
２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

健康づくり啓発事業 1 健康推進課 790 502 892
　市民自ら健康づくりに取り組むことができ
るよう、健康づくりに関する知識や方法など
の普及啓発を行う。

現継
市民の健康保持増進を図るために必要
な事業である。

現継 現状継続とする。

生活習慣病予防事業 2 健康推進課 3,030 3,107 3,107
　生活習慣病予防・悪化防止を図るため、
「生活習慣病予防教室」や「成人健康相談」
を行う。

現継
幼児から成人まで幅広い年代への生活
習慣病改善の意識付けとして必要な事
業である。

現継 現状継続とする。

食育推進事業 3 健康推進課 99 149 2,669

　食育推進計画に基づき、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。
また食育に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため「食育推進庁内検討委員会」に
おいて食育推進に係る事業の進行管理と評価
を行う。

現継

生活習慣病と食生活は密接な関係にあ
り、市民が適切な食品の選択ができる
能力を身につける「食育」を進めるこ
とは重要である。

現継 現状継続とする。

妊産婦保健推進事業 6 健康推進課 26,761 28,615 28,320

　妊婦の健康と胎児の発育を守るための妊婦
一般健康診査受診票を発行する。
　健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産が
できるよう妊娠中の健康や出産・育児の正し
い知識を啓発する。
　孤立した育児にならないよう妊娠中から友
達づくりの機会を提供する。

現継
妊産婦の健康保持に極めて必要な事業
である。

現継 現状継続とする。

乳幼児保健推進事業 7 健康推進課 16,021 17,025 17,438

　乳幼児の心身の成長発達を促し、保護者が
安心して育児ができるよう健診や健康教育の
場を提供する。
　出産後早期から母親の健康状態や育児の悩
みなどを把握し支援を行い、児童虐待を予防
する。

現継
母子保健法により自治体に健診実施が
義務付けされており、乳幼児の健康保
持に必要な事業である。

現継 現状継続とする。

エキノコックス症予防対
策事業

32 健康推進課 215 221 212
　エキノコックス症の早期発見、早期治療の
ため検診を実施する。

現継
エキノコックス症は早期発見・早期治
療が重要なことから、市民への啓発等
を十分に行い検診を継続する。

現継 現状継続とする。

救急医療推進事業 35 健康推進課 126,643 119,383 122,777

　市民の夜間や休日の急病に対応するため、
夜間急病センター及び在宅当番医制度を運営
し、24時間医療体制を維持する。
　休日の歯科救急受診体制を維持する。

現継
市民の医療確保のために重要な事業で
あるとともに緊急度の極めて高い事業
であることから継続する。

現継 現状継続とする。

　　４　国民健康保険事業の適正な運営

第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

２７年度　1次評価

　第１節　健康づくり・地域医療の充実

　　１　健康づくりの推進

　　３　医療体制の充実

　　２　保健予防の推進

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価
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保険税収納率向上対策事
業

5 保険年金課 8,224 10,338 10,337

　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。

現継

現状継続とする。非正規雇用や離職者
等収入的に不安定な加入者が多く、国
保税の納付に結び付きにくい国保の特
性があり、急激な収納率の向上は困難
であるが、納税意識の高揚を促し、現
年度の収納率の着実な向上による滞納
の防止に向け、実施内容に示す手段の
充実を図る。

現継 現状継続とする。

医療費適正化対策事業 10 保険年金課 15,118 23,151 17,746

　医療費適正化を図るため、レセプト（診療
報酬明細書）点検業務、第三者行為（交通事
故等）求償事務及び医療費通知業務等を実施
するほか、情報紙（国保だより）による被保
険者への情報の提供を行う。

現継

現状継続とする。平成２７度策定した
データヘルス計画を基にしたＰＤＣＡ
サイクルにより、実態に合った対策を
効果的に行い、医療費の適正化を図
り、国保財政の健全化に努める。ま
た、医療保険制度改革関連法が公布さ
れ、平成２９年度から医療費適正化に
取り組む保険者を支援する「保険者支
援制度」が創設され、今後国通知等に
基づき、事業内容の検討が必要であ
る。

現継 現状継続とする。

特定健康診査・特定保健
指導事業

11 健康推進課 50,999 65,166 77,475

　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・特定保健指導を40歳から
74歳までの被保険者に実施し、疾病の早期発
見、早期治療及び生活習慣の改善を図る。

現継

現状継続とする。「国民健康保険法に
基づく保健事業の実施等に関する指
針」に従い今年度策定のデータヘルス
計画を踏まえ、効果的な健診未受診者
対策による受診率向上の強化や財政効
果も大きい重症化予防保健指導に取り
組んでいく。

現継 現状継続とする。

保健衛生推進支援事業 39 保険年金課 8,653 9,117 5,718

　健康づくりや健康意識の高揚を図るため、
地域で推進する健康増進活動、健康づくり・
体力づくりを実施する実行委員会等への助成
を行う。
　また、市民を対象としたインフルエンザ予
防接種事業（65歳以上の国保被保険者分）に
対し、助成を行い支援する。

現継

現状継続とする。引き続き、団体補助
等により健康増進活動等や、健康意識
の啓発事業の推進に努める。また、医
療保険制度改革関連法が公布され、平
成２９年度から医療費適正化に取り組
む保険者を支援する「保険者支援制
度」が創設され、今後国通知等に基づ
き、事業内容の検討が必要である。

現継 現状継続とする。

　第２節　地域福祉の推進

　　１　地域福祉推進体制の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

社会福祉等団体活動支援
事業

40 福祉課 63,734 72,483 68,109

社会福祉増進のため各種団体へ補助金・交付
金を交付する。
（１）地域福祉の増進を図る。（社会福祉法
人北広島市社会福祉協議会交付金）
（２）民生委員児童委員の資質の向上や活動
強化を図る。（北広島市民生委員児童委員連
絡協議会交付金）
（３）犯罪者の更生援護、犯罪予防のための
啓発などの実施。（恵庭地区保護司会北広島
分区交付金）
（４）援護施策の情報提供、研修、戦没者追
悼慰霊祭開催。（北広島市遺族会補助金）

現継
社会福祉、更生保護の推進は重要であ
り、各団体の活動を支援するため継続
する。

現継 現状継続とする。

保健福祉諸計画推進事業 41 福祉課 1,004 349 349

　保健福祉諸計画（北広島市地域福祉計画、
北広島市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画、北広島市障がい者福祉計画・障がい福
祉計画、北広島市健康づくり計画）の策定及
び進行管理（実施状況の把握と評価）を行
う。
　市民及び保健福祉医療関係者による委員会
（保健福祉計画検討委員会）を設置した。

現継
計画の策定及び事業評価をするもの
で、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

福祉バス運行事業 80 福祉課 14,965 14,897 15,812

　高齢者の生きがいづくりや障がい者の社会
参加、福祉団体の育成を促進し、福祉の向上
を図るため、福祉バスを運行する。
　車いす用リフトを備えた市所有の車両１台
（運行管理は委託）と、夏期（５～１０月）
増車用の借上バス（借上バス１日原則最大２
台）にて運行する。

現継

高齢者団体等のニーズが高く、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の促進、福祉の向
上を図るため継続していく。

現継 現状継続とする。

子ども・子育て支援プラ
ン推進事業

23 児童家庭課 4,633 344 343

子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支
援対策推進行動計画の内容を組み込んだ「北
広島市子ども・子育て支援プラン」の策定と
進行管理、利用定員の確認・小規模保育事業
所等の認可についての意見聴取のため、市民
および児童福祉関係者による子ども・子育て
会議を設置

現継
法定の事業であり、事業者に対する認
可・確認等の事務を行う必要があるこ
とから、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

広域入所児童委託事業 47 保育課 1,466 2,217 1,881

　保護者が勤務先などの理由により他市町村
での保育所を利用する必要がある場合、保育
所所在市町村又は当該私立保育所と協定及び
覚書を締結し、他市町村の保育所で保育を実
施する。

現継
市町村を越えて相互に受け入れをする
制度であり、他市町村へ通勤する保護
者にとって必要な保育の制度である。

現継 現状継続とする。

　　１　子育て環境の充実

　第３節　子育て支援の充実

　　３　福祉環境の充実

　　２　地域福祉活動の推進

評価対象事業なし
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

保育園地域活動事業 50 保育課 500 566 568

　地域に開かれた社会資源として、保育所の
専門的機能を子育て支援に展開し、地域社会
と連携した交流活動を行うことで、福祉の向
上を図る。

現継

地域社会と連携した事業を展開し、児
童の福祉の向上が図られていること。
また、交流を通じ、保護者の育児不安
解消に寄与するなど、参加者の評価は
非常に高いことから、現状継続とす
る。

現継 現状継続とする。

ファミリーサポートセン
ター事業

54
地域子育て支援セ

ンター
3,147 3,316 3,396

　急な残業で保育園・幼稚園・学童クラブの
迎えが間に合わない時など、働く親の短時間
育児援助に対応するため、地域において育児
の援助を受けたい人と育児の援助を行える人
による会員登録制の相互援助組織（ファミ
リーサポートセンター）を設置し、援助活動
の調整を行う。(会員登録料：無料、利用料
金：30分平日300円、土日・祝日・年末年始
350円）また、協力会員の研修などを実施す
る。

現継
保育ニーズに応えるため協力会員の増
加を図る。

現継 現状継続とする。

私立認可保育園運営費支
援事業

56 保育課 91,131 101,780 117,210

　私立認可保育所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、私立認可保
育所に国・道補助事業による補助及び市単独
の補助をする。

現継

保育内容の充実を図るため、国・道補
助事業及び国の基準に加配して保育士
を配置する経費等に対する補助である
ことから、私立保育所の安定経営には
不可欠である。

現継 現状継続とする。

保育園一時預かり事業 57 保育課 5,440 6,501 5,753

　保護者の労働、急病、育児疲れなどによる
一時的な保育需要に対応し、地域の子育て支
援の充実を図るため、保育所において一時保
育を実施する。

現継

ほぼすべての実施日で利用があり、通
常の保育を利用できない児童に対する
支援として有効であるため継続実施と
する。

現継 現状継続とする。

地域子育て支援センター
運営事業

62
地域子育て支援セ

ンター
13,833 13,936 17,381

　地域の家庭の孤立化を防ぎ、子育てに関す
る不安感や負担感の軽減を図るため、子育て
中の保護者を支援し、親子の触れ合いの場と
親同士の子育ての情報交換・相談の場を提供
し、地域子育て支援センター事業を運営す
る。子育て中の保護者同士の出会いとつなが
りを大切にし、地域の子育て仲間と楽しく子
育てに取り組めるように支援する。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

シルバー子育てサポート
事業

66
地域子育て支援セ

ンター
110 140 141

　核家族や地域におけるつながりの希薄化な
どにより、家庭の育児力の低下が見られる
中、子育て中の親子と豊かな知識や経験をも
つシルバー子育てサポーターが交流し、子育
て相談や昔遊びの伝承などを通して、豊かな
子育てを行う事ができるように進めていく。
また、サポーター自身の生きがいや健康増進
を図っていくことを目指す。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

　　２　ひとり親家庭への支援
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

ひとり親家庭支援事業 64 児童家庭課 10,556 7,560 7,880

ひとり親家庭の生活の安定のため次の支援を
行う。
①一時的に生活援助又は子育て支援が必要な
ひとり親家庭に対し、家庭生活支援員派遣に
よる食事づくり等の支援を行う。（ひとり親
家庭日常生活支援事業実施要綱）
②母子家庭の母及び父子家庭の父の就業を支
援するため教育訓練給付金を支給する。（自
立支援教育訓練給付金事業実施要綱）
③母子家庭の母及び父子家庭の父が看護師・
保育士・作業療法士等の資格取得のため、２
年以上の養成課程で修業する場合に高等職業
訓練促進費等給付金を支給する。（高等職業
訓練促進費等事業実施要綱）

現継

就業による自立につながることから、
現状継続とするが、国において高等学
校卒業程度認定試験合格支援事業が創
設されたことから、導入について検討
する。

現継 現状継続とする。

母子・父子自立支援相談
事業

65 児童家庭課 2,540 2,577 2,594

　母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等の福
祉の増進を図るため、母子・父子自立支援員
が住宅・家庭紛争・医療・子育て等の生活や
求職活動・就業・経済支援等の問題に関し、
必要な相談、指導、支援を行う。また、ＤＶ
被害者に関する相談、支援を行う。

現継

現状継続とする。母子家庭等の生活一
般相談・就職相談・母子等福祉資金の
貸付相談・ＤＶ相談と多種多様な内容
で多くの相談件数があり、関係機関と
連携を強化しながら実施する。

現継 現状継続とする。

家庭児童相談室運営事業 69 児童家庭課 5,143 5,263 5,232

　 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、家庭児童相談員が児童の虐
待、養育問題など家庭だけでは解決できない
問題等について専門的相談支援や指導などを
行う。

現継

現状継続とする。相談件数は増加して
おり、児童虐待通報による48時間の安
全確認や要保護児童等とその家庭への
支援検討、養育問題などの相談におい
て、関係機関との連携や実務者の研修
を強化するとともに、児童虐待防止な
どの広報啓発活動を推進する。

現継 現状継続とする。

子どもの権利擁護事業 17 児童家庭課 2,935 4,115 4,144

北広島市子どもの権利条例に基づき次の事業
を実施する。
1　侵害された子どもの権利回復のために相
談・支援を行う救済委員会の運営　　（救済
委員３名、相談員１名）
2　子どもの権利推進計画や子どもの権利に関
する施策について審議する子どもの権利推進
委員会の運営（推進委員１０名以内）
3　子どもの権利に関する広報啓発活動

現継

現状継続とする。26年度途中から巡回
子どもの権利相談を試行したことに伴
い、潜在的相談者の掘り起こしに繋
がった。救済委員会は相談に呈する助
言や支援だけでなく、市長に対し必要
な措置を求めることができる唯一の機
関であることから、継続して実施す
る。

現継 現状継続とする。

こども発達支援事業 73
こども発達支援セ

ンター
11,729 14,443 12,188

発達の遅れや偏り、障がいのある子どもと保
護者の様々な相談に応じる相談支援を実施す
るとともに、子どもと保護者に対しての直接
的な支援や、家族や地域を含めた間接的な支
援を行う早期発見・早期療育の専門的支援を
行う。

現継

こども相談支援を拡大して、スムーズ
な相談支援や通所支援を進めてきてお
り、今年度からは、新たに保育所等訪
問支援事業を実施しているところであ
るが、関係機関へ周知等の取り組みを
進めて行く。

現継 現状継続とする。

　　４　療育指導の充実

　　３　児童の健全育成
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

障がい者自動車運転免許
取得・改造事業

74 福祉課 200 200 400
　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。

現継

自動車免許の取得や自動車の改造にか
かる必要な支援は、自立した日常生活
を送るために欠かせないものであり、
継続してサービスを提供する。

現継 現状継続とする。

障がい者地域活動支援セ
ンター事業

75 福祉課 24,000 24,000 24,097

　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、NPO法
人手仕事屋（センター名：手仕事屋）、NPO法
人クレイン（クレイン）に対し、運営にかか
る経費を支援する。
　また、市が設置するMHC北ひろしまの運営を
委託する。

現継

一般就労や福祉的就労に至らない障が
い者の日中活動等に重要な事業であ
り、今後も各センターの事業内容によ
り市の補助基準との整合性を図り支援
する。

現継 現状継続とする。

移送サービス事業 78 福祉課 6,913 7,487 7,629

  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

現継

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
齢者に対するサービスであり、継続し
てサービスを提供する。

現継 現状継続とする。

障がい福祉サービス等事
業

82 福祉課 1,256,532 1,334,672 1,479,353

　障がい児・者、難病患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、
施設や事業所で各種のサービスを提供し、自
立した生活を支援する。（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）

現継
障害者総合支援法・児童福祉法に基づ
く法定事業であり、継続してサービス
を提供する。

現継 現状継続とする。

障がい者地域生活支援給
付事業

86 福祉課 55,233 67,698 73,474

　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について給付を
行う。

現継
障がい児・者の自立した地域生活を支
援する事業であり、継続してサービス
を提供する。

現継 現状継続とする。

障がい者相談支援事業 87 福祉課 32,138 33,965 33,471

　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、保護者又は介護
者の相談支援を行う。生活支援、就労支援、
権利擁護（成年後見制度利用等）に関する相
談業務等を行う。
　また、北広島市障がい者自立支援協議会に
おいて、相談支援事業の運営に関する協議や
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。

拡大

障がい者数は年々増加する見込みであ
り、求められる支援も多様化している
ことから、相談支援事業の役割はます
ます重要である。相談支援体制をさら
に充実させるとともに、関係機関によ
る連携を強化し、地域支援体制の充実
を図っていく。

現継

相談員の増員については、平成28年4月
施行の「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律」による業務量の
増加等を検証のうえ、慎重に判断する
こと。

　　１　地域生活支援の充実

　第４節　障がい福祉の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

障がい者医療的ケア支援
事業

106 福祉課 25 340 510

　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。

現継
重症心身障がい児・者の社会参加の促
進及び保護者の負担軽減に有効であ
り、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

障がい者等交通費助成事
業

79 福祉課 14,030 14,078 14,092
　重度障がい児・者の外出支援と負担軽減を
図るため、タクシー利用費用または自動車燃
料費用の一部を助成する。

現継

外出時の負担軽減を図ることにより、
障がい児・者の社会参加につながる事
業であり、助成額等も現状維持で継続
してサービスを提供する。

現継 現状継続とする。

障がい者雇用創出事業 83 職員課 10,446 11,071 11,239

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」の
趣旨に基づき、障がいのある方が自立して健
やかに暮らせるように支援するため、就労に
必要な知識、能力の習得に向け、その意欲や
能力に応じた就労の場を提供するものであ
る。

現継

当市非常勤職員任期満了後、一般企業
等への就職につながるよう関係機関・
関係部署等の連携を通じて、障がい者
就労に関する情報共有を図るととも
に、日常の業務内容を精査し、段階的
にスキルアップを図っていく必要があ
る。

現継 現状継続とする。

精神障がい者社会復帰訓
練通所交通費助成事業

91 福祉課 3,543 3,153 3,159

　精神に障がいがある方の日中活動を支援
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。（身体障がい者及び知
的障がい者には公共交通機関の割引制度があ
る。）

現継

本助成事業は、他の障がい種別（身
体・知的）との公平性を図っているも
のであり、各公共交通事業者が割引制
度を確立させるまでは継続して事業を
実施する。

現継 現状継続とする。

障がい者施設開放等支援
事業

94 福祉課 908 923 923

　夏季長期休暇中及び年末時期において、障
害者支援施設の一部開放や、レクリエーショ
ン施設等の活用により、障がい児者の体験活
動及び日中活動を行い、障がい児・者の社会
参加の促進、保護者の負担軽減をはかる。ま
た、事業の実施にあたっては、市民ボラン
ティアに参画してもらい、障がい福祉に対す
る市民の理解を深めることを目的とする。

現継

夏季長期休暇及び年末時期の開放等事
業の実施は、大変好評であり、事業の
実施にあたっては市民ボランティアを
活用するなど、市民等への障がい福祉
の理解に大きく貢献していることか
ら、今後も継続して事業を実施する。

現継 現状継続とする。

障がい者団体活動支援事
業

95 福祉課 714 714 714
　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。

現継

各団体の活動内容について妥当性や必
要性の検証を行ったが、活動内容は障
がい児者の安心した地域生活に必要で
ある。また、障がい者総合支援法市町
村地域生活支援事業において、障がい
当事者や保護者が主体的に行う事業が
必須化されている。

現継 現状継続とする。

　　１　生きがいと社会参加の促進

　第５節　高齢者福祉・介護の充実

　　２　社会参加の促進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

長寿祝福事業 98 高齢者支援課 622 825 1,083
　長寿を祝福するとともに、社会に貢献した
労をねぎらうため、祝金を贈呈する。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

ミニデイサービス支援事
業

99 高齢者支援課 5,071 5,577 5,589

　高齢者を対象とした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。

現継

平成２９年度に介護予防日常生活支援
総合事業に移行することから、現状継
続とする。（平成２９年度から「拡大
重点化」の予定）

現継 現状継続とする。

ふれあい温泉事業 101 高齢者支援課 9,262 10,541 12,641

　65歳以上の高齢者に対し、社会参加の促進
及び交流機会の提供を図り、温泉の効用によ
る健康増進や介護予防のため温泉施設の入浴
助成を行う。
　また、老人クラブなどの団体に対し、健康
にかかる講話や健康相談を実施する。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

介護支援ボランティア事
業

103 高齢者支援課 193 786 1,121

　介護予防の推進を目的に、ボランティア活
動を通して、地域の社会参加活動への貢献を
支援する。
　ボランティア登録した高齢者が、登録して
いる介護保険施設や介護サービス事業所にお
いて行ったボランティア活動に対し、活動実
績をポイント化し、ポイントに応じて金銭又
は物品に交換できる。

現継
今年度からポイント交換が開始される
ため、課題等を精査し適宜見直しを行
う。

現継 現状継続とする。

高齢者サービスガイド作
成事業

112 高齢者支援課 609 645 645

　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、各種福祉制
度・相談窓口、社会参加への促進などを紹介
したガイドブックを作成し、高齢者に配布す
る。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

老人クラブ活動支援事業 117 高齢者支援課 3,126 3,622 3,202

　高齢者が持つ知識と経験を生かした生きが
いや健康づくりの活動を支援するため、老人
クラブ連合会に補助金を交付する。（各地区
の単位老人クラブへは、連合会から助成す
る。）
　また、新設の単位老人クラブに対し、備品
を貸与する。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

介護予防推進事業 114 高齢者支援課 18,686 20,629 20,403

　要介護状態となることを予防するため、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、予防の重要性の啓発を実施す
るとともに、高齢者の健康維持及び増進を図
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。
　また、60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。

現継

住み慣れた地域で自立した生活が続け
られるよう、介護状態となることを予
防するため、介護予防に関する知識の
普及・啓発を行い、自発的な介護予防
に関する活動が地域で広まるよう、事
業を継続して実施する。

現継 現状継続とする。

　　２　介護予防と自立の支援
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

二次介護予防事業 121 高齢者支援課 16,626 19,411 20,320

　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。
　また、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。

現継
介護保険制度の運営上、介護が必要な
状態にならないこと、または少しでも
遅らせる必要性は高い。

現継 現状継続とする。

介護予防住宅改修事業 138 高齢者支援課 0 450 450

　介護保険の要介護認定は非該当で自立して
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。

要検
討

事業内容は昨年度と同様であるが、介
護保険サービスの自己負担割合が所得
によって、２割となる場合があるた
め、当該事業においても同様の負担と
するため、要綱の改正が必要となる。

要検
討

１次評価のとおりとする。

介護従事者フォローアッ
プ研修事業

137 高齢者支援課 250 250 250

　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。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

住宅改修介護サービス事
業

139 高齢者支援課 188 220 300

　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。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

家族介護支援事業 140 高齢者支援課 8,787 12,877 13,938

　介護する家族の労をねぎらうための介護慰
労金の支給、高齢者等が健全で安らかな生活
を営むことができるよう紙おむつの費用の一
部助成、一時帰宅中に利用する居宅サービス
に係る費用の一部を助成し、家族の負担軽減
を図るとともに在宅生活の向上や支援を図
る。
　また、介護している家族のため、介護知識
の普及を行う。

見直
し

家族介護慰労金支給については、平成
２８年度で廃止する。（周知期間とし
て、平成２８年度まで継続する。）

見直
し

1次評価のとおりとする。

介護サービス利用者負担
額軽減事業

144 高齢者支援課 192 453 464

　65歳到達によって障害者自立支援法の対象
から介護保険法の対象へ移行することとな
り、移行前まで自己負担なしで利用できた
サービスが移行後は自己負担（1割）が生じる
ので、負担軽減のため助成する。
　生活困窮者に対し利用者負担額を軽減する
ことにより、介護サービスの利用促進が図ら
れることを目的として、社会福祉法人に助成
している。

現継
障がい者及び生活困窮者が必要な介護
サービスの提供が受けられるよう、事
業を継続する。

現継 現状継続とする。

　　４　地域支援体制の推進

　　３　介護サービスの充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

高齢者支援サービス事業 118 高齢者支援課 28,724 31,160 33,729
　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
事業を実施する。

見直
し

融雪装置設置費補助事業については平
成２７年度で終了。テレホンサービス
事業については平成２８年度で終了す
る。

見直
し

1次評価のとおりとする。

地域包括ケア推進事業 127 高齢者支援課 25 1,088 534

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けられる地域づくり(地域包括ケアシステム
構築)のため、４地区の高齢者支援センターが
地域ケア会議（地域たすけあい会議）を開催
する。
　また、医療と介護の連携を実現するため、
多職種連携会議を市にて開催するとともに、
各地区の地域ケア会議や多職種連携会議の構
成員の知識向上、情報交換、啓発活動のた
め、市が全体会を開催する。

現継
平成２７年度から多職種連携会議を開
催することから、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

高齢者総合相談支援事業 128 高齢者支援課 12,604 13,650 12,175
　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。

現継

今後も高齢者健康データバンクを活用
して高齢者支援センターと情報共有を
図りながら、高齢者の多様な相談に継
続的、包括的に対応する。

現継 現状継続とする。

高齢者虐待防止ネット
ワーク事業

131 高齢者支援課 42 141 141

　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、高齢者虐待の防止と早期発見、早期対応
を図る。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

地域支え合い体制づくり
事業

132 高齢者支援課 6,698 8,322 8,650

　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。

要検
討

今後も、高齢者が住みなれた地域で安
心した生活を続けるためには、継続し
て取り組む必要がある。
平成２８年度権利擁護センター設立に
向けた準備を進めているが、対象者が
重複することも想定されることから、
より効率的で効果的な運営を図るた
め、権利擁護センターとの連携を検討
する。

要検
討

1次評価のとおりとする。

成年後見制度利用支援事
業

141 高齢者支援課 136 1,121 1,083

　判断能力が不十分な高齢者が不利益を被っ
たり、悪徳商法の被害者となることを防止
し、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。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

認知症支え合い事業 149 高齢者支援課 165 273 273

　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、徘徊時に対応する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るため、
団体等に対して認知症サポーター講座を開催
する。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

　第６節　社会保障制度の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

重度心身障がい者医療費
助成事業

145 保険年金課 149,818 156,911 168,590
心身に重度の障がいを持つ方に対して、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。

現継
現状維持とする。引き続き医療費の助
成により、重度心身障がい者の保健の
向上に資し、福祉の増進を図る。

現継 現状継続とする。

ひとり親家庭等医療費助
成事業

146 保険年金課 23,675 31,597 38,697
　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。

現継
現状継続とする。引き続き医療費の助
成により、ひとり親家庭等の保健の向
上に資し、福祉の増進を図る。

現継 現状継続とする。

子ども医療費助成事業 147 保険年金課 118,922 166,441 184,960

　乳幼児等の疾病の早期受診、早期治療を促
進し、保健の向上及び福祉の増進、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。

現継

現状継続とする。引き続き医療費の助
成により、子どもの疾病の早期受診、
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。

現継 現状継続とする。

重度心身障がい者等
通院交通費助成事業

148 保険年金課 759 1,010 1,093
　経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るた
め、通院等に要する費用の一部を助成する。

現継

現状継続とする。引き続き、医療費助
成制度受給者へ慢性疾患等治療の通院
費用助成により、経済的負担を軽減し
福祉の増進を図る。

現継 現状継続とする。

幼稚園就園奨励費事業 200 保育課 103,502 93,792 93,976

　私立幼稚園に通園する市内在住児童の保護
者に、入園料及び保育料の減免を行う幼稚園
の設置者に対し減免措置分を支援すること
で、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。

現継
国の補助基準に基づく助成であり、現
状継続とする。

現継 現状継続とする。

幼稚園就園準備支援事業 201 保育課 1,006 1,148 1,148
　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。

現継
市単独事業であるが、子育て支援の一
つとして定着している事業であり、現
状継続とする。

現継 現状継続とする。

　　１　幼児教育の振興・充実

　第１節　「生きる力」を育む学校教育の推進

第２章　人と文化を育むまち

評価対象事業なし

　　２　医療援護の推進

　　１　低所得者援護の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

幼稚園協会連携事業 202 教育総務課 160 160 160
　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。

現継

市内私立幼稚園の連携により、幼児教
育の資質向上が図られ、また、小学校
への入学をスムーズにさせることが見
込まれること、なお、育成型の補助金
ではあるが、子どもを取り巻く情勢は
常に変化しており、今後も継続する。

現継 現状継続とする。

幼稚園振興事業 203 教育総務課 6,886 6,886 6,886

　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、教材教具の整備並び
に障がい児の受け入れに係る人件費等の経費
を助成する。

現継

幼稚園教育の振興と保護者の負担軽減
を図るため、継続していくことが必要
である。
事業内容については、交付基準により
補助金を交付している。

現継 現状継続とする。

心の教室相談事業 250 学校教育課 5,914 6,219 6,292

　児童生徒の問題行動の抑制やいじめの未然
防止と早期発見を図るため、市立小中学校に
相談員を配置して、児童生徒等の悩みや不
安、ストレス等の解消を図る。

現継

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
の未然防止と早期発見につなげるため
に必要である。

現継 現状継続とする。

創意工夫展・書写展事業 252 学校教育課 169 183 183

　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。

現継
児童生徒の情操を養い、創造性を育成
するきっかけのひとつとなっている。

現継 現状継続とする。

学校教育振興事業 301 教育総務課 7,534 7,842 7,842

　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、学校の創意工夫を活かした
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
プ事業を推進するため、各校の教育振興協議
会に補助金を交付する。

現継

児童生徒の学習意欲の向上を図るため
には必要な事業であり、各学校では創
意工夫をした事業が展開され、特色あ
る教育活動や地域との連携強化にもつ
ながっていることから今後も継続して
いくが、他の事業との関連を図りなが
らより効果的に活用するため検討して
いく必要がある。

要検
討

学校支援ボランティア運営費交付金と
の統合について検討を進めること。

心の教育推進事業 302 学校教育課 14 34 80

　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、自尊感情や他人
への思いやり、生命を尊重する心、公共の精
神など、道徳の時間などを中心にした豊かな
心を養う教育の充実に取り組む。

現継

小学校は平成30年度から、中学校は平
成31年度から道徳を教科とする新学習
指導要領が決定されており、現在の福
祉読本について根本的に見直していく
必要がある。

現継 現状継続とする。

学校図書館活用事業 303 学校教育課 14,229 15,299 15,770

　児童生徒の読書活動や自発的・主体的学習
の拠点となるように学校図書館を整備し、学
校における児童生徒の読書活動の推進を図
る。また学校図書館は、データベースで管理
し、学校図書センターを拠点として学校図書
の充実を図る。

現継

国の学校図書館図書整備5ヶ年計画や学
校図書館法の改正内容を注視しなが
ら、学校図書館のさらなる活性化を図
る必要がある。

現継 現状継続とする。

　　３　確かな学力を育てる教育の充実

　　２　豊かな心を育む教育の充実

12



２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

学校教育相談員活用事業 304 学校教育課 2,487 2,381 2,506

　教育委員会事務局に学校教育相談員を配置
し、小中学校における教育課程や各学校にお
ける課題に対する指導助言、その他専門的な
指導をすることにより、適切かつ円滑な学校
運営を図る。

現継

各学校が抱える様々な教育課題解決に
向けた助言や、市内統一の教育方針等
の作成にあたり、学校教育に対する深
い専門的知識を有する人材の配置が必
要である。

現継 現状継続とする。

学力向上推進事業 306 学校教育課 5,353 5,367 5,367

　市全体の学習状況を捉え、児童生徒の学習
の課題を明らかにするため標準学力テストな
どを実施する。結果を基に、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・改善を行い、学力の向上を図る。

現継
児童生徒の学力状況を経年で把握し、
分析結果をその後の指導に活用するこ
とは必要である。

現継 現状継続とする。

学校給食衛生管理事業 207 学校給食センター 4,565 11,290 8,979

  安心・安全な給食を提供するため、衛生管
理面で懸念される老朽化した設備機器類を整
備・更新し、徹底した衛生管理対策を実施す
る。

現継
給食の衛生管理を良好に維持するため
には、老朽化した施設設備機器類を計
画的に更新していく必要がある。

現継 現状継続とする。

食に関する指導の推進事
業

208 学校給食センター 47 90 64

　児童・生徒に自分で健康を考える力を育
み、将来にわたって健康な生活が送れるよう
に食の指導の充実を図る。
また、家庭と地域の連携の充実を図る。

現継

児童・生徒が生涯にわたって健康を維
持していくためには、学校給食を通し
て自分で自分の健康を考える力を育て
ることにあり、食に関する指導の充実
が大切である。
食に関する指導を効果的に進めていく
ためには、「食の課題と指導の手引
き」に基づき継続的にしていく必要が
ある。

現継 現状継続とする。

中学校体育連盟支援事業 223 教育総務課 4,949 5,323 5,323

　中学校体育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、交付金を交付する。

現継
生徒の体力の向上とスポーツの振興の
ため継続する。

現継 現状継続とする。

全国全道中体連・中学校
文化部活動大会出場支援
事業

225 教育総務課 1,776 2,100 2,100

　北広島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、予選大会を経て全道規
模以上の文化部活動大会等に出場する場合に
その派遣に要する費用の一部を助成する。

現継

部活動の推進、保護者の負担軽減を図
るうえから支援を継続していくことは
必要である。また、部活動は平成24年
度学習指導要領から、学校教育の一環
として連携されるよう位置付けられた
ことから、引率教員の旅費は市町村が
負担すべきと考える。

要検
討

教員の旅費については、北海道と協議
をすること。

　　５　特別支援教育の充実

　　４　健やかな体を育てる教育の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

特別支援教育推進事業 211 学校教育課 34,069 36,646 42,462

　特別な支援を必要とする子どもたちの個々
の教育的ニーズに対応するため、特別支援学
級に食事や排泄などの介助や移動時の補助な
ど児童生徒の介助をする特別支援学級介助員
を、通常学級に在籍する特別な支援を必要と
する児童の生活面や学習支援等を行う特別支
援教育支援員を配置する。
　また、特別支援教育の教育環境整備、学校
内の体制の整備、学校、保護者に対する支援
体制の充実を図る。

現継

特別な支援を要する児童生徒の個々の
状況に応じた指導を行うため、特別支
援教育支援員を各中学校に配置してい
く。

現継
現状継続とする。
【2015推進計画にて拡大】

学校ＩＣＴ環境整備事業 212 教育総務課 54,155 66,906 78,221

　情報化社会へ適応するための情報活用能力
の育成や情報モラル教育を推進するため、教
育用（生徒児童用）、校務用（教師用）コン
ピュータをはじめ、電子黒板等の周辺機器、
授業支援ソフト、通信機能等の整備を行う。

現継

児童生徒の情報活用能力の育成に向
け、継続的に情報機器の更新を行い、
併せて保守管理やセキュリティ機能の
充実を図るとともに、タブレット端末
等の整備など時代に即した情報機器の
整備、更新を計画的に実施する。ま
た、教育機器活用研究連盟との連携に
より、教職員の活用スキル向上に向け
た研修を引き続き実施していく。

現継 現状継続とする。

外国語指導助手活用事業 213 学校教育課 14,728 15,446 15,688

　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
の外国語授業等に英語指導助手（ＡＬＴ）を
派遣し、外国語授業等の充実を図る。

現継

将来的に小学校における英語教育が拡
大・教科化されることが検討されてい
るが、当面現行体制で効率的な運用を
行っていく。

現継 現状継続とする。

郷土資料教材化事業 228 学校教育課 20 2,587 72

　北広島を故郷として、郷土に対する関心を
深めるため、社会科副読本を作成するととも
に、各教科に活用できる教育資源をデジタル
化した郷土資料教材を作成し、教育委員会の
ホームページに登載し地域に根ざした授業の
充実を図る。

現継

社会科副読本は小学校3、4年生の地域
の産業や消費生活の単元などで、教科
書に準じる独自の教材として全小学校
で使用しており、地域に密着した教育
を行う上で必要なものである。

現継 現状継続とする。

姉妹都市子ども大使交流
事業

300 教育総務課 2,803 2,806 2,806

　小中学生が姉妹都市である東広島市と相互
訪問することにより、ふるさと意識を高める
とともに、両市の友好親善を深める。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、平和を尊ぶ心の育成を
図る。

現継
姉妹都市との交流、郷土学習、平和教
育を推進するため、今後も継続して実
施する。

現継 現状継続とする。

学校評議員等運営支援事
業

215 学校教育課 276 276 276

　地域や社会に開かれた学校づくりを推進
し、特色ある教育活動の展開を図るため、小
中学校に学校評議員、学校関係者評価委員を
置く。

現継
保護者、地域住民等の意見を学校運営
に反映させることにより、開かれた学
校づくりのさらなる充実を図る。

現継 現状継続とする。

　　６　社会の変化や課題に対応した教育の推進

　　１　開かれた学校づくりの推進

　第２節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

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

353 学校教育課 434 394 508

　開かれた学校づくりを推進するため、文部
科学省の指定を受け、中学校区での学校運営
協議会の組織、運営体制づくりの具体的な調
査研究を行う。

現継

国はコミュニティスクール指定校の拡
大を推奨しており、今後、西部地区で
の4年間の実績を評価・分析し、他地域
への拡大の可能性等について検討して
いく。

現継 現状継続とする。

学校教育団体活動支援事
業

216 教育総務課 4,430 4,630 4,430
　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
動の経費の一部を助成する。

現継

北広島市の教育活動振興のため、各種
研究会の実施など実績、効果を上げて
いる。また、校長会、教頭会の補助金
については全道、管内校長会、教頭会
の負担金が含まれており、校長、教頭
の研修の場も確保され円滑な学校運営
が図られていることから、継続する。

現継 現状継続とする。

学校事務機器整備事業 218 教育総務課 2,319 745 2,730
　学校事務の効率化を図るため、必要となる
事務機器を整備する。

現継
教育活動に必要な事務機器であり、計
画的な保守、整備・更新を継続する。

現継 現状継続とする。

児童生徒の通学費支援事
業

220 学校教育課 2,252 2,569 2,809

　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。

現継
遠距離通学する児童生徒の保護者の経
済的負担の軽減策として有効に利用さ
れている。

現継 現状継続とする。

要保護・準要保護児童生
徒援助事業

221 学校教育課 114,986 251,252 127,012

　生活保護世帯（要保護）や経済的困窮世帯
（準要保護）の児童生徒の保護者に対し、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。

現継

生活困窮世帯に対し義務教育の就学に
必要な費用を援助するものであり、教
育機会の均等を図る上からも必要であ
る。

現継 現状継続とする。

学校施設管理機器整備事
業

222 教育総務課 648 412 1,100

　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。

現継
良好な教育環境を維持するため必要な
機器であり、継続して保守管理及び修
繕、更新を行う。

現継 現状継続とする。

教師用指導書等整備事業 229 学校教育課 9,255 12,604 4,334

　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。

現継
必要最小限の購入に努めて継続してい
く。

現継 現状継続とする。

高等学校等入学準備金支
給事業

232 学校教育課 1,640 2,400 2,800

　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、入学準備金を支給する。

現継

子どもの貧困対策の推進に関する法律
が制定され、地方公共団体にも施策を
実施することが求められており、高等
教育を受ける機会を確保するためにも
必要である。

現継 現状継続とする。

　　２　教育環境の整備
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

奨学金支給事業 233 学校教育課 5,345 5,400 5,400

　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。

現継

重複給付することにより、必要とされ
る経費を上回る者には支給しないこと
とし、少しでも多くの者に給付できる
よう奨学生選考基準を改正した。

現継 現状継続とする。

学校施設空気環境測定事
業

240 教育総務課 637 673 673

　シックスクール対策の一環として、「学校
環境衛生上の基準」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。

現継

近年、化学物質過敏症が問題となって
おり、施設管理者として児童生徒の健
康を維持するための事業であり、現状
継続とする。

現継 現状継続とする。

私立学校教育振興事業 309 教育総務課 1,350 1,350 1,350
　本市に本校を有する私立高等学校が行う教
育活動を支援することにより、私立学校の教
育環境の充実と保護者への負担軽減を図る。

現継

全道的にも当該市町に所在する私立高
等学校への支援は行われており、学校
教育の一翼を担っている私立高等学校
の教育環境の整備・充実を進めるため
に継続する。

現継 現状継続とする。

学校支援地域本部事業 317 社会教育課 7,300 7,872 7,935
　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置し、地域の住
民等の参画による学校支援を推進する。

現継
現状継続とする。引き続き、学校に対
する支援を行う。学校支援ボランティ
ア運営費交付金は関係課と協議する。

要検
討

学校支援ボランティア運営交付金は学
校教育振興事業補助金との統合につい
て検討を進めること。

北広島市ＰＴＡ連合会支
援事業

255 学校教育課 325 325 325

　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などを通し、
児童生徒の健全育成を進めるため、北広島市
ＰＴＡ連合会への補助金を交付する。

現継

児童生徒の健全育成を図るため、学校
だけでなく家庭での教育力を高めるこ
とが必須であることから、活発なＰＴ
Ａ活動の支援が必要である。

現継 現状継続とする。

家庭教育支援事業 292 社会教育課 0 60 120
  家庭の教育力向上のため、関係する団体な
どと連携し、家庭教育支援に関する実践活動
を行う。

現継

現状継続とする。引き続き、家庭教育
支援実践活動に取り組む。子どもの生
活習慣づくり事業の定着を図る必要が
ある。

現継 現状継続とする。

不登校いじめ対策・教育
相談事業

249 学校教育課 12,420 13,645 13,057

　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。
　学校や家庭の問題で悩んでいる児童生徒及
びその保護者を対象に、面談や家庭訪問によ
る相談支援を行い、問題の早期解決を図る。

現継

不登校の児童生徒数はここ数年大きな
変化がなく、要因も複雑化してきてい
る。個々のケースに応じた支援をＮＰ
Ｏとの協働で進めていく必要がある。

現継 現状継続とする。

　　１　家庭の教育力向上への支援の充実

　　２　教育相談体制の充実

　第３節　家族・青少年健全育成の推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

青少年健全育成啓発事業 311 学校教育課 319 336 336

　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。
　（青少年健全育成大会の開催、講演会の開
催、子どもサポートセンターだより「きず
な」の発行）

現継

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
成活動と活動の啓発の推進は必要であ
る。

現継 現状継続とする。

成人式開催事業 251 社会教育課 604 683 696
　成人としての自覚と責任を促し、地域社会
の一員であることを認識できるよう、新成人
を祝う成人式を実施する。

現継
現状継続とする。引き続き、成人式を
開催する。若者のふるさと意識を醸成
する視点を取り入れる。

現継 現状継続とする。

青少年健全育成振興事業 253 学校教育課 58 65 65

　生きる力を育て健やかでたくましい子ども
を育成するための活動を保護者とともに推進
する。
　（青春メッセージの開催、青少年リーダー
養成、青少年の体験交流事業の実施）

現継
健やかでたくましい子どもの育成を推
進するために必要である。

現継 現状継続とする。

青少年健全育成連絡協議
会支援事業

254 学校教育課 450 450 450

　健全育成連絡協議会の活動を通じて地域住
民の意識啓発を推進し、地域で子どもを守
り、育み、安全安心な地域環境づくりを目指
す。
　６地区の青少年健全育成連絡協議会への補
助金の交付を行う。

現継
各地区の青少年健全育成連絡協議会と
連携し、地区の状況に応じた育成環境
の整備を進める必要がある。

現継 現状継続とする。

青少年安全対策事業 256 学校教育課 8,788 9,174 8,877

・各種活動を協働して行い青少年の非行防止
を推進
・専任指導員（非常勤職員）2名を配置して、
青少年の非行等問題行動に対して、状況に応
じた適切な対応と指導を行う
・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行う
・ネットトラブルから子どもたちを守るた
め、中学校においてネットパトロールを実施

現継

子どもたちの安全確保を図るため、地
域、学校と協力していくことが必要で
ある。
通学路安全指導員の配置については地
域の意向も踏まえ検討していく。

現継 現状継続とする。

放課後子ども教室事業 312 学校教育課 934 1,323 1,925

 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。

現継

国が昨年7月に定めた「放課後子ども総
合プラン」で開催校の拡大が求められ
ており、市内他地区での開催に向け、
運営方法等の検討を行う。

現継
現状継続とする。【2015推進計画にて
拡大】

生涯学習市民活動団体支
援事業

258 社会教育課 646 1,500 1,500
　学習機会の提供及び生涯学習に取り組む団
体の育成を図るため、市民団体が企画実施す
る生涯学習に関する事業に支援を行う。

現継
現状継続とする。引き続き、市民が企
画する事業に対し、助成を行う。

現継 現状継続とする。

　　１　学習活動への支援の充実

　第４節　社会教育の充実

　　３　地域が支える健全育成活動の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

元気フェスティバル連携
事業

259 社会教育課 675 675 675

　市民の生涯学習に対する理解や関心を深め
るとともに、市民団体の交流や学習成果を生
かす場として、「元気フェスティバル」を開
催する。

現継

現状継続とする。引き続き、元気フェ
スティバルを開催する。事業のマンネ
リ化解消を図るなど、新たな事業展開
を模索する。

現継 現状継続とする。

生涯学習振興会支援事業 313 社会教育課 17,680 18,136 18,307
　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、生涯学習振興会を支援
する。

現継

現状継続とする。引き続き、生涯学習
振興会を支援する。北広島団地地区の
生涯学習振興会設置に向け、準備を整
える。配置が一番早い西部地区で１０
年が経過することから、交付金額の精
査、見直し等を行う。

現継 現状継続とする。

フレンドリーセンター運
営事業

261 社会教育課 962 757 992
　障がい者が生涯学習活動を通じて、学び交
流する場を提供する。

現継
現状継続とする。引き続き、フレンド
リーセンター事業を開催する。事業の
実施方法や内容等を精査する。

現継 現状継続とする。

生涯学習支援情報システ
ム整備事業

314 文化課 11,725 11,642 11,390

・図書館および生涯学習の拠点施設が持つ学
習機能を充実させるため、公共図書館システ
ム・学校図書館システム・施設予約システム
からなる生涯学習支援情報システム及び道新
記事閲覧システムを運用する。

現継

図書館システムや施設利用に関する予
約管理システムは、現在の施設運営に
必要不可欠なものとなっており、今後
とも継続した運用を行い、関係するソ
フトウエアの適正な管理のための更新
を行っていく。

現継 現状継続とする。

エコミュージアム普及推
進事業

266
エコミュージアム

センター
418 4,054 5,708

　市内にある自然遺産や文化遺産などを現地
で、そのまま保存・育成・展示することで魅
力ある地域づくりを行う。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

文化財保存・活用事業 268
エコミュージアム

センター
4,689 5,920 5,972

　市内には、国指定文化財と市指定文化財が
あり、自然、地質及び歴史的に貴重なものが
あることから、郷土の自然や歴史を後世に伝
えるため適切な保存と活用を図る。　（文化
財調査補助員の配置、旧島松駅逓所、郷土資
料室の管理・運営、赤毛種保存交付金の交
付）

現継

現状継続とする。今後も文化財、郷土
資料の保存、活用、及び展示等により
文化財に触れる機会の提供を推進す
る。

現継 現状継続とする。

郷土文化伝承支援事業 333
エコミュージアム

センター
212 212 212

　北広島市の郷土芸能を後世に伝えるため、
保存、継承の支援を行う。（広島音頭保存
会、北広島ふるさと太鼓保存会への交付金の
交付）

現継
現状継続とする。内容を精査し経費の
効率的な執行に努める。

現継 現状継続とする。

　　２　学習機会の充実

　第５節　歴史の継承と創造

　　２　文化財の保存と活用

　　１　エコミュージアム構想の推進

　　３　施設の充実による学習環境の整備

評価対象事業なし
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

図書館サービス提供事業 269 文化課 20,700 20,876 22,050
　市民の文化的教養を高めるための図書館
サービスの提供を行う。

現継

安定した資料購入により、利用の満足
度や高い利用率を維持していくことが
必要である。近年の傾向から高齢者の
利用が高まってきており、これらの利
用に対応するサービスを進めていくほ
か、高齢などにより来館できない方々
への読書活動支援を進めるため、宅配
サービスを継続する。

現継 現状継続とする。

図書館フィールドネット
連携事業

270 文化課 1,500 1,500 1,500

　市民協働による図書館運営の根幹として読
書普及事業を促進するため、ボランティア団
体で構成する北広島市図書館フィールドネッ
ト運営委員会に交付金を交付する。

現継

読書活動を進めていくうえで、ボラン
ティアの活動を支援し、連携していく
ことは、市民の要望を的確に把握し、
事業運営に反映していくためにも不可
欠であることから、今後も継続して推
進していく。

現継 現状継続とする。

文化団体活動支援事業 273 文化課 640 640 640

　市内の芸術文化の発展のため、市民の芸術
文化活動の支援を目的とする。
　市内の文化団体を統括する北広島市文化連
盟、音楽団体を統括する北広島音楽協会に補
助金を交付する。

現継
市内の継続した芸術文化振興には必要
であることから、より適切な執行に努
めるよう指導していく。

現継 現状継続とする。

市民文化祭奨励事業 274 文化課 650 650 650

　市内の芸術文化の発展のため、市民の芸術
文化活動の支援を目的とする。
　市民の芸術文化活動の発表の場を提供して
いる市民総合文化祭、地区文化祭に補助金を
交付する。

現継

全市的な事業であり地域に根差した文
化活動を推進する上で不可欠である。
今後も継続していくことが必要であ
る。

現継 現状継続とする。

文化施設修繕事業 278 文化課 17,472 21,330 28,597
　文化施設（芸術文化ホール・図書館）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を修繕する。

現継 今後も計画的な修繕が必要である。 現継 現状継続とする。

芸術文化ホール設備修繕
事業

341 文化課 9,180 9,380 13,000

　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を修繕する。

現継
施設の安全な利用を進めるため、計画
的な修繕が必要である。

現継 現状継続とする。

　第６節　読書活動の充実

　　１　個性豊かな地域文化の振興

　第７節　芸術文化の振興

　　１　図書館サービスの充実

　　２　市民等との連携による芸術文化活動の展開
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

芸術文化ホール運営委員
会連携事業

279 文化課 10,177 11,835 11,882
　芸術鑑賞型事業及び芸術創造事業を展開す
るため、北広島市芸術文化ホール運営委員会
に交付金を交付する。

現継

運営委員会が自主的に事業展開を進め
るための体制を整えているところであ
る。今後も市民への芸術文化の機会提
供の充実を進めていく。

現継 現状継続とする。

花ホールスタッフの会支
援事業

280 文化課 310 320 320

　市及び芸術文化ホール運営委員会等が主催
する鑑賞事業のサポート活動など、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。また、新たな
ホールボランティア育成のため、講習会を実
施する。

現継
芸術文化ホールの運営においても、市
の芸術文化振興の上でも安定した活動
が必要であり、継続した支援を行う。

現継 現状継続とする。

市民スポーツ活動推進事
業

288 社会教育課 389 497 400

　市民だれもが、生涯にわたりスポーツ・レ
クリエーション活動に親しむことができるよ
う、生涯スポーツ活動をはじめ、児童生徒・
障がいのある人のスポーツ・レクリエーショ
ン活動の支援を推進する。

見直
し

事業内容等の精査を行う。
見直
し

各事業への支援については、引き続き
必要性を検討すること。

スポーツ大会出場支援事
業

282 社会教育課 1,883 1,000 1,500

　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等に対して、費用の一部
を助成する。

現継
現状継続とする。引き続き、スポーツ
大会出場費の助成を行う。

現継 現状継続とする。

体育協会活動支援事業 284 社会教育課 3,118 3,118 3,118
　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。

現継

現状継続とする。引き続き、体育協会
への支援を行う。体育協会の組織基盤
の強化及び事業の拡大などを協議、検
討する必要がある。

現継 現状継続とする。

スポーツ少年団育成事業 285 社会教育課 453 453 453
　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。

現継

現状継続とする。引き続き、スポーツ
少年団への支援を行う。スポーツ少年
団の組織基盤の強化及び事業内容の拡
大などを協議、検討する必要がある。

現継 現状継続とする。

スポーツアカデミー事業 290 社会教育課 1,028 1,098 1,109

　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。

現継

現状継続とする。引き続き、ジュニア
スポーツ選手強化事業ほか、事業を実
施する。市民ニーズに対応した事業内
容としていく。

現継 現状継続とする。

文化賞・スポーツ賞等表
彰事業

321 社会教育課 593 526 539

　優秀な文化活動により、文化の普及振興に
寄与した者及びスポーツ大会において優秀な
成績を収めた選手、スポーツの振興に寄与し
た者を顕彰する。

現継
現状継続とする。引き続き、文化賞・
スポーツ賞等表彰式を開催する。

現継 現状継続とする。

　　２　競技スポーツの振興

　第８節　スポーツ活動の推進

　　１　健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

学校施設（体育館）開放
事業

293 社会教育課 4,545 5,112 0
市民の健康維持及び体力向上に資するため、
小中学校の体育館の開放を行い、スポーツ活
動の場を提供する。

現継
現状継続とする。引き続き、小中学校
体育館を開放する。

現継 現状継続とする。

大学連携推進事業 324 企画課 86 100 1,305
　大学が有する知的資源や大学生の活力を生
かしたまちづくりを推進するため、各種連携
事業を実施する。

現継

現状継続とする。学生地域活動支援事
業補助金制度の充実を図るとともに道
都大学との包括連携協定に基づき連携
可能な事業の実施に向けた検討を継続
的に行う。

現継 現状継続とする。

地域交流事業 298 企画課 0 25 71
　近隣市とさまざまな分野における市民レベ
ルの交流の拡大や交流人口増加を図るため、
近隣市とともに各種交流事業を実施する。

現継
現状継続とする。近隣市との連携によ
り地域交流の促進を図る。

現継 現状継続とする。

姉妹都市交流事業 299 秘書課 907 1,040 1,040

　北広島市、東広島市の郷土祭りに相互訪問
することで、地域の特性を活かした行政、教
育文化、経済など様々な分野での情報交換や
相互交流の推進・支援を図り、まちづくりに
活かす。
　北広島市を拓いた祖先の地（広島県）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。

現継

本事業は数値等によって効果が表れる
事業では無いが、歴史や郷土をふりか
えり、行政、文化などの面でも相互交
流が３０数年にわたり図られており、
今後も実施することが大切である。

現継 現状継続とする。

国際交流事業 323 社会教育課 323 1,404 392
　異文化への理解と国際感覚を持った人材を
育てるため、国際交流協議会を支援する。

見直
し

事業内容の見直しや会員拡大、組織強
化に向けた取り組みを行い、市民に浸
透する身近な活動として、事業を展開
する。

見直
し

１次評価のとおりとする。

　第１節　環境の保全

　　２　姉妹都市交流事業の拡充

　　３　国際交流の促進

　　１　地球環境の保全

第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

　　１　広域的な交流の促進

　第１０節　交流の促進

　　１　大学との連携

　第９節　大学との連携

　　３　スポーツ施設の整備と運営

21



２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

太陽光発電システム等設
置支援事業

402 環境課 4,941 6,026 7,539
　地球温暖化対策に対応した事業であり、一
般住宅用太陽光発電システムの設置数の増加
に向け、設置者への補助金の交付を行う。

現継

地球温暖化対策のため、再生可能エネ
ルギーの普及促進は不可欠であり、他
自治体の補助制度等を注視しながら継
続していく。

要検
討

他自治体の制度や国の動向などを参考
に適正な補助水準となるよう検討する
こと。

温暖化対策推進事業 409 環境課 0 407 0

　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。

現継

平成26年度に策定した北広島市地球温
暖化対策実行計画に基づき、目標設定
した温室効果ガス排出量を削減するた
めに、イベント等を通して普及啓発を
行い、また、省エネ行動や環境配慮行
動を誘導する補助制度等の具体的な施
策の検討を進める。

現継 現状継続とする。

環境保全事業 403 環境課 5,761 7,092 7,543

　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。

現継
公害の未然防止と生活環境の保全を図
るため、引き続き、測定や監視を継続
していく必要がある。

現継 現状継続とする。

有害鳥獣駆除対策事業 404 環境課 687 467 783

　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。

現継

カラス、キツネ、エゾシカは、市民の
生活環境や農作物に被害を出してお
り、駆除の要望が多いため、継続して
駆除を実施する。また、アライグマ
は、特定外来生物であり、道及び市町
村が協力して行う広域駆除を継続す
る。

現継 現状継続とする。

環境啓発推進事業 406 環境課 255 286 330
自然環境に関する体験、学習機会となる自然
観察会や野鳥観察会などの事業を通じて、環
境のために行動できる人づくりを目指す。

現継

環境を守ること、大切にすることの重
要性についての理解を深め、地球環境
の保全活動等につなげていくために、
今後も継続して各種事業を実施してい
く。

現継 現状継続とする。

動物衛生等管理事業 407 環境課 2,934 3,653 3,707

　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。
※効率的運用を考慮し、畜犬関係事業とスズ
メバチ等駆除事業を統合して実施する。

現継

畜犬及び野犬による事故の未然防止、
狂犬病予防、スズメバチ等の駆除によ
り、市民の安全な生活を確保するた
め、今後も継続して実施していく必要
がある。

現継 現状継続とする。

　　４　環境保全意識の向上

　　３　自然環境の保全

　　５　環境衛生の充実

　　２　公害対策の推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

浄化槽設置奨励事業 412 環境課 806 1,337 4,068

　市民の日常生活により排出される生活排水
が、公共用水域の大きな汚濁原因となってい
ることから、当該生活排水を適正に処理する
ため、公共下水道計画区域外に居住する市民
が新規に合併処理浄化槽を設置した場合、ま
たは既設の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽
へ転換した場合に補助する制度を整備するこ
とにより、合併処理浄化槽の整備・普及を図
る。

現継

公共用水域の水質汚濁を防止するため
に、公共下水道計画区域外における生
活排水の適正処理を図る必要があるこ
とから、合併処理浄化槽の設置等に対
する補助を今後も継続して実施してい
く。

現継 現状継続とする。

ごみ減量化・資源化対策
事業

410 環境課 17,466 19,630 19,579

　市内の一般家庭から排出される生ごみの量
を削減すること、及び資源ごみを埋め立てず
リサイクルすることにより、埋立処分場の延
命化を図る。
　奨励金を交付することにより、資源回収の
促進とリサイクル意識の高揚を図る。
　H26より段ボール生ごみ堆肥化講習会に係る
経費を廃棄物減量化推進団体への交付金へと
移管。

現継

本事業の実施に伴い、各家庭や町内会
等の単位で、リサイクル意識の向上、
ごみの資源化、減量化が進んでおり、
また、資源回収奨励金の交付により、
地域コミュニティの醸成が図られてい
ることから、今後も継続して実施して
いく。

現継 現状継続とする。

家電リサイクル事業 414 環境課 1,070 1,786 1,165
　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。

現継
不法投棄された家電リサイクル対象製
品の適正処理を行う事業であることか
ら、今後も継続して実施していく。

統合
不法投棄対策事業との統合により事業
の効率化を図ること。

粗大ごみリユース事業 417 環境課 4,245 5,291 5,322

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、埋め立てるごみを減量す
る。

現継

粗大ごみとして排出された家具等を修
繕、清掃し、市民に安価で提供するこ
とで、ごみの減量化、３Ｒ（資源の有
効活用等）に対する市民意識向上が図
られることから、引き続き事業を実施
する。

現継 現状継続とする。

生ごみ処理事業 473 環境課 56,819 67,619 65,655
　下水処理センターで下水道汚泥と併せて生
ごみ等をバイオガス化処理を実施するため、
下水道事業特別会計へ負担金を支出する。

現継

生ごみを下水処理センターでバイオガ
ス化処理することで、減量化し、最終
処分場の延命化を図るものであり、引
き続き、バイオガス化処理するための
処理費を負担する。

現継 現状継続とする。

最終処分場周辺環境整備
事業

416 環境課 999 1,106 1,102

　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。

現継

最終処分場の設置により、発生してい
る鳥獣等の被害に対し、生活環境の改
善や被害防止のために、引き続き事業
を実施する。

現継 現状継続とする。

　　２　ごみ処理体制の充実

　第２節　廃棄物対策の推進

　　１　ごみの減量化・リサイクルの推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

家庭ごみ適正処理推進事
業

418 環境課 79,079 92,461 80,061

　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収集運搬、ごみステー
ションの管理や整備への補助金交付などの事
業を行う。

現継

家庭ごみの適正処理に向けて、引き続
き、ごみ袋の作成、粗大ごみの収集運
搬のほか、ごみステーションの整備補
助及び適正管理指導を実施する。

現継 現状継続とする。

不法投棄対策事業 471 環境課 5,695 5,885 5,966
 不法投棄抑制のため、廃棄物パトロール員に
よる監視や指導を行うとともに、回収した廃
タイヤ等の適正な処理を行う。

現継
不法投棄の抑制と不法投棄された廃棄
物の処理のために必要な事業であるこ
とから、引き続き事業を実施する。

統合
家電リサイクル事業との統合により事
業の効率化を図ること。

ごみ処理広域化事業 482 環境課 4,536 10,836 8,649

　北広島市、千歳市、南幌町、由仁町、長沼
町で構成する「道央廃棄物処理組合」におい
て、広域での廃棄物中間処理（焼却）施設の
設置を進めるため、負担金を支出する。

現継

最終処分場の延命化を図るために、引
き続き、道央廃棄物処理組合に参画
し、広域での廃棄物の焼却処理を開始
するため、準備を進める。

現継 現状継続とする。

緑の基本計画事業 411 都市計画課 116 139 156

　「自然と創造の調和した豊かな都市」を目
指した緑事業施策の計画を定めた「緑の基本
計画」の実現に向け、事業の進行管理や計画
の見直しを行う。

現継
「緑の基本計画」の実現に向け、継続
して各種事業の進行管理や計画の見直
しを行う。

現継 現状継続とする。

森林保全活用事業 420 都市整備課 5,521 12,857 12,837

  三別沢林道の改良や仁別、三島地区の樹木
や治山ダムの維持管理を実施する（事業主
体：北海道）。未整備部分については、北海
道に引き続き治山事業の実施を要望して行
く。
　北広島団地周辺緑地については、森林経営
計画に基づき森林整備を行う。
　富ヶ岡地区市有林については、下刈りを実
施し、保育に努める。
　他の市有林については、森林ボランティア
など市民との協働により整備を進める。

現継

森林保全については、森林の持つ多面
的・公益的な機能が確保されるよう
に、今後も市有林の保全・整備を森林
施業計画に基づき進める。

現継 現状継続とする。

緑化推進事業 421 都市整備課 10,661 5,466 5,691

　市民の参加による花いっぱい運動を展開
し、花のある美しいまちづくりと緑化の推進
を図る。
　公共施設、街路樹桝などを中心に植樹や花
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」を実施するとともに、
「緑のまちづくり条例」に基づき、緑の保全
や民間施設における緑化を推進する。

現継

今後も宿根草の植栽を進め、花苗等の
経費節減に努めるとともに、積極的に
市民参加を呼びかけながら美しいまち
づくりの推進を図る。

現継 現状継続とする。

　　１　緑化の推進

　第３節　水と緑の空間の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

緑の活動拠点整備事業 422 都市整備課 1,021 181 1,609

　富ヶ岡地区の市有林を「緑の活動拠点」と
位置付け、整備・活用を進める。
○市民や中学生の森林施業体験、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する。
○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。
○地区内にある家屋（元農家住宅）、倉庫を
資材の保管や作業場として活用・提供する。

現継

富ヶ岡地区の市有林は、市民等による
森林施業体験や森林ボランティアの活
動の場として適地であることから、緑
の活動拠点として今後も有効活用に努
める。

現継 現状継続とする。

森林ボランティア支援事
業

423 農政課 45 63 77

　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
しているグループ等への支援を行い、森林ボ
ランティア等の育成を図る。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

輪厚川親水事業 424 都市整備課 1,125 1,149 1,175

　輪厚川の親水空間を市民と協働で整備す
る。（花壇への植栽、河川敷地の草刈。草刈
の一部は住民団体が実施するため交付金を交
付する。）

現継

輪厚川は市内唯一の親水河川であり、
今後も「輪厚川と親しむ会」等の市民
参加による河川環境の美化、景観維
持、親水事業を実践し、市民や子供た
ちに親しまれる憩いの場を提供してい
く。

現継 現状継続とする。

都市公園整備事業
【旧事業名
】都市公園安全・安心対
策緊急総合支援事業

426 都市整備課 142,393 95,673 116,822

　公園施設の機能保全・安全性の確保等、都
市公園における安全・安心対策を緊急かつ計
画的に実施し、子供や高齢者をはじめ誰もが
安全で安心して利用できる公園施設の改築を
行う。
　また、身近に利用できる憩いや休息の場を
確保するため、街区公園の整備を行う。

現継

子供や高齢者をはじめ地域の誰もが身
近に利用できる（仮称）輪厚中央公園
の整備や公園利用者が安全で安心して
利用することができるように公園施設
の改築を行う。

現継 現状継続とする。

防災資機材整備事業 430 防災・庁舎建設課 8,362 8,362 2,202

　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。
　また、大規模災害時においては、市や消防
等の公的機関による活動が機能するまでの
間、自主防災組織の果たす役割が大きいこと
から、救助・応急対策等に必要とする資機材
を市がまとめて購入し、自主防災組織に貸与
する。

現継
現状継続する。引き続き、食料等の生
活関連物資、防災資機材の備蓄を計画
的に進める。

現継 現状継続とする。

防災訓練事業 431 防災・庁舎建設課 49 52 63
　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。

現継

町内会、自治会及び自主防災組織から
の需要が見込まれることから現状継続
とする。なお、市が主催する防災訓練
（水防訓練）等を実施する。

現継 現状継続とする。

　　１　防災対策の推進

　第４節　防災体制の充実

　　３　公園の整備

　　２　親水空間の保全
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価
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事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

自主防災組織育成事業 435 防災・庁舎建設課 415 815 865

　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。

現継

東日本大震災及び平成26年9月11日の市
内特別警報発令による避難勧告の発生
によって市民の防災に対する意識は高
まっており、地域において自主防災活
動への取り組みが進められている。災
害時においては、自主防災組織の果た
す役割が大きいことから、今後も出前
講座等による啓発のほか、防災活動に
対して助成金の交付を行い、組織の結
成及び育成を図る。

現継 現状継続とする。

治水対策促進事業 436 庶務課 135 135 135
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に支援する。

現継

現状継続とする。北広島市治水対策促
進期成会において平成２６年度に研修
会を開催しており、今後も継続して実
施する。

現継 現状継続とする。

消防活動用資機材整備事
業

438 消防課１課 4,701 1,709 1,334

　大規模・特殊災害に対応するため、より機
能性の高い空気呼吸器を計画的に更新すると
ともに長時間活動可能な軽量空気ボンベの拡
充を図り、隊員の安全管理を充実させる。ま
た、消防活動上必要な資機材を順次更新・整
備し市民生活の安心・安全を確保する。

現継

消防活動用資機材の維持管理を徹底す
るとともに、災害時において安全・迅
速に活動を遂行できるよう計画的に資
機材を更新する。

現継 現状継続とする。

消防団活動支援事業 439 消防本部総務課 151 180 180

　消防団員は、水火災又は地震から住民を保
護する使命のほか、地域の防災意識の向上や
コミュニティーの活性化に向け、防火指導や
特別警戒等の自主的な活動により、安全で安
心なまちづくりを目指しており、これらの活
動に補助する。

現継

東日本大震災という大災害をはじめ、
地震、局地的な豪雨等による災害が各
地で頻発し、住民の生命、身体及び財
産を守る、地域防災力の重要性が増大
している一方、少子高齢化の進展、社
会経済情勢の変化により、地域の被用
者の増加、防災活動の担い手の確保が
困難となっていることから、自らの地
域は自ら守るという意識啓発等、消防
団活動を通し地域防災力を充実させて
いく必要がある。

現継 現状継続とする。

消防水利整備事業 440 警防課 6,055 5,863 16,856

　火災等の発生時に速やかに消火活動を行え
るよう無水利地域の解消を図るため整備を行
うとともに、耐用年数３０年を経過した老朽
消火栓を水道事業が行なう配水管改良工事に
併せ計画的に更新する。

現継

現状継続とする。消防水利整備計画に
基づき整備する。また、老朽化した消
火栓を水道事業の配水管更新計画と並
行して更新する。

現継 現状継続とする。

　第５節　消防・救急体制の充実

　　２　自主防災組織の充実

　　３　治山・治水の推進

　　１　消防体制の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容
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事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

消防団員安全装備品等整
備事業

443 消防本部総務課 783 817 817

　地域の安全・安心の担い手として活動して
いる消防団員の老朽化した安全装備品等につ
いて、装備基準及び被服基準に従い更新し、
公務災害を抑止する。

拡大

災害現場で使用する装備を機能性・活
動性に優れたものとすることで地域防
災力の向上を図ることができる。これ
を早期に実現するには年間整備数量を
増加させ各分団単位の整備が理想的で
ある。

現継 現状継続とする。

消防車両等更新事業 465 警防課 74,021 19,487 19,467
　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。

現継
現状継続とする。老朽化した消防車両
を更新計画に基づき事業を実施する。

現継 現状継続とする。

防火委員会推進事業 445 予防課 100 100 100

　市民及び地域の防火防災意識を高揚させる
ため、公益性の高い防火活動事業を行う北広
島市防火委員会に交付金を交付する。（幼年
消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火ク
ラブ等の活動を促進）

現継
引き続き新たな防火クラブ等の結成、
事業実施方法等を精査し防火啓発を高
める。

現継 現状継続とする。

応急手当普及啓発活動事
業

448 救急指令課 797 843 880

　AED（自動体外式除細動器）の使用と心肺蘇
生法を含めた救命講習会を広く開催し、重篤
な傷病者に対して迅速・的確な応急手当がで
きる市民を養成して、救急車の到着前に必要
な応急手当が受けられる環境を整え、併せて
救急搬送時の救命率の向上を図ることを目的
とする。

現継

現状継続とする。
今後も引き続き救命率向上を目指し、
受講者のﾆｰｽﾞに合わせた各種救命講習
（普通Ⅰ及びⅢ、上級救命講習、救命
入門コース）を実施し応急手当の普及
拡大を図る。

現継 現状継続とする。

メディカル・コントロー
ル事業

450 救急指令課 1,975 2,340 2,030

　メディカル・コントロール体制において、
医師の指導による救急活動の事後検証、病院
実習、指示・指導・助言を通して救急救命士
の処置と医学的判断の資質向上を図る。ま
た、各種研修を受け救急救命士の処置拡大に
対応し、搬送中の処置で病状の悪化を防止す
ることで救命率の向上を図る。

現継

病院前救護の充実を図るためにもﾒﾃﾞｨｶ
ﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ事業の一環である病院実習は必
須である。更に昨年度から処置拡大2行
為が可能な救急救命士養成が行われて
おり、常時運用可能な状態を早期に構
築し市民サービスの向上を図るために
も現状継続が必要であると考える。指
導救命士養成は国と道との推進方法に
差があることから、道が示した5年間の
検証期間を見極めるため養成計画を見
直すこととする。

現継
現状継続とする。指導救命士の養成に
ついては、国や道の動向を注視するこ
と。

　　１　交通安全意識の充実

　第６節　交通安全の推進

　　３　救急救命体制の充実

　　２　火災予防の推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

交通安全推進事業 451 市民課 14,267 14,786 14,955

　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
標識等の設置を行い、交通安全意識の充実と
事故の抑止を図る。
　また、各交通安全関係団体、地域住民及び
民間企業などで構成される北広島交通安全運
動推進委員会が実施する、広報・啓発活動、
交通安全教室の実施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。

現継

現状継続とする。事業内容について
は、道路交通法の改正や交通事故の傾
向などの情報を基に、札幌厚別警察署
などの関係機関等と連携し、効果的な
内容で実施する。

現継 現状継続とする。

交通安全施設整備事業 452 市民課 3,089 3,000 3,000
交通安全施設の整備や公安委員会に対する交
通規制要望を行い、だれもが安全に安心して
通行できるよう交通環境の整備を促進する。

現継

現状継続とする。具体的な整備につい
ては、地域からの要望や交通環境の変
化に応じ、必要性や整備による効果な
どを調査し実施する。

現継 現状継続とする。

防犯活動支援事業 415 市民課 602 624 628

　防犯意識の普及と啓発活動を実施する北広
島市防犯協会連合会に交付金を交付する。
　(防犯協会連合会に一括交付し、各地区防犯
協会等に配分している）

統合

「犯罪のない安全で安心なまちづくり
推進事業」に統合し一体的に、事業実
施することが望ましい。
また、市民の自主的な防犯意識の向上
及び防犯活動を助長していくことが重
要であり、引き続き支援を継続する中
で、近年増加している特殊詐欺や車両
関係窃盗などの防止対策の強化の検討
が必要である。

統合
「犯罪のない安全で安心なまちづくり
推進事業」との統合により事業の効率
化を図ること。

犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進事業

453 市民課 718 213 354

　市民が安心して暮らせるまちづくりを推進
するため、「北広島市犯罪のない安全で安心
なまちづくり推進計画」に基づき、防犯意識
の普及・啓発活動の実施及び自主防犯活動に
対して資材等の支援を行う。

統合

街頭犯罪認知件数は減少傾向にあるも
のの、依然としてタイヤ盗難や不審者
情報、特殊詐欺が後を絶たないため、
「見せる・見える防犯」活動に重点を
置き「[防犯活動支援事業」と統合し一
体化して犯罪のない安全で安心なまち
づくりを推進していくことが望まし
い。

統合
「防犯活動支援事業」との統合により
事業の効率化を図ること。

　第７節　防犯対策の推進

　　２　犯罪が起こりにくい環境づくり

　　１　防犯意識の普及啓発

　　２　交通安全環境の整備
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

街路灯整備支援事業 454 市民課 36,852 36,264 35,394
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。

現継

夜間における犯罪の防止と安全確保の
ために設置している街路灯経費を補助
することにより、犯罪が起こりにくい
環境づくりが図られるため、補助を継
続していく必要がある。
また、街路灯のLED化を進めるため、
H24年度から設置費補助率を1/2から2/3
に引き上げ、LED化が進んできている
が、H26年度末のLED化率が全体灯数
（6100灯）の48％であることから、今
後もＬＥＤへの切り替えを推進する必
要があると考える。

現継 現状継続とする。

消費者行政活性化事業 456 商業労働課 3,137 3,343 f

消費者利益の擁護増進および消費者被害の未
然防止や拡大防止を目的とする。
消費生活全般における相談や苦情に迅速で的
確に対応するため、消費生活相談員を配置す
る。
北海道消費者行政活性化事業補助金を活用
し、消費生活相談体制の強化を図り、市民に
対する消費者問題の周知・啓発に努める。

現継 現状維持とする 現継 現状継続とする。

北広島消費者協会活動支
援事業

458 商業労働課 560 410 410

　消費者基本法の理念に基づく消費者利益の
擁護増進と市民（消費者）の消費生活の安定
と向上を図るため、さまざまな消費者運動を
展開している北広島消費者協会に補助金を交
付する。

現継 現状維持とする。 現継 現状継続とする。

農業後継者等育成事業 500 農政課 214 600 600

　本市の農業の持続的発展のために、次代の
担い手である農業後継者等の育成及び確保を
図るため、農業後継者等の研修等に対して補
助金を交付する。また、新規就農者に対し定
着3年後に新規就農者支援金を2年間交付す
る。

現継

農業者が減少している中、持続性の高
い農業の展開を図るため担い手や新規
就農者の育成に資する研修活動等を引
き続き推進するため現状継続とする。

現継 現状継続とする。

道央農業振興公社負担金
事業

502 農政課 1,781 2,329 2,679

　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
振興を図るために、担い手別の育成事業、農
用地の利用調整事業、生産性の向上と安全安
心な農産物生産支援事業、農業労働力確保支
援事業、酪農・畜産関連での受託事業等を実
施する。

現継
担い手の育成、農用地の利用調整など
広域的な農業振興に必要な事業であ
り、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

第４章　活気ある産業のまち

　　１　担い手の育成

　　２　消費者保護の推進

　　１　消費者教育の拡充

　第８節　消費生活の安定

　第１節　農業の振興
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

新規就農・経営継承総合
支援事業

539 農政課 7,897 2,738 8,577

　農業従事者の高齢化が急速に進展する中、
持続可能な力強い農業を実現するには、青年
の新規就農者及び経営継承者を大幅に増加さ
せる必要がある。しかし、新規就農や経営継
承には所得の確保という課題があるため、経
営が不安定な就農直後（最長５年間）の所得
を確保する青年就農給付金を交付することに
よって青年の就農意欲の喚起と就農後の定着
を図る。

現継

農業者の減少や高齢化、後継者不足と
いう農業の現状から、新規就農者や経
営継承者を確保、支援する政策は欠く
ことができないため現状継続とする。

現継 現状継続とする。

新規就農経営安定支援事
業

541 農政課 369 500 1,000

新規就農者への支援を充実し、農業後継者と
しての定着促進を図るため、新規就農者の農
地賃借料を助成する。
新規就農した年度から起算して3年度を支援期
間とし、1年度1人につき25万円を限度に農地
の賃借料の1/2の額を補助する。

現継

農業者の減少や高齢化、後継者不足と
いう農業の現状から、新規就農者の就
農初期における農業経営の安定を確保
するため、国の補助事業だけでなく市
としての支援制度を今後も続けてい
く。

現継 現状継続とする。

多面的機能支払交付金事
業

504 農政課 3,342 13,369 13,503

　農地・農業用水等の維持保全活動は農家主
体で行われているが、農村地域の高齢化進
行、専業農家の減少等により施設の保全管理
は困難な状況になっいてる。このような状況
の中で農業者、地域住民が一体となった保全
活動により、農業施設の長寿命化及び集落機
能の低下を防ぎ、農村環境の適切な保全管理
と質的向上を図る。
平成25年度までは農地・水保全管理事業とし
て実施されていたが、平成26年度より多面的
機能支払交付金として実施されることとな
り、平成27年度からは市町村の間接補助事業
となった。

現継

平成28年度から活動対象組織の活動内
容が拡充され、平成27年度まで一部単
価が75％に制限をされていたものが平
成28年度以降は満額となることから、
市の負担額が増額となる見込みである
が、法律に基づく事業として継続して
実施する。

現継 現状継続とする。

農地改良事業 509 農政課 2,211 3,000 3,540

　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
ために明渠・暗渠排水整備を実施する際に助
成を行う。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。

現継
現在の整備に係る労務単価等の上昇に
合わせた排水整備に係る補助単価の検
討を行い、継続して事業を継続する。

現継 現状継続とする。

野菜づくり講座事業 511 農政課 180 181 185

　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。

現継

参加者から高評価を受けていることか
ら、農業や安全安心な食に対する市民
の関心を高めるため、関係機関の協力
を得ながら本講座を継続して実施す
る。

現継 現状継続とする。

　　２　農地の利用・保全

　　３　都市住民との交流
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

食農食育教室事業 512 農政課 48 51 62

　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
を身につけるといったことに関心が高まって
いることから、市内の小学生とその保護者を
対象に親子で食や農を考える機会を作ること
を目的として、保健福祉部・教育委員会等と
共同し、野菜・果物の収穫体験などをとおし
て農業者等との交流や、地場農産物の加工体
験を行う食農食育教室を実施する。

現継

参加した児童と保護者からは高評価を
得ている。引き続き食と農について生
産者等との交流を図ることを基本内容
としながら、関係課にて周知方法と内
容を検討し、より魅力のある効果的な
事業とする。

現継 現状継続とする。

菜園パーク促進事業 513 農政課 0 100 250

　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。

現継

安全・安心な農産物への意識や、余暇
の過ごし方のひとつとして、家庭菜園
に興味を持っている市民も多い。農地
の保全という観点からは離農などによ
り作付けのされていない農地の活用と
して、また農業者の経営の多角化の一
つとして市民農園の開設は有効である
ことから、開設支援を継続して行って
いく。

現継 現状継続とする。

グリーンツーリズム推進
事業

533 農政課 510 714 714

　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、農業経営の多角化と
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。

現継

市の観光分野でもイチゴ狩りなどを取
り上げられてきているところであり、
農産物直売所や市民農園など、市内の
グリーンツーリズムの推進に関わる施
設のＰＲは積極的に行っていく。
また、グリーンツーリズム関係者の連
携した取組が行われるよう働きかけを
行っていく。

現継 現状継続とする。

経営所得安定対策直接支
払推進事業

501 農政課 7,447 6,834 6,834

　農業経営の安定化を図るため、販売価格が
生産費を恒常的に下回っている作物を対象
に、その差額を補正する交付金及び農業収入
の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和す
るための交付金を交付する制度である経営所
得安定対策を推進するための活動主体となる
北広島市地域農業再生協議会を支援する。

現継
農業経営の安定化を図る制度である経
営所得安定対策の推進に必要な事業で
あるため、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

農業資金利子補給事業 514 農政課 518 416 370

　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
資金を借入れした場合に利子の一部を助成す
ることにより、効率的かつ安定的な農業経営
を実践できる経営感覚に優れた農業経営者を
育成する。

現継
農業経営基盤強化資金利子の一部を補
給するものであり、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

　　４　生産・流通の振興
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

農業振興奨励事業 515 農政課 2,288 2,620 3,000

　農業経営者等で構成する生産組織や酪農家
等に対し、道央農業協同組合を通し生産振興
事業経費の一部を補助する。
  　（研修会、先進地視察など農業技術の向
上や酪農ヘルパー事業、えぞ鹿被害対策の電
牧柵などに補助。）
　家畜自衛防疫組合の家畜防疫事業経費の一
部を補助する。

現継

各生産組織の事業活動や畜産振興、野
菜生産振興、エゾシカ被害対策等への
支援によって、市内農業の振興が図ら
れていることから現状継続とする。

現継 現状継続とする。

環境保全型農業直接支援
対策事業

518 農政課 355 2,405 1,326

化学肥料・化学合成農薬の使用削減等により
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高
い営農活動を行う農業者で組織する団体に対
して、取組面積に応じ、予算の範囲内で助成
を行う。

現継

農業の持続的発展と農業の有する多面
的機能の健全な発揮を図るため、環境
保全型農業直接支援対策事業を推進
し、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を支援する。

現継 現状継続とする。

経営体育成支援事業 534 農政課 18,733 15,708 5,000

　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、金融機関からの融資を活用し
て、農業用機械等を取得等する場合に、取得
に要する経費から融資等の額を除いた自己負
担部分について補助金の交付を行う（取得に
要する経費の3/10が上限）。 また、融資を円
滑に受けるため、農業信用基金協会への補助
金の積み増しによる債務保証の拡大も選択す
ることができる。

現継

農業従事者の減少と高齢化が進む中に
あって、農業の持続的発展を図るため
には地域の中心となる経営体を育成・
確保することが必要であるため、継続
して事業を実施する。

現継 現状継続とする。

担い手への農地集積推進
事業

538 農政課 68 1,618 900

　力強い農業構造を実現していくためには、
集落・地域での徹底的な話合いにより、地域
農業のあり方について議論を進め、地域農業
を担う経営体や生産基盤となる農地を、将来
においても確保していくための展望を作って
おくことが必要であることから、今後の地域
の中心となる経営体を定める人・農地プラン
を定期的に作成（見直し）して、農地の利用
や集積の方向性を明確にする。
  また、農地中間管理機構による支援を活用
して、農地の出し手から農地中間管理機構へ
の農地の集積を図り、中心経営体への農地集
積を促進する。

現継

地域での徹底的な話合いによって地域
農業のあり方や、地域の中心となる経
営体の確保、地域の中心となる経営体
への農地集積などについて議論を進
め、持続可能な農業を実現していくた
めに必要な事業であるため現状継続と
する。

現継 現状継続とする。

企業人財づくり支援事業 516 工業振興課 81 150 150

　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。

現継
現状継続とする。北広島市工業振興会
が主催する企業セミナーを引続き支援
する。

現継 現状継続とする。

　　２　市内での連携

　　１　地元企業の育成

　第２節　工業の振興

32



２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

空き店舗利用促進事業 519 商業労働課 1,467 1,479 1,800

　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支援す
る。

現継

空き店舗解消への直接的な補助であ
り、起業者の負担軽減による出店の促
進に有効な事業であることから現状継
続とする。

現継 現状継続とする。

地域商店街活性化事業 520 商業労働課 555 570 684
　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。

現継
各地区の消費者にとって地域商店街の
存在意義は大きいことから、支援を継
続する。

現継 現状継続とする。

小規模事業指導推進事業 521 商業労働課 27,465 26,265 28,154

　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。

現継 現状維持とする。 現継 現状継続とする。

中小企業者等融資事業 522 商業労働課 276,806 269,595 265,341

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。

現継

経済状況に明るい兆しが見られるもの
の、依然として厳しい状況にあること
から中小企業者の経営安定を図るため
現状継続とする。

現継 現状継続とする。

住宅リフォーム支援事業 536 商業労働課 13,988 14,025 16,025

　「北広島市住宅リフォーム助成に関する条
例」に基づき、市民が市内建設事業者を活用
して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（10分の1、上限10万円）を助
成することにより住宅の改修を促進し、もっ
て快適な住環境の整備並びに市内の建設産業
の振興及び雇用の安定を図る。
平成26年3月31日をもって終了する予定であっ
たが、平成29年3月31日まで3年間延長する。

現継
事業に対する市民ニーズは高く、ま
た、建設産業の振興等に成果があった
と認められる。

現継 現状継続とする。

企業誘致推進事業 524 工業振興課 1,848 4,862 6,862

　優良な企業の立地による地域経済の活性化
や雇用創出の場を確保するため、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
動を行う。

現継
現状継続とする。引き続き北広島市土
地開発公社と連携し、輪厚工業団地の
早期完売を目指す。

現継 現状継続とする。

　第４節　企業誘致・新産業の創出

　　２　新産業の創出

　　１　企業誘致の推進

　　2　商業経営の安定

　　１　各地域商業の振興・商業団体の育成

　第３節　商業の振興

評価対象事業なし
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

コミュニティビジネス創
業支援事業

525 商業労働課 1,248 1,115 1,115

　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、個人の支援を行
うため、アドバイザーによる相談を実施する
とともに、支援事業に指定したコミュニティ
ビジネスに対して創業時に要する経費を補助
する。

要検
討

コミュニティビジネスを含めた起業家
支援策について見直しを検討する。

要検
討

１次評価のとおりとする。

観光振興事業 526 商業労働課 3,930 4,930 3,930

　市内外の各種イベントへの参加や観光資源
の紹介、宣伝等により本市の観光事業の発展
やイメージアップを図るため、北広島市観光
協会へ交付金を交付する。
　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推進協議会」事業の推
進に努める。

現継
観光振興推進、新規事業の開発等によ
り財源の確保、事務局移管の検討を行
う。

現継 現状継続とする。

都市型観光推進事業 828 商業労働課 3,402 1,060 4,232

　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
ションにより交流人口の増加を目的として実
施する。また、市民や観光関係団体、商業事
業者との連携により事業の推進を図るため、
きたひろしま都市型観光推進協議会を運営す
る。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

地域職業相談室運営事業 528 商業労働課 2,354 2,470 2,440

 求人情報の提供、職業相談、失業者相談を実
施し、求職者等へ新たな就職促進を図る。
　「地域職業相談室(ジョブガイド北広島)」
を国との連携により設置・運営するため、相
談室の維持管理費の負担と就職支援推進員1名
を配置。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

季節労働者通年雇用促進
支援事業

529 商業労働課 82 395 395
　北広島市季節労働者通年雇用促進支援協議
会を支援することによって。　市内に居住す
る季節労働者の通年雇用化を促進する。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

シルバー人材センター活
動支援事業

530 商業労働課 10,500 10,500 10,500

　高齢者の臨時的かつ短期的な仕事を確保
し、提供して、高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。

現継 現状維持とする。 現継 現状継続とする。

　　１　就業機会の拡大と安定化

　第６節　労働環境の整備

　第５節　観光の振興

　　１　観光の振興
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

雇用対策事業 535 商業労働課 11,749 6,004 19,017

　失業者及び未就職卒業者の生活困窮を救済
するため、次の雇用までの短期雇用や就業機
会の創出・提供を行うとともに人材育成を図
る。
　平成26年度より市独自の事業として、若年
層求職者を新規雇用した中小企業に対して交
付金を助成する（北広島市若年層新規雇用助
成金交付要綱）。

現継 現状継続とする。
要検
討

定住人口増加に向けた諸施策との連携
体制について検討すること。

市街地活性化事業 613 都市計画課 88 67 154

①北広島団地活性化計画の推進や既存市街地
の未利用地の利用促進のため、各種支援制度
の検討を行う。
①北広島団地活性化に向けた情報提供・意見
交換などの場づくり。
②空き地・空き家などの不動産の流動化に向
けた取組みを行う。

現継

北広島団地活性化計画に基づく住民・
事業者・行政等による取組みを推進す
るとともに、既存市街地における合理
的な土地利用など、今後も各地区の地
域特性を生かしたまちづくりを推進し
ていく。

要検
討

定住人口増加に向けた諸施策との連携
体制について検討すること。

エルフィンパーク活用事
業

603 エルフィンパーク 9,911 10,336 10,451

　市民サービスコーナーにおいては、土・
日・祝日における戸籍等各種証明の交付など
を実施し、市民サービスの向上を図る。
　市民に憩いと集いの場を提供し、展示やイ
ベントを通じて市民活動の助長と交流の促進
を図る。

現継

基本的には市民の利便性の向上に繋
がっているが、利用頻度の少なく効果
の薄い時間帯の取り扱いについては、
現在の人員体制を考慮した場合、縮小
の検討が必要であると考える。

現継 現状継続とする。

有料駐車場管理運営事業 604 土木事務所 4,483 4,487 13,069

　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、指定管理者制度を活用し、市営東
西駐車場の適正な管理・運営を行う。

現継

現状継続とする。
引き続き指定管理者が行うＰＲや、他
の自治体へのポスター掲示等利用拡大
への取り組みを行う。

現継 現状継続とする。

自転車駐車場管理事業 605 土木事務所 1,641 1,764 2,217

　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
運営を行うとともに、自転車の利用促進を図
る。

現継
自転車の利用促進及び駅周辺の良好な
環境保持のため現行事業を継続する。

現継 現状継続とする。

　第２節　居住環境の充実

　　２　駅周辺まちづくり

第５章　快適な生活環境のまち

　　１　公営住宅等の整備促進

　　１　市街地の形成

　第１節　市街地整備の推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

公営住宅長寿命化事業 607 建築課 45,671 39,880 50,549

　市営住宅は構造により耐用年限が45年又は
70年とされ、この間市営住宅としての役割を
果たすには、その性能を保持するための計画
的な修繕や改善が必須である。
　平成23年度に策定した『北広島市公営住宅
長寿命化計画』に基づき、必要な修繕・改善
等を実施する。

現継

市営住宅広島団地は建築から20余年が
経過していることから、屋上防水や外
壁の改修は、住宅ストックの延命を図
るためには、非常に有効な手段であ
る。

現継 現状継続とする。

住宅住替え支援事業 609 建築課 0 0 0

　利便性の高い地域への住替えの意向を持っ
ている高齢者世帯等と、子育てに適した環境
の住宅を求めている世帯等との住替えに係る
相談、支援を行う。

見直
し

当課の事務は、主に住宅困窮者の「住
宅相談」のみであり、事務事業評価対
象には馴染まないと考える。
一義的に「住宅＝建築課」ということ
ではなく、空き家対策を含めた住替え
支援、空き地空き家バンクなど、住宅
施策に関連する業務について所管する
部署を設け、より有効な施策として実
施することが望ましく、また結果的に
定住促進にもつながるものと考える。
※住生活基本計画では、高齢者等の住
替え支援として、国の「マイホーム借
上げ制度」の情報提供による制度の活
用を図ることとしている。

要検
討

定住人口増加に向けた諸施策との連携
体制について検討すること。

市道整備事業（補助） 614 都市整備課 121,883 482,200 555,099

　未着手路線の整備により市民の円滑な移動
と地域交通の利便性向上を図るとともに、自
転車・歩行者の利用環境整備のために歩車道
の整備を行い安全を確保する。

現継
歩行者や車両等の通行の安全を確保す
るため、関係機関と協議を行いながら
事業を進めて行く。

現継 現状継続とする。

生活道路整備事業 615 都市整備課 90,224 127,300 129,850
　市民にとって最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。

現継
当事業における整備率は約96.3%となっ
ており、目標達成に向け継続して実施
する。

現継 現状継続とする。

市道整備事業（単独） 616 都市整備課 51,207 18,000 45,300
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。

現継
歩行者や車両等の通行の安全確保を図
ることを目的とした事業であることか
ら、継続して事業を実施する。

現継 現状継続とする。

街路樹補植事業 621 土木事務所 2,992 1,500 3,000
　都市景観の保持と交通の安全性の確保のた
め、枯れや倒木によって除去された空き植樹
桝約４３０箇所に、補植を実施する。

現継
計画的に実施する必要があるため、現
状継続とする。

現継 現状継続とする。

　第３節　道路の整備

　　２　多様なニーズへの対応

　　１　市内幹線道路・生活道路等の整備
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

照明灯維持補修事業 622 土木事務所 27,881 30,000 30,000
　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。

拡大
施設の老朽化に伴い、取替や補修の増
加が見込まれるため、計画的に補修を
進める必要がある。

現継 現状継続とする。

舗装補修事業 623 土木事務所 91,012 120,000 120,000

　交通の安全を確保するために、老朽化して
いる市道のうち、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。

現継
舗装老朽化に伴う事故防止のため、今
後も計画的に事業を実施する必要があ
る。

現継 現状継続とする。

市道用地確定事業 624 土木事務所 0 1,698 1,494

　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、寄付などにより権限を取得する。

現継
土地所有者の居所調査や売買への意向
を確認しながら用地取得の緊急性を精
査し、事業を行なう。

現継 現状継続とする。

地域土木振興事業 625 土木事務所 1,389 1,250 750

　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。
　市が管理する以外の道路等で、土木工事を
施工する団体に、工事費用の１/２以内の額の
補助を行う。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

橋梁長寿命化事業 632 土木事務所 78,707 116,823 175,477

　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。

現継
交通の安全の確保とその円滑化を図
り、市民生活の安定と向上に寄与す
る。

現継 現状継続とする。

道路計画事業 633 都市計画課 2,796 11,682 3,200

　安全性、利便性の高い都市間連絡道路や市
内道路網のネットワーク形成のため、都市計
画道路を適切に定めるとともに、適宜、都市
計画道路網の見直しを進める。
　また、道路網計画の検討や整備効果の評価
などの基礎資料とするため、交通量調査を実
施する。

現継
交通量調査は引き続き行い、道路網計
画の検討や整備効果の評価などの基礎
資料とする。

現継 現状継続とする。

　　１　公共交通の充実

　第４節　交通の充実
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

生活バス路線確保対策事
業

684 企画課 2,500 4,000 4,000

　乗合バス事業者の赤字路線の収支赤字額の
一部を補助金として交付し、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。
＜補助対象路線＞
国庫補助・道単補助の対象路線以外で、かつ
複数市町村にまたがらない市内完結路線
＜補助対象期間＞
補助金の交付を受けようとする会計年度の前
年度の3月31日を末日とする1年間
＜補助対象経費＞
経常費用と経常収益の差額（赤字額）

現継

現状継続とする。生活バス路線の赤字
額が増加している状況において、今後
の公共交通のあり方について検討す
る。

現継 現状継続とする。

サイクルネットワーク活
用事業

635 企画課 0 0 0

　札幌恵庭自転車道を軸に、サイクルネット
ワークの構築について検討する。
　環境にやさしい自転車交通の利用促進とサ
イクリングを利用した幅広い年齢層の市民が
参加できるサイクリング事業を展開し、市民
交流の促進を図る。
　自転車の道アクセスマップやロードナビ、
周辺マップを統合した「きたひろしまサイク
リングＭＡＰ（仮称）」の作成。

現継
現状継続とする。札幌恵庭自転車道を
軸に新たな事業展開を図る。

現継 現状継続とする。

レンタサイクル事業 636 土木事務所 2,172 2,220 2,222

　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。

現継
近年、徐々ではあるが、利用数が増え
ていることから、現状継続とする。

現継 現状継続とする。

市道排雪支援事業 638 土木事務所 33,499 47,800 48,691
　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。

現継
冬季間の生活道路の交通を確保するこ
とにより、生活環境の向上が図られて
いる。

現継 現状継続とする。

私道除雪支援事業 639 土木事務所 2,431 2,550 2,550
　公共性の高い私道の冬期間の交通を確保す
るため、私道を除雪する団体にその費用の一
部を補助する。

現継
事業は継続する。世帯負担上限額につ
いても引き続き検討する。

要検
討

世帯負担上限額については引き続き検
討すること。

小型除雪機械貸出事業 640 土木事務所 1,001 1,257 1,257
　冬期間の交通確保及び生活環境の向上を図
るため、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。

現継

各町内会等と除雪に関して話し合う場
で小型除雪機械の貸出しについてＰＲ
を行った結果、昨シーズンより貸出し
日数が増え、貸出率も増加した。今後
も更なるＰＲを行い貸出率の向上に努
める。

現継 現状継続とする。

　　２　サイクリング・ネットワークの形成

　　３　冬期間交通の確保
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

地域除雪懇談会推進事業 677 土木事務所 3,564 3,800 3,800

　雪対策基本計画における市民との協働によ
る雪対策の推進を図るため、地域除雪懇談会
を開催し、除排雪に関する問題点の整理を行
い、その地域の除雪マップを作成する。

現継
地域の実情に合った除雪を行う為に地
域除雪懇談会を開催し、除雪マップを
作成する。

現継 現状継続とする。

飲料水等供給施設設置支
援事業

644 環境課 0 1,000 1,000

　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。

現継

市街化調整区域に居住する市民に良質
な飲料水を確保することは、衛生上必
要なことであり、今後も、継続して実
施する。

現継 現状継続とする。

水道第５期拡張事業 647 水道施設課 0 78,326 11,081
　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。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

配水施設改良事業 648 水道施設課 179,669 167,049 113,757

　老朽管更新事業計画に基づき、敷設後40年
を経過した既存配水管を更新し、漏水事故等
の未然防止と有効率の向上を図る。基幹的配
水管の更新においては、配水管の劣化度調査
を行い地震災害時に備えた耐震管での更新を
実施する。

現継
現状継続とする。北広島市水道事業が
引き続き実施する。

現継 現状継続とする。

下水道（雨・汚水管）整
備事業

651 下水道課 174,205 120,246 142,219

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老朽化した
施設の更新を行う。

現継

市街地における快適で衛生的な生活環
境の確保や、公共用水域の水質保全を
図る上で必要であることから事業を継
続する。

現継 現状継続とする。

下水処理センター整備事
業

652 下水道課 364,064 429,578 344,900

　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、
老朽化した施設・機器の更新を、平成23、24
年で策定した処理場施設長寿命化計画に沿っ
て計画的に実施する。

現継

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
図る上で必要な事業であることから、
現状継続とする。

現継 現状継続とする。

評価対象事業なし

　　１　下水道の整備と利用の促進

　　３　施設の持続

　第５節　水道の整備

評価対象事業なし

　第６節　下水道の整備

　　４　水道経営基盤の強化

　　２　水の安定

　　１　水の安心
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

下水道管渠更生事業 654 下水道課 11,922 12,000 12,000

　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。

現継
市民の日常生活に支障が無いように、
下水道施設の調査や補修は必要である
ことから事業を継続する。

現継 現状継続とする。

事業場排水監視事業 655 下水道課 1,134 1,200 1,200
　下水道施設の機能低下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。

現継
下水道施設の維持管理や環境保全の観
点から必要であり、事業を継続する。

現継 現状継続とする。

汚泥有効利用推進事業 659 下水処理センター 2,425 2,699 2,699

 　下水処理センターで発生する乾燥汚泥を肥
料として、市内農業者（乾燥おでい農地利用
組合員）への提供、町内会や小中学校などが
実施する花壇作りや環境整備などの公共用へ
の提供、一般市民への還元などにより有効利
用を図る。
　 また、バイオマス（生ゴミ、し尿・浄化槽
汚泥）受入れに伴い、汚泥の性状が変化する
ことから、肥料取締法の基準に適合した安全
な汚泥肥料として緑農地還元を行っていくた
め、汚泥やし尿等の分析を行うとともに、汚
泥量の増加に対する新たな利用先の拡大を図
る。

現継

下水処理センターから発生する汚泥
は、資源化して緑農地へ100％還元を継
続しており、循環型社会の形成に寄与
していることから、事業を継続する。

現継 現状継続とする。

し尿処理事業 678 環境課 78,387 109,060 109,345

　し尿・浄化槽汚泥のバイオガス化処理の実
施
　平成27年度以降は、平成26年度で解散する
道央地区環境衛生組合の事務を承継し、北広
島市のし尿・浄化槽汚泥処理及び長沼町・由
仁町・南幌町のし尿・浄化槽汚泥を事務委託
により処理を行う。

現継

現状維持とする。引き続き、長沼町、
由仁町、南幌町との事務委託により、
し尿、浄化槽汚泥のバイオガス化処理
を下水処理センターで行う。

現継 現状継続とする。

都市景観形成事業 660 都市計画課 19 26 42

　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、都市景観にかかる啓蒙・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。

現継

北海道景観条例に基づき、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
議や違反広告物の簡易除去を実施す
る。

現継 現状継続とする。

　　２　発生汚泥の有効利用

　　１　行政事務の情報化

　第７節　都市景観の形成

　第８節　情報化の推進

　　１　景観づくり

　　３　し尿・浄化槽汚泥の処理
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

情報通信基盤設備管理事
業

661 行政管理課 61,467 61,285 129,774

　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。

現継

ネットワーク等各種インフラの機能維
持と効率的な利用に努め、より効率的
な新技術の活用について、引き続き検
討を進める。また、災害時等における
業務継続の検討を進める。

現継 現状継続とする。

基幹系情報システム管理
事業

662 行政管理課 83,875 67,346 67,942

・住民記録、税務、福祉等に係る各種の市民
向け業務について、効率的かつ迅速なサービ
スを常に提供でき
　る体制を目指し、必要な機器、システム等
の管理・維持を行う。
・更なる効率化のため、総務省が進める自治
体クラウド（庁舎内にシステムを置かず、外
部のデータセンター
　等に設置した共同システムを利用する形
態）の動向を踏まえつつ、クラウド型サービ
スの検討を進める。

現継

仮想サーバ基盤上への統合された各業
務システムの環境を維持しつつ、災害
時等における業務継続の検討を進め
る。

現継 現状継続とする。

総合内部情報システム管
理事業

682 行政管理課 17,304 14,983 14,286

　内部業務システムの運用管理、内部業務の
システム化により、業務の効率化を図る。
　財務系（予算編成、予算管理、起債、財政
推計）、会計系（歳入歳出管理、資金・基金
管理、歳入歳出外管理）、財産系（備品管
理、資産管理）、契約系（契約管理、業者管
理）、計画系（推進計画、行政評価）、共通
系（職員認証、グループウェア、職員ポータ
ル）

現継

文書管理・電子決裁、汎用GISの各シス
テムを活用してペーパーレス化を推進
するとともに、各部署における情報資
産の引き継ぎと業務の効率化を図る。

現継 現状継続とする。

情報化施策推進事業 663 行政管理課 6,407 3,616 3,616

　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。
①市政情報の発信のための市ホームページの
充実や地域SNSの運営を行う。
②北海道電子自治体共同システム（ＨＡRP)の
運用を継続し、電子申請・届出の充実を図る
電子的手続きの進展について情報収集と検討
を進める。

拡大

番号制度の進捗に伴って変化が予想さ
れる電子的手続きについて、最新の状
況を元に方向性を探るとともに、コン
ビニ交付の実施を含めた市民の利便性
向上について検討を進める。

要検
討

番号制度の導入に伴う電子的手続きに
ついては今後のあり方を慎重に検討す
ること。

市民参加推進事業 800 政策広報課 60 217 228

　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。

現継
市民参加条例に基づくものであり、継
続していく。

現継 現状継続とする。

第６章　計画の実現に向けて

　　１　市民参加の推進

　　２　情報化の環境整備

　第１節　市民参加・協働の推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

市表彰事業 824 総務課 610 704 708

　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で、各分野で
地道に活動している方への激励や市民の市政
に対する意識向上を図り、市民との協働のま
ちづくりや市の自治振興を促進する。

現継

市民との協働のまちづくりや市の自治
振興を促進するうえで、功績のある
方々を表彰する制度は不可欠であるた
め、今後も継続して実施する。

現継 現状継続とする。

市民協働推進事業 801 政策広報課 827 4,755 4,815

○地域で抱える課題の解決やより良い市民生
活を実現するため、市と公益活動団体との協
働を促進する。公益活動を促進するため、人
材の育成や組織基盤の強化、ネットワークづ
くりに取り組むとともに、公益活動団体等の
活動を支援する。また、市民協働推進会議に
より、協働の推進についての客観性や実効性
を確保する。（公益活動事業補助金の審査、
協働の実効性の評価など）○地域住民が自主
的に進めるまちづくり活動に対して助成金を
交付し、市民との協働によるまちづくりを積
極的に進める。

見直
し

地域まちづくり推進事業については、
市内5地区に区分し、１地区70万円を上
限として、助成している。平成22年度
の執行率84.43％を境に年々執行率が減
少してきており、平成25年度からは
50％を下回る実績となっているほか、
地域間の助成格差が大きく生じてきて
いる状況にある。
この状況から助成基準の緩和や他の事
業への一部予算の充当等を検討すべき
時期にあるとの認識から、現在その具
体的な対応を検討している。
協働事業については、市と市民が協働
することは今後も必要であり、継続し
ていく。

見直
し

地域まちづくり推進事業については、
自治会活動の支援施策と一体的に、今
後のあり方について検討すること。

コミュニティ施設整備事
業

803 市民課 7,607 1,000 1,000

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
い補修工事費用を助成し、コミュニティ活動
の場の維持に努める。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

地域コミュニティ推進事
業

804 市民課 11,783 11,895 11,895

町内会自治会等の活動費の一部を助成し、地
域コミュニティの醸成を図る。
自治連合会を充実、活性化することにより、
生きがいのある明るく住みよいまちづくりの
推進を図るとともに、地域社会の維持及び形
成に資する地域的な共同活動や市が行う各種
調査等の連絡調整などが円滑に行われること
を目的としている。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

　　２　協働の推進

　　１　恒久平和の希求

　第２節　平和と人権尊重社会の推進

　　４　地域コミュニティの醸成

　　３　公益活動の促進

評価対象事業なし
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

平和推進事業 808 市民課 93 92 94

　「平和都市宣言のまち」ならびに平和首長
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。

現継

平和都市宣言のまちとして、平和の尊
さ大切さを啓発していくことが大切で
あり、一人でも多くの方が参加しても
らえるような記念事業等を企画し、平
和活動を継続していく。

現継 現状継続とする。

人権意識の普及啓発事業 809 市民課 42 50 50

　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て、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。

現継
人権擁護委員並びに法務局との連携を
強化し、人権擁護活動を支援してい
く。

現継 現状継続とする。

男女共同参画推進事業 810 政策広報課 439 533 660

　「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。

現継

男女共同参画基本法及び同法に基づく
第２次きたひろしま男女共同参画プラ
ンで実施することとした事業であり、
継続する。

現継 現状継続とする。

シティセールス推進事業 843 政策広報課 5,081 7,096 4,515

人口減少傾向にあるなか、持続可能な都市経
営に向けて、人口増加のための定住や移住の
促進などを総合的かつ計画的に推進していく
ため、中長期的、明確な指標を備えたプロ
ジェクトを策定するとともに、庁内外の関係
機関との連携、協力のもと人口増加に向けた
施策を推進する。

現継
市の定住人口の増加に向けた取り組み
として今後も継続する。

要検
討

定住人口増加に向けた諸施策との連携
体制について検討すること。

ファーストマイホーム支
援事業

850 企画課 25,021 35,000 25,081

定住人口の増加に向けた対策の一環として、
市内に初めて住宅を購入し定住する方を対象
に、ファーストマイホームを取得するための
助成金50万円を支給する。

現継
現状継続とする。定住促進に向けた全
体の取組みとして事業を推進する。

要検
討

定住人口増加に向けた諸施策との連携
体制について検討すること。

おためし移住事業 851 企画課 820 2,296 1,032

定住人口の増加に向けて、定住化に向けたお
ためし移住制度を実施し、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いただ
くとともに、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。

現継
現状継続とする。定住促進に向けた全
体の取組みとして事業を推進する。

要検
討

定住人口増加に向けた諸施策との連携
体制について検討すること。

　　２　行財政改革の推進

　第４節　行財政運営・行革の推進

　　１　効率的な行財政運営

　　１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革

　　２　人権意識の啓発

　第３節　男女共同参画の推進
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

市民法律相談事業 820 市民課 720 720 720

　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。

現継

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今後も継続し、
市民生活の安定を図る。

現継 現状継続とする。

職員研修事業 821 職員課 4,079 5,139 6,199

　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。

現継

地方分権型社会に対応する職員の能力
向上を図るとともに、大量退職期を迎
え急務である若手職員の早期育成、人
事評価や女性登用、接遇のための研修
の充実を図る必要がある。

現継 現状継続とする。

職員福利厚生事業 839 職員課 2,784 2,784 2,784
　地方公務員法に定める職員の福利厚生の一
部を実施させるため、福利厚生会に交付金を
交付する。

現継

職員の福利厚生のあり方・水準等につ
いては、常に使用者としての責任、市
民感覚等社会一般との適合性、民間企
業や国・他の自治体との均衡、財政負
担等を総合的に考慮し、毎年度継続的
に検討していく。

現継 現状継続とする。

札幌広域圏組合連携事業 825 企画課 418 428 443
　札幌ふるさと市町村圏計画に基づき、広域
的な観点から管内市町村が協力して地域振興
を図るため協同事業を実施する。

現継
札幌広域圏組合が実施する事業に引き
続き参画する。

現継 現状継続とする。

文書管理運営事業 826 行政管理課 321 451 570

　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。

現継

総合文書管理システムの適切な運用を
行い、文書管理事務の効率化・簡素
化、ペーパーレス化、情報公開等への
対応の迅速化のため、文書管理業務の
再構築を進める。

現継 現状継続とする。

　　１　情報の共有

　　１　広域連携の推進

　　６　新庁舎の整備

　　５　組織・職員の活性化

　第６節　情報公開・広報広聴の充実

　第５節　広域連携の推進

　　４　行政サービスの充実

　　３　健全な財政運営

評価対象事業なし

評価対象事業なし

評価対象事業なし
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

統計協議会活動支援事業 827 政策広報課 100 100 100
　統計調査の円滑かつ適正な実施、調査力の
向上のため、研修事業を実施する統計協議会
に事業費の一部補助を行う。

現継

現状維持とする。
統計協議会員の資質の向上と、各種統
計調査の円滑かつ適切な実施につなげ
る。

現継 現状継続とする。

協働事業きたひろＴＶ推
進事業

830 政策広報課 3,184 2,508 2,834

これまで市は、地域情報の有力な発信手段を
持ち合わせていなかったが、第１次推進計画
期間中のシティセールス推進事業を通じ「き
たひろしま」を積極的に発信する方策を進め
ている。「きたひろTV」は、こうした市の施
策を補完するツールとして、地域の様々な情
報を新たに開設するホームページ上から映像
コンテンツを配信することで情報発信してい
く。

現継

今後も公共性の高い情報や、市民ニー
ズの高い情報を提供していくととも
に、シティセールスとも連携させてい
く。

現継 現状継続とする。

市議会政務活動事業 838 議会事務局 2,639 3,146 3,432
　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。

現継 現状継続とする。 現継 現状継続とする。

個人情報セキュリティ対
策事業

832 行政管理課 455 461 470
　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
実施手順等の運用を適切に講じる。

現継
市民には広報、ホームページで制度の
周知を図り、職員にはセキュリティ研
修を通じて更なる意識の向上を図る。

現継 現状継続とする。

広報紙発行事業 833 政策広報課 29,237 32,669 31,848

　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」を発行し、市内の概ね全世帯に配
布する

現継
今後も市民に対して市政の周知、情報
伝達の手段として活用していく。

現継 現状継続とする。

コミュニティＦＭ広報事
業

834 政策広報課 1,886 1,886 1,886

　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「ＦＭメイプル」を通
じて、市の施策や行事などを分かりやすくタ
イムリーに市民へ伝える。
　なお、防災・庁舎建設課で実施している災
害時における非常放送や高齢者支援課で実施
している認知症高齢者ＳＯＳネットワーク事
業とも連携している。

現継
今後も市民への情報伝達手段の１つの
方法として継続していく。

現継 現状継続とする。

広聴活動事業 835 市民課 23 29 31

複雑化・多様化する市民ニーズを的確に把握
し、市民との協働によるまちづくりを進める
ため、情報の公開や意見集約、市民との直接
対話など各種広聴活動を行い、市政に対する
相互理解を図る。

現継

市民と協働のまちづくりを進めていく
ためには、市民との直接対話や各種広
聴事業を通して、多様化する市民ニー
ズを的確に把握することが重要である
ため、今後も有効的な広聴活動を継続
して取り組んでいく。

現継 現状継続とする。

　　４　広報広聴活動の充実

　　３　個人情報の保護

　　２　情報公開制度の充実

評価対象事業なし
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２６年度 ２７年度 ２８年度 事業概要

決算額 当初予算額 推進計画額 目的・内容 評価 今後の方針 評価 評価の内容

２７年度　1次評価

平成27年度　　事 務 事 業 評 価 調 書 総 括 表

事務事業名 計画事業番号 担当課名
２７年度　2次評価

議会広報事業 836 議会事務局 2,931 3,191 3,237
　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。

現継
現状継続とする。
新庁舎建設後の議会中継の拡大範囲に
ついて、協議を行う。

現継 現状継続とする。
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