）

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 50 53,050

【新規事業】

新規起業に対する改装費用の一部を支援
する。

交付金の交付 交付金の交付 交付金の交付

起業支援促進事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 5,287 5,188 5,188

【新規事業】

就業セミナー、合同企業説明会、企業見
学会を実施し、企業の労働力確保の促進
を図るとともに、働きたい女性を中心に就
業機会を提供する。

就業セミナーの実施
合同企業説明会、企業見
学会の実施

就業セミナーの実施
合同企業説明会、企業見
学会の実施

就業セミナーの実施
合同企業説明会、企業見
学会の実施

働きたい女性のため
の企業合同雇用促
進事業

[一般会計]

商工業振興課 事業費（千円） 6,300 6,300
H27繰越分
H28予算分
合計

6,171
0

6,171

【新規事業】

農業者の経営の多角化のための六次産
業化等に取り組みを推進していくため、市
内農業者を対象にセミナーを実施するほ
か、市内の農産物を利用した新商品の開
発を支援する。

セミナーの実施

セミナーの実施
農業者等と連携及び商品
開発に向けたプロジェクト
立ち上げ

セミナーの実施
新商品開発への助成

六次産業化等支援
事業

[一般会計]

農政課 事業費（千円） 204 1,000 9,750
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【継続事業】
市民協働推進会議による審議や評価をも
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、
地域の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。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度

第２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

291

平成３０年度

【継続事業】

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開催
市民参加手続きの進行管
理

市民参加推進会議の開催
市民参加手続きの進行管
理

市民参加推進会議の開催
市民参加手続きの進行管
理

231 231

施策４　地域コミュニティの醸成

【施策１　市民参加の推進】

年度計画

平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】
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

市表彰事業

[一般会計]

総務課 事業費（千円） 729 724 724

市民参加推進事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円）

平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【企画課所管】
市民協働推進会議の開催
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

【市民課ほか所管】
地域まちづくり推進事業に
対する助成

【企画課所管】
市民協働推進会議の開催
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

【市民課ほか所管】
地域まちづくり推進事業に
対する助成

【企画課所管】
市民協働推進会議の開催
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

【市民課ほか所管】
地域まちづくり推進事業に
対する助成

4,763企画課ほか 事業費（千円） 4,556 4,763

【継続事業】

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。

（仮称）公益活動センター
の整備に向けた検討

公益活動センター整
備事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 0

事業名
（担当課）

事業内容

【施策３　公益活動の促進】

市民協働推進事業

[一般会計]

【施策２　協働の推進】
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1,020

施設の老朽化が進んでいることから、床な
どの改修を実施する。

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

【施策４　地域コミュニティの醸成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

コミュニティ施設整
備事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 1,000 1,020

【継続事業】

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

11,896 11,896

西の里団地集会所
改修事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 15,200

地域コミュニティ推
進事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 11,845

【新規事業】

改修工事

【継続事業】

庁舎敷地の利便性の向上や、東部市街地
の活性化の観点から、求心的な土地利用
を図るため、市役所隣接地（民有地）を取
得し、市民が集い交流できる場として整備
する。

用地確定測量
基本設計

造成工事

（仮称）市民交流広
場整備事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 11,775 99,000

【継続事業】
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
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【施策４　あらゆる暴力根絶への取組み】

第３節　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１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革

【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４　あらゆる暴力根絶への取組み

【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】

平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

男女共同参画推進
事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 374

平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

「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、男女共同参画推進
委員会、女性法律相談、
DV防止パネル展の実施
情報紙えみんぐの発行

男女共同参画に関するセミ
ナー、男女共同参画推進
委員会、女性法律相談、
DV防止パネル展の実施
情報紙えみんぐの発行

男女共同参画に関するセミ
ナー、男女共同参画推進
委員会、女性法律相談、
DV防止パネル展の実施
情報紙えみんぐの発行
市民意識調査の実施

531 864
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総合計画推進事業

【継続事業】 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、補助金等
評価、外部評価の実施（推
進計画の進行管理）
市民満足度調査

事務事業評価、補助金等
評価、外部評価の実施（推
進計画の進行管理）
市民満足度調査

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

136

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

【継続事業】

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。

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

2018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

2019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

301 13,888

【継続事業】

定住人口の増加を図るため、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。

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの
実施

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの
実施

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの
実施

シティセールス推進
事業

[一般会計]

政策広報課 事業費（千円） 7,371 7,3717,307

企画課 事業費（千円） 580

【継続事業】

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。

ファーストマイホーム支援
の実施
《平成28年度終了》

35,097

ファーストマイホーム
支援事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円）

企画課 事業費（千円） 143

[一般会計]

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

事務事業評価、補助金等
評価、外部評価の実施（推
進計画の進行管理）
市民満足度調査

施策３　健全な財政運営

【施策１　効率的な行財政運営】

政策評価事業

[一般会計]

136

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画
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事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

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。

おためし移住事業の実施
及びモニター発信

おためし移住事業の実施
及びモニター発信

おためし移住事業の実施
及びモニター発信

おためし移住事業

[一般会計]

【継続事業】

総合戦略の効果的かつ着実な推進に向
けて、戦略に位置付ける施策・事業につい
てKPI（目標値）に基づく効果等を検証し、
PDCAサイクルによる進行管理を行う。

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表

市制施行２０周年記
念事業

[一般会計]

総務課 事業費（千円）

企画課 事業費（千円）

1,680 1,680

6,963

1,533

事業名
（担当課）

総合戦略推進事業
《旧事業名》
地方版総合戦略策
定事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 324 335 335

企画課 事業費（千円）

事業費（千円）

【継続事業】

育児に要する経済的負担の軽減や地域
経済の活性化、子育て世代の定住促進を
図るため、赤ちゃんすくすく応援商品券を
発行する。

《平成27年度終了》

赤ちゃんすくすく応
援事業

[一般会計]

【継続事業】

子育て世帯の経済的負担の軽減や地域
経済の活性化、子育て世代の定住促進を
図るため、小学生以下の子どものいる世
帯に子育て応援商品券を発行する。

《平成27年度終了》

子育て応援事業

[一般会計]

企画課

【継続事業】

平成28年度に市制施行20周年の節目を
迎えることから、先人の遺徳に深く敬意と
謝意を表すとともに、本市のますますの発
展を願って、記念式典及び記念事業を開
催する。

記念式典、記念事業の実
施
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【継続事業】

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 無料法律相談の実施 無料法律相談の実施

財政課 629

740 740

市民法律相談事業

[一般会計]

市民課 事業費（千円） 720

行財政改革推進事
業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 112 218

【継続事業】
「持続可能な財政運営の推進」「機能的な
行政運営の推進」「市民協働・官民連携の
推進」を基本目標とした行財政改革大綱・
実行計画（H27～H32）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、
行財政改革推進本部会議
の開催
行財政改革大綱・実行計
画の進行管理

行財政改革推進委員会、
行財政改革推進本部会議
の開催
行財政改革大綱・実行計
画の進行管理・見直し

行財政改革推進委員会、
行財政改革推進本部会議
の開催
行財政改革大綱・実行計
画の進行管理

113

【継続事業】

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
（地方公共団体金融機構
創設による資金確保、市中
銀行の金利の低下による
コストの低下等の状況から
休止）

北広島市エルフィン債の発
行休止
（地方公共団体金融機構
創設による資金確保、市中
銀行の金利の低下による
コストの低下等の状況から
休止）

北広島市エルフィン債の発
行休止
（地方公共団体金融機構
創設による資金確保、市中
銀行の金利の低下による
コストの低下等の状況から
休止）

[一般会計]

0 0

【施策３　健全な財政運営】

[一般会計]

【施策２　行財政改革の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

住民参加型市場公
募債の発行事業

事業費（千円） 432

財政情報公開事業

計画に基づいた進行管理

公共施設等総合管
理計画策定事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 2,789 0 0

【継続事業】
公共施設の老朽化や少子高齢化が進む
なか、効率的な公共施設の運営・管理と
市民サービスの向上の両立を目指し、現
有公共施設を活かしながら、新たなニーズ
や地域の特性に合った公共施設の適正管
理を進めるため、公共施設等総合管理計
画を策定する。

基本計画の策定
計画策定会議、パブリック
コメント、市民説明会の実
施

計画に基づいた進行管理

629

【施策４　行政サービスの充実】

【継続事業】

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

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

財政課 事業費（千円） 0
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[一般会計]

防災・庁舎建設課 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【新規事業】

マイナンバーの施行に伴い、個人番号
カードを利用したコンビニエンスストアでの
住民票等の発行を実施する。

コンビニ交付に向けた整備

住民票等コンビニ交
付事業

[一般会計]

【施策５　組織・職員の活性化】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【継続事業】

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

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

職員福利厚生事業

2,784 2,784

【継続事業】
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及び
各職場単位で実施する研
修の支援
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及び
各職場単位で実施する研
修の支援
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及び
各職場単位で実施する研
修の支援
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

5,530

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【施策６　新庁舎の整備】

2,380,788 21,594

事業費（千円） 21,000市民課

[一般会計]

職員課 事業費（千円） 2,784

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。

新庁舎建設工事
備品移設
OA機器移設
備品購入

新庁舎建設工事
建築完了検査
旧庁舎解体工事
新庁舎外構工事
OA機器移設
備品購入

旧庁舎解体工事

新庁舎建設事業

2,778,225

【継続事業】

職員研修事業

[一般会計]

職員課 事業費（千円） 5,321 5,530
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【継続事業】

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
圏域振興推進事業
イベント、特産品などの情
報発信

職員研修事業
圏域振興推進事業
イベント、特産品などの情
報発信

職員研修事業
圏域振興推進事業
イベント、特産品などの情
報発信

428

札幌広域圏組合連
携事業

[一般会計]

企画課 事業費（千円） 428 428

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

第５節　広域連携の推進 施策１　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】

施策２　国・道との連携
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