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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

第第 11 章章  
 

支支ええああいい健健ややかかにに暮暮ららせせるるままちち  
 

 

 

 

 

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 
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

健康づくり啓発事業

健康維持ための食事や運動について啓発
する「健康教室」や健康に関する展示を
行う「健康情報展」、うつや自殺予防に
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の養成や活動を
支援する。ウォーキングを普及するため
ウォーキングマップを作成する。

健康教室の開催
健康情報展の実施
出前健康講座及びこころ
の健康講座の開催
健康づくり推進員の養成

健康教室の開催
健康情報展の実施
出前健康講座及びこころ
の健康講座の開催
健康づくり推進員の養成

健康教室の開催
健康情報展の実施
出前健康講座及びこころ
の健康講座の開催
健康づくり推進員の養成

健康推進課 事業費（千円）

生活習慣病予防事業

糖尿病を予防するため糖尿病予防教室を
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
や結核健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。

糖尿病予防教室の開催
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

健康推進課 事業費（千円）

【新規】

食育推進計画策定事
業

健康の増進と豊かな人間関係の形成のた
め、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
の計画を策定する。

健康推進課 事業費（千円）

【新規】

食育推進事業

食育推進計画に基づき、心身の健康の増
進と豊かな人間関係の形成のために、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。

健康推進課 事業費（千円）

≪計画の策定≫

●第1節　健康づくり・地域医療の充実

≪食育の推進≫

事業内容

【施策１　健康づくりの推進】

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

施策３ 医療体制の充実

施策４ 国民健康保険事業の適正な運営
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

健康づくり計画策定
事業

妊婦、乳幼児から高齢者まですべての市
民が心身ともにいきいきとした生活を送
ることをめざし、生涯を通じた健康づく
りの指針となる健康づくり計画(第3次)を
策定する。

≪計画の策定≫

健康推進課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

妊産婦保健推進事業

妊婦健診費用負担を軽減する妊婦健康診
査受診票を発行する。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
配付
妊婦健康診査受診票発行
母子保健推進員の委嘱
マタニティスクール及び
クラス会の開催
両親コースの開催

母子手帳交付・父子手帳
配付
妊婦健康診査受診票発行
母子保健推進員の委嘱
マタニティスクール及び
クラス会の開催
両親コースの開催

母子手帳交付・父子手帳
配付
妊婦健康診査受診票発行
母子保健推進員の委嘱
マタニティスクール及び
クラス会の開催
両親コースの開催

健康推進課 事業費（千円）

乳幼児保健推進事業

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を実施する。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を検討する子
ども虐待予防ケアマネジメント会議を開
催する。虫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
あそび教室の開催

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
あそび教室の開催

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
あそび教室の開催

健康推進課 事業費（千円）

予防接種推進事業

予防接種法に基づき、定期予防接種（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）を実
施する。

定期予防接種の実施
（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）

定期予防接種の実施
（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）

定期予防接種の実施
（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）

健康推進課 事業費（千円）

がん検診推進事業

胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、
乳がん、前立腺がん、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
（胃がん、肺がん、大腸
がん、乳がん　、子宮が
ん、前立腺がん、骨粗
しょう症、30歳代健
診、循環器健診）

各種がん検診などの実施
（胃がん、肺がん、大腸
がん、乳がん　、子宮が
ん、前立腺がん、骨粗
しょう症、30歳代健
診、循環器健診）

各種がん検診などの実施
（胃がん、肺がん、大腸
がん、乳がん　、子宮が
ん、前立腺がん、骨粗
しょう症、30歳代健
診、循環器健診）

健康推進課 事業費（千円）

【施策2　保健予防の推進】

事業内容

事業内容
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

ヒブワクチン予防接
種費用助成事業

ヒブワクチンの接種費用を助成する。対
象は生後2か月から5歳未満の幼児で、年
齢に応じた回数分の助成を行う。

予防接種費用の助成 予防接種費用の助成 予防接種費用の助成

健康推進課 事業費（千円）

【新規】

子宮頸がんワクチン
予防接種費用助成事
業

子宮頸がんワクチンの接種費用を助成す
る。接種回数は3回。

健康推進課 事業費（千円）

エキノコックス症予
防対策事業

エキノコックス症の早期発見、早期治療
を図るため、小学校3年生以上の者を対
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

健康推進課 事業費（千円）

北海道難病連活動支
援事業

難病疾患者とその家族の社会的自立のた
め、北海道難病連を支援し、活動促進と
福祉の増進を図る。

北海道難病連に補助金を
交付
廃止を含む事業の見直し
を検討

健康推進課 事業費（千円）

女性特有のがん検診
推進事業

女性特有のがん検診の受診率向上、病気
の正しい知識の普及啓発のため、次の対
象年齢の女性に対し、無料クーポン、検
診手帳を配付する。
◇子宮頸がん：20歳、25歳、30歳、
35歳、40歳　◇乳がん：40歳、45
歳、50歳、55歳、60歳

助成対象年齢の女性に検
診の無料クーポン、検診
手帳の配付

助成対象年齢の女性に検
診の無料クーポン、検診
手帳の配付

助成対象年齢の女性に検
診の無料クーポン、検診
手帳の配付

健康推進課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

救急医療推進事業

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、市内の歯科医院
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。

夜間の救急医療を行う急
病センターの管理運営の
委託
休日の歯科救急の実施

夜間の救急医療を行う急
病センターの管理運営の
委託
休日の歯科救急の実施

夜間の救急医療を行う急
病センターの管理運営の
委託
休日の歯科救急の実施

健康推進課 事業費（千円）

事業内容

【施策3　医療体制の充実】

事業内容

≪予防接種費用の助成≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

保険税収納率向上対
策事業

保険税の歳入確保のため、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、インター
ネット公売等を実施

コンビニ収納、インター
ネット公売等を実施

コンビニ収納、インター
ネット公売等を実施

市民課 事業費（千円）

医療費適正化特別対
策事業

レセプト点検業務、第三者行為求償事務
及び医療費通知業務等を実施するほか、
広報紙（けんこうネットワーク）による
被保険者への保険・健康情報の提供を行
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
保険・健康情報を広報紙
（けんこうネットワー
ク）による提供

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
保険・健康情報を広報紙
（けんこうネットワー
ク）による提供

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
保険・健康情報を広報紙
（けんこうネットワー
ク）による提供

市民課 事業費（千円）

特定健康診査・特定
保健指導事業

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、特定健康診査を40歳から74歳
までの被保険者に対し実施する。また、
この健診結果から、特定保健指導を実施
する。

特定健康診査・特定保健
指導の実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施

市民課 事業費（千円）

保健衛生推進支援事
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個人や
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、インフルエンザ予防接種
事業やエイズ対策事業を支援する。

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する個人や
団体及び実行委員会等に
補助金を交付
インフルエンザ予防接種
事業やエイズ対策事業を
支援

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する個人や
団体及び実行委員会等に
補助金を交付
インフルエンザ予防接種
事業やエイズ対策事業を
支援

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する個人や
団体及び実行委員会等に
補助金を交付
インフルエンザ予防接種
事業やエイズ対策事業を
支援

市民課 事業費（千円）

事業内容

【施策4　国民健康保険事業の適正な運営】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

社会福祉等団体活動
支援事業

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「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
に対する補助

社会福祉等団体の事業等
に対する補助

社会福祉等団体の事業等
に対する補助

福祉課 事業費（千円）

保健福祉計画推進事
業

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機関関係者による
委員会を設置する。保健福祉分野の諸計
画が効果的に実効をあげていくために、
委員会において実施状況を客観的に把
握・評価する。

保健福祉諸計画の見直し
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

保健福祉諸計画の実施状
況を把握・評価
検討委員会の開催

福祉課 事業費（千円）

【新規】

地域福祉計画策定事
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
ビスの整理を行うため、地域福祉計画の
策定を行う。

≪計画の策定≫

福祉課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

福祉バス運行事業

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

福祉課 事業費（千円）

【新規】

福祉バス更新事業

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
の向上を図るため団体の研修旅行のため
運行している福祉バスは、福祉バス車両
（平成7年車　車いす用リフト付き大型
バス）が老朽化しているため、新車を購
入する。

福祉課 事業費（千円）

≪福祉バスの更新≫

事業内容

【施策2　地域福祉活動の推進】

●第２節　地域福祉の推進

事業内容

【施策1　地域福祉推進体制の充実】

第２節 地域福祉の推進 施策１ 地域福祉推進体制の充実

施策２ 地域福祉活動の推進

施策３ 福祉環境の充実
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

福祉センター大規模
改修事業

福祉センターは築28年以上経過してお
り、建物を継続的に利用していくための
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、大規模改修を行う。

こども発達支援センター 事業費（千円）

社会福祉施設整備推
進事業

社会福祉施設の整備・促進を図るため、
社会福祉施設の新設、修理、改造、拡張
など、施設の整備を行う法人に対し助成
する。

施設整備した法人に補助
金の交付

施設整備した法人に補助
金の交付

福祉課 事業費（千円）

老人福祉施設整備支
援事業

高齢者福祉施設の整備・促進を図るた
め、社会福祉法人が整備した施設にその
費用の一部を助成する。

対象の法人に設備整備費
の一部を助成

対象の法人に設備整備費
の一部を助成

対象の法人に設備整備費
の一部を助成

高齢者支援課 事業費（千円）

公的介護施設等整備
支援事業

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助成する。

認知症対応型共同生活介
護事業所の設置した法人
に対する助成
地域密着型特別養護老人
ホームの設置した法人に
対する助成

小規模多機能居宅介護事
業所の設置した法人に対
する助成

高齢者支援課 事業費（千円）

事業内容

【施策3　福祉環境の充実】

≪改修事業に着手≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

児童福祉施設入所措
置事業

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
者の監護すべき児童を母子生活支援施設
に入所させてこれらの者を保護するとと
もに、これらの者の自立を促進する。

助産施設に入所 助産施設に入所 助産施設に入所

児童家庭課 事業費（千円）

広域入所児童委託事
業

保護者の勤務先等により市民が他市町村
の保育所を利用する場合、保育所所在市
町村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。

受入先市町村又は私立認
可保育園運営法人に対し
保育に係る経費を納入

受入先市町村又は私立認
可保育園運営法人に対し
保育に係る経費を納入

受入先市町村又は私立認
可保育園運営法人に対し
保育に係る経費を納入

児童家庭課 事業費（千円）

認可外保育園運営支
援事業

施設の安定経営、地域の要保育児童を良
好な環境で安全に保育し健全育成を図る
ため、認可外保育園の運営費を補助す
る。

認可外保育園に補助金交
付

認可外保育園に補助金交
付

認可外保育園に補助金交
付

児童家庭課 事業費（千円）

保育園地域活動事業

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が共同事業など需
要に応じた幅広い活動を行う。

観劇観賞の実施
動物園遠足の実施
その他施設訪問、園行事
招待等

観劇観賞の実施
動物園遠足の実施
その他施設訪問、園行事
招待等

観劇観賞の実施
動物園遠足の実施
その他施設訪問、園行事
招待等

児童家庭課 事業費（千円）

事業内容

●第３節　子育て支援の充実

【施策１　子育て環境の充実】

第３節 子育て支援の充実 施策１ 子育て環境の充実

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
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

子育て支援ネット
ワーク事業

市内の子育てサークルと子育て支援サー
クルをネットワーク化し、地域の子育て
支援を支えていく基盤づくりを図るた
め、ホームページの子育て情報発信や子
育てサークルの交流会を実施する。

ホームページを利用した
子育て情報を随時発信
ホームページの子育て情
報を更新
子育てサークル交流会の
実施

ホームページを利用した
子育て情報を随時発信
ホームページの子育て情
報を更新
子育てサークル交流会の
実施

ホームページを利用した
子育て情報を随時発信
ホームページの子育て情
報を更新
子育てサークル交流会の
実施

子育て支援センター 事業費（千円）

子育て支援短期利用
事業

児童と家庭の福祉の向上を図るため、児
童の家庭での養育が保護者の諸事情に
よって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児童等を
一定期間養育保護を実施する。

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

児童家庭課 事業費（千円）

【新規】

病児緊急預かり事業

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、会員登録をした利用
者がサービス提供する方の家または利用
者の家で病児・病後児を預かる。

児童家庭課 事業費（千円）

ファミリーサポート
センター事業

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。

子育てサポーター講習会
の開催
協力会員スキルアップ講
習会の開催
合同交流会の開催

子育てサポーター講習会
の開催
協力会員スキルアップ講
習会の開催
合同交流会の開催

子育てサポーター講習会
の開催
協力会員スキルアップ講
習会の開催
合同交流会の開催

子育て支援センター 事業費（千円）

私立認可保育園運営
費支弁事業

民間法人が保育の実施義務のある市町村
に代わって認可保育園を運営するため必
要な経費を補助する。

私立認可保育園の運営法
人に運営費を支援

私立認可保育園の運営法
人に運営費を支援

私立認可保育園の運営法
人に運営費を支援

児童家庭課 事業費（千円）

【拡大】

私立認可保育園運営
費支弁事業

新たな認可保育園を運営する民間法人が
保育の実施義務のある市町村に代わって
認可保育園を運営するため必要な経費を
補助する。

児童家庭課 事業費（千円）

私立認可保育園運営
支援事業

本市の児童健全育成のため、国の特別保
育事業補助及び市単独の補助を実施し、
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。

国の特別保育事業に対す
る補助及び市の単独補助
を私立認可保育園運営法
人に対し実施

国の特別保育事業に対す
る補助及び市の単独補助
を私立認可保育園運営法
人に対し実施

国の特別保育事業に対す
る補助及び市の単独補助
を私立認可保育園運営法
人に対し実施

児童家庭課 事業費（千円）

事業内容

≪病児預りの実施≫

≪支援の拡大≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【拡大】

私立認可保育園運営
支援事業

本市の児童健全育成のため、新設の認可
保育園に対し国の特別保育事業補助及び
市単独の補助を実施し、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。

児童家庭課 事業費（千円）

保育園一時預かり事
業

保護者の急病・看護等専業主婦家庭の育
児疲れなど一時的な保育需要に対応する
ことにより、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。

受入保育園で一時保育を
実施

受入保育園で一時保育を
実施

受入保育園で一時保育を
実施

児童家庭課 事業費（千円）

【拡大】

保育園一時預かり事
業

保護者の就労により、休日（年末年始を
除く日曜・祝日）に保護者が家庭で保育
できない場合に市内保育園で児童を保育
する。

児童家庭課 事業費（千円）

保育園民営化・活性
化事業

運営法人検討委員会を組織し公立保育園
の民営化の実施向け検討を行い、市立保
育園１園を民営化する。

募集条件、評価基準等を
整備
対象施設の検討

運営法人検討委員会を組
織

市立保育園を民営化し運
営する法人の決定

児童家庭課 事業費（千円）

子ども手当支給事業

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子ども手当を支
給する。

現況調査の実施
子ども手当の支給

現況調査の実施
子ども手当の支給

現況調査の実施
子ども手当の支給

児童家庭課 事業費（千円）

地域子育て支援セン
ター運営事業

家庭に引きこもり、地域から孤立してい
るなど、核家族化で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
談や親子の触れ合いの場と親同士の情報
交換の場を提供する。

みんなの広場の開催
親子にこにこ広場の開催
子育て講座の実施
子育て支援ランドの開催
子育てサークルへの支援
子育て相談の実施

みんなの広場の開催
親子にこにこ広場の開催
子育て講座の実施
子育て支援ランドの開催
子育てサークルへの支援
子育て相談の実施

みんなの広場の開催
親子にこにこ広場の開催
子育て講座の実施
子育て支援ランドの開催
子育てサークルへの支援
子育て相談の実施

子育て支援センター 事業費（千円）

【新規】

シルバー子育てサ
ポート事業

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、ボラン
ティアとして子育て支援センター事業を
支援する。

子育て支援センター 事業費（千円）

事業内容

≪一時預かりの拡大≫

≪支援の拡大≫

≪サポート事業の実施≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

児童扶養手当支給事
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

児童家庭課 事業費（千円）

ひとり親家庭支援事
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。
　母子家庭の経済的自立を図るため、母
子家庭の母の就業をより効果的にするた
めの能力開発の取組を支援する。
　母子家庭の母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、２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、高等技能訓練給付金を支給
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技
能訓練給付金を支給

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技
能訓練給付金を支給

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技
能訓練給付金を支給

児童家庭課 事業費（千円）

母子自立支援相談事
業

母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。

母子自立支援員による各
種相談の実施

母子自立支援員による各
種相談の実施

母子自立支援員による各
種相談の実施

児童家庭課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

児童館整備事業

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。

児童家庭課 事業費（千円）

家庭児童相談室運営事
業

適正な児童養育の確保、要支援児童の福祉
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。

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
個別ケース検討会議の開
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
個別ケース検討会議の開
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
個別ケース検討会議の開
催

児童家庭課 事業費（千円）

事業内容

◆「子どもの権利条例」に関する事業については、条例制定の進行状況を踏まえて、推進計画に掲載予定。

【施策3　児童の健全育成】

事業内容

【施策2　ひとり親家庭への支援】

≪児童館開設に着手≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

こども発達支援・デ
イサービス事業

発達の遅れや偏り、障がいのある子ども
に対して「気になる」という段階から、
子ども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い、早
期発見・早期療育の専門的支援を推進す
る。

児童デイサービスの実施
発達相談の実施
地域への支援

児童デイサービスの実施
発達相談の実施
地域への支援

児童デイサービスの実施
発達相談の実施
地域への支援

こども発達支援センター 事業費（千円）

事業内容

【施策4　療育指導の充実】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

障がい者自動車運転
免許取得・改造事業

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

福祉課 事業費（千円）

障がい者地域活動支
援センター事業

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

福祉課 事業費（千円）

移送サービス事業

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。

利用対象要件に合致し、
利用申請を行った登録者
に対する送迎の実施

利用対象要件に合致し、
利用申請を行った登録者
に対する送迎の実施

利用対象要件に合致し、
利用申請を行った登録者
に対する送迎の実施

福祉課 事業費（千円）

障がい者介護・訓練
等給付事業

障がい児・者の地域生活と社会参加を促
進するため、各種の障害サービスを提供
し、自立した生活を支援する。

障害福祉サービスの提供
障害福祉サービスの提供
ガイドブックの発行（隔
年）

障害福祉サービスの提供

福祉課 事業費（千円）

障がい者補装具支給
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。

障がい児・者に補装具の
支給または修理の実施

障がい児・者に補装具の
支給または修理の実施

障がい児・者に補装具の
支給または修理の実施

福祉課 事業費（千円）

障がい者更生医療給
付事業

身体に障がいのある人が、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、軽減に必要な医
療に要する費用の一部を助成する。

申請の受理
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

申請の受理
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

申請の受理
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

福祉課 事業費（千円）

事業内容

●第４節　障がい福祉の充実

【施策１　地域生活支援の充実】

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
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

障がい者地域生活支
援給付事業

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

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施

福祉課 事業費（千円）

障がい者相談支援事
業

障がい者が自立した日常生活や社会生活
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業務を行
う。また、相談業務から導かれる各種障
がい福祉サービスの調整や権利擁護の業
務等を行う。

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

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

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

福祉課 事業費（千円）

障がい者日常生活用
具給付等事業

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・者に日常生活用具を給付又は貸
与、自助具を給付する。

重度障がい児・者等に日
常生活用具の給付又は貸
与
自助具の給付

重度障がい児・者等に日
常生活用具の給付又は貸
与
自助具の給付

重度障がい児・者等に日
常生活用具の給付又は貸
与
自助具の給付

福祉課 事業費（千円）

障がい者コミュニ
ケーション支援事業

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手話
通訳者や要約筆記者の派遣、点字、声の
広報の発行等を行う。また手話通訳者等
の養成講座を実施する。

手話通訳者・要約筆記者
の派遣
手話通訳者・要約筆記者
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

手話通訳者・要約筆記者
の派遣
手話通訳者・要約筆記者
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

手話通訳者・要約筆記者
の派遣
手話通訳者・要約筆記者
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

福祉課 事業費（千円）

【新規】

障がい者福祉計画・
障がい福祉計画策定
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障がい
福祉計画を策定する。

≪計画の策定≫

福祉課 事業費（千円）

【新規】

障がい者医療的ケア
支援事業

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。

福祉課 事業費（千円）

事業内容

≪医療的ケア支援の実施≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

福祉ショップ運営事
業

エルフィンパーク内に開設された障がい
者の制作した製品等を販売する福祉
ショップについて、運営を支援する。

福祉課 事業費（千円）

【新規】

障がい者福祉電算シ
ステム更新・改修事
業

平成25年度までに実施される障がい者制
度改革に対応した各種サービスを提供す
るため、機器やソフトウェアの保守・サ
ポート期限が切れる現システムを更新
し、新たな障がい者福祉電算システムを
構築する。

福祉課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

障がい者等交通費助
成事業

障がい者の外出支援と負担軽減を図るた
め、タクシー利用券又は自動車燃料費用
の一部助成する。

障がい者にタクシー券又
は自動車燃料券を交付

障がい者にタクシー券又
は自動車燃料券を交付

障がい者にタクシー券又
は自動車燃料券を交付

福祉課 事業費（千円）

障がい者雇用創出事
業

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、行政が率先し
て雇用を創出していくことによる社会へ
の寄与と、「物理的なバリアフリー」か
ら更に一歩進んだ、障がい者と健常者の
相互理解による「こころのバリアフ
リー」の実現をめざす。

障がいのある方を市の臨
時職員として採用

障がいのある方を市の臨
時職員として採用

障がいのある方を市の臨
時職員として採用

職員課 事業費（千円）

精神障がい者社会復
帰訓練通所交通費助
成事業

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。

精神障がい者が社会復帰
訓練施設等に通所する際
の交通費を助成

精神障がい者が社会復帰
訓練施設等に通所する際
の交通費を助成

精神障がい者が社会復帰
訓練施設等に通所する際
の交通費を助成

福祉課 事業費（千円）

特別障がい者手当等
支給事業

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

福祉課 事業費（千円）

【施策２　社会参加の促進】

事業内容

事業内容

≪更新に着手≫

≪運営の支援≫
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

心身障がい児・者通
所施設運営支援事業

障がい児者の安全と介護者の負担軽減を
図るため通所する知的障がい児者の送迎
費用の一部を助成する。また、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。

知的障がい児者の送迎費
用の助成
長期休暇時の障がい児者
の屋外活動への助成

知的障がい児者の送迎費
用の助成
長期休暇時の障がい児者
の屋外活動への助成

知的障がい児者の送迎費
用の助成
長期休暇時の障がい児者
の屋外活動への助成

福祉課 事業費（千円）

障がい者団体活動支
援事業

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。

各団体に補助金を交付 各団体に補助金を交付 各団体に補助金を交付

福祉課 事業費（千円）

事業内容
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計
画策定

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。

≪計画の策定≫

高齢者支援課 事業費（千円）

長寿祝福事業
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。

100歳到達者に祝金を
贈呈

100歳到達者に祝金を
贈呈

100歳到達者に祝金を
贈呈

高齢者支援課 事業費（千円）

ミニデイサービス支
援事業

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。また、高齢者の交流や引きこ
もり防止から「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
の一部を助成

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
の一部を助成

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
の一部を助成

高齢者支援課 事業費（千円）

ふれあい温泉事業

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創るため、温泉入
浴助成券を交付する。また、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
入浴助成券を配布

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配布

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配布

高齢者支援課 事業費（千円）

高齢者サービスガイ
ド作成事業

高齢者の方々が、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

高齢者支援課 事業費（千円）

事業内容

【施策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

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

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
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

シルバー活動セン
ター管理運営事業

高齢者の生きがいづくりと社会参加、世
代間交流を促進するため、活動拠点であ
るシルバー活動センターを管理運営す
る。

シルバー活動センターの
管理・運営

シルバー活動センターの
管理・運営

シルバー活動センターの
管理・運営

高齢者支援課 事業費（千円）

老人クラブ活動支援
事業

高齢者の知識及び経験を生かした生きが
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。
また、新設の老人クラブに対し、備品を
貸与する。

老人クラブ連合会や各地
区の老人クラブに事業費
等を助成

老人クラブ連合会や各地
区の老人クラブに事業費
等を助成
新設予定の老人クラブに
備品を貸与

老人クラブ連合会や各地
区の老人クラブに事業費
等を助成

高齢者支援課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

介護予防推進事業

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。また、
50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できるよう
生活講座の開催を実施する。

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
生活講座の開催
出前講座の開催
水中運動教室の実施

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
生活講座の開催
出前講座の開催
水中運動教室の実施

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
生活講座の開催
出前講座の開催
水中運動教室の実施

高齢者支援課 事業費（千円）

特定高齢者介護予防
事業

要介護状態となることを予防するため、
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。

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

高齢者支援課 事業費（千円）

介護予防住宅改修事
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特定高齢者
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なう際の費用の
一部を助成する。

住宅改修実施者に改修費
用の一部助成

住宅改修実施者に改修費
用の一部助成

住宅改修実施者に改修費
用の一部助成

高齢者支援課 事業費（千円）

事業内容

事業内容

【施策２　介護予防と自立の支援】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

高額介護サービス費
貸付金事業

一時的に介護保険施設等への支払いに苦
慮する高齢者に対し、高額介護サービス
費の9割相当額の貸付をする。

利用者にサービス費の一
部を貸付
廃止を含む事業の見直し
を検討

高齢者支援課 事業費（千円）

介護従事者フォロー
アップ研修事業

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助成

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料助成

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料助成

高齢者支援課 事業費（千円）

住宅改修介護サービ
ス事業

住宅改修を円滑に推進するため、介護専
門支援員（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助成 理由書作成に対する助成 理由書作成に対する助成

高齢者支援課 事業費（千円）

家族介護支援事業

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。また、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、家族には介護知識の習
得のための講話提供と家族同士の交流会
を実施する。

おむつ購入費用の一部助
成
在宅生活への復帰支援

おむつ購入費用の一部助
成
在宅生活への復帰支援

おむつ購入費用の一部助
成
在宅生活への復帰支援

高齢者支援課 事業費（千円）

介護サービス利用者
負担額軽減事業

65歳到達前1年間に訪問介護利用実績の
ある方に利用者負担の軽減を図る。特に
生計が困難な方で、社会福祉法人が提供
する介護サービスの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
軽減額の一部助成

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
軽減額の一部助成

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
軽減額の一部助成

高齢者支援課 事業費（千円）

事業内容

【施策３　介護サービスの充実】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

高齢者支援サービス
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
以外の事業を実施する。

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
融雪装置設置費の一部助
成
エルフィンバトンの普及

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
融雪装置設置費の一部助
成
エルフィンバトンの普及

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
融雪装置設置費の一部助
成
エルフィンバトンの普及

高齢者支援課 事業費（千円）

地域包括ケア推進事
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、４
地区の高齢者支援センターが地域ケア会
議を開催する。

地域ケア会議の開催 地域ケア会議の開催 地域ケア会議の開催

高齢者支援課 事業費（千円）

高齢者総合相談支援
事業

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

窓口・電話相談の実施
高齢者の健康データバン
クを構築
高齢者実態調査の実施

窓口・電話相談の実施
高齢者の健康データバン
クを構築
高齢者実態調査の実施

窓口・電話相談の実施
高齢者の健康データバン
クを構築
高齢者実態調査の実施

高齢者支援課 事業費（千円）

地域包括支援セン
ター運営事業

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

高齢者支援課 事業費（千円）

高齢者虐待防止ネッ
トワーク事業

高齢者並びに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が維持
するために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
連絡会議の開催
研修会、事例検討会開催
出前講座の開催
パンフレットの作成

高齢者虐待等の相談の実
施
連絡会議の開催
研修会、事例検討会開催
出前講座の開催
パンフレットの作成

高齢者虐待等の相談の実
施
連絡会議の開催
研修会、事例検討会開催
出前講座の開催
パンフレットの作成

高齢者支援課 事業費（千円）

認知症支え合い事業

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通信末端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や認知症
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、家庭への派遣などを
実施する。

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
認知症支え合い員の派遣

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
認知症支え合い員の派遣

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
認知症支え合い員の派遣

高齢者支援課 事業費（千円）

事業内容

【施策４　地域支援体制の推進】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

成年後見制度利用支
援事業

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
おける契約を行な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。

成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見制度の市長申立
て
研修会、事例検討会開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見制度の市長申立
て
研修会、事例検討会開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見制度の市長申立
て
研修会、事例検討会開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

高齢者支援課 事業費（千円）

事業内容

21



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

住宅手当緊急特別措
置事業

離職者の生活の安定と求職活動支援の拡
充・強化のために、対象者に生活保護の
住宅扶助基準額と同額を6か月間給付す
る。

受給対象者に手当を支給 ≪H23で事業終了≫

福祉課 事業費（千円）

生活保護費支給事業
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。

生活保護費の支給 生活保護費の支給 生活保護費の支給

福祉課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

重度心身障がい者医
療費助成事業

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。

保険対象者に医療費助成 保険対象者に医療費助成 保険対象者に医療費助成

市民課 事業費（千円）

ひとり親家庭等医療
費助成事業

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。

保険対象者に医療費助成 保険対象者に医療費助成 保険対象者に医療費助成

市民課 事業費（千円）

乳幼児等医療費助成
事業

乳幼児等の疾病の早期受診、早期治療を
促進し、保健の向上を図るため、医療費
の一部を助成する。

保険対象者に医療費助成 保険対象者に医療費助成 保険対象者に医療費助成

市民課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　医療援護の推進】

事業内容

●第６節　社会保障制度の充実

【施策１　低所得者援護の充実】

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
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

重度心身障がい者等
通院交通費助成事業

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を助成する。

心身障害者等に対する通
院交通費の助成

心身障害者等に対する通
院交通費の助成

心身障害者等に対する通
院交通費の助成

市民課 事業費（千円）

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

第第 22 章章  
 

人人とと文文化化をを育育むむままちち  
 

 

 

 

 

第１節  「生きる力」を育む学校教育の推進 

第２節   信頼され、魅力ある学校づくりの推進 

第３節   家庭・青少年健全育成の推進 

       第４節   社会教育の充実 

       第５節   歴史の継承と創造 

       第６節   読書活動の充実 

      第７節   芸術文化の振興 

      第８節   スポーツ活動の推進 

      第９節    大学との連携 

      第１０節  交流の促進 
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

幼稚園就園奨励費事
業

私立幼稚園に通園する市内在住園児の保護
者に入園料、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

児童家庭課 事業費（千円）

幼稚園就園準備支援
事業

幼稚園の実施する満2歳児を対象とした子
育て支援事業の参加に対する、保護者負担
を支援する。

子育て支援事業の参加
費の一部を助成

子育て支援事業の参加
費の一部を助成

子育て支援事業の参加
費の一部を助成

児童家庭課 事業費（千円）

幼稚園協会連携事業
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 幼稚園協会に助成

教育総務課 事業費（千円）

幼稚園振興事業

幼児教育の振興、幼稚園経営と保護者の負
担軽減を図るため、幼稚園教員に対する研
修、幼児教育に係る教材教具、障がい児教
育に係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
研修などに助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

教育総務課 事業費（千円）

●第1節　「生きる力」を育む学校教育の推進

【施策１　幼児教育の振興・充実】

事業内容

第１節 「生きる力」を育む学校教育の推進 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５ 特別支援教育の充実

施策６ 社会の変化や課題に対応した教育の推進
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

中学校文化部活動大
会出場支援事業

市立中学校の生徒が、予選会等を経て全道
的な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。

全道規模以上の文化部
の大会に出場する経費
の一部を助成

全道規模以上の文化部
の大会に出場する経費
の一部を助成

全道規模以上の文化部
の大会に出場する経費
の一部を助成

教育総務課 事業費（千円）

心の教室相談事業

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、小中学校に相
談員を配置して、児童生徒の悩みや不安、
ストレス等の解消を図る。

小中学校16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

青少年課 事業費（千円）

創意発明工夫展・書
写展

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。

創意発明工夫展の開催
書写展の開催

創意発明工夫展の開催
書写展の開催

創意発明工夫展の開催
書写展の開催

青少年課 事業費（千円）

学校教育振興事業
（小・中）

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

教育総務課 事業費（千円）

心の教育推進事業

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、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。

福祉読本編集委員会の
開催

福祉読本編集委員会の
開催

福祉読本編集委員会の
開催
改訂版の作成
道徳教育用児童生徒用
準教科書の購入
教師用指導書の購入

学校教育課 事業費（千円）

学校図書整備事業

学校図書整備目標として設定された「学校
図書館図書標準」を満たすため重点的に中
学校の図書購入を行うとともに、随時新し
い図書の更新も行う。また学校図書館管理
を電算データベースで管理できるようにな
り学校図書センターを拠点として、学校図
書の充実を図る。

重点的に中学校図書の
購入
図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

重点的に中学校図書の
購入
図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

重点的に中学校図書の
購入
図書の購入
学校図書館ネットワー
クシステム借上げ

学校教育課 事業費（千円）

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学力向上推進事業

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
学力向上プロジェクト
の開催
全国学力・学習状況調
査への参加

標準学力検査の実施
学力向上プロジェクト
の開催
全国学力・学習状況調
査への参加

標準学力検査の実施
学力向上プロジェクト
の開催
全国学力・学習状況調
査への参加

学校教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

授業補助員活用事業

授業への関心度・理解度を高めるため、小
中学校に担任のほかに授業補助員の配置や
学習指導要領の改正に伴う平成24年度か
らの中学校体育教科での武道指導、音楽教
科での和楽器指導など専門の外部講師を派
遣し、指導の充実を図る。

事業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

事業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

事業補助員を配置し、
きめ細やかな授業の実
施

学校教育課 事業費（千円）

学校教育相談員活用
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

学校教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校保健事業（小・
中）

児童・生徒及び教職員の健康の保持・増進
のため定期健康診断や定期歯科検診等の各
種検診を実施する。

児童・生徒の健診
教職員の検診
健康づくり研修会

児童・生徒の健診
教職員の検診
健康づくり研修会

児童・生徒の健診
教職員の検診
健康づくり研修会

学校教育課 事業費（千円）

食中毒予防対策事業

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
器類を整備すると共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
心・安全な給食を提供する。

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
食中毒予防対策の実施

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
食中毒予防対策の実施

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
食中毒予防対策の実施

学校給食センター 事業費（千円）

事業内容

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】

事業内容

【施策３　確かな学力を育てる教育の充実】

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

食に関する指導の推
進事業

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、教科等を通し
て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。

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

学校栄養教諭による食
に関する指導の実施

学校給食センター 事業費（千円）

中学校体育連盟支援
事業

本市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、同連盟に対して事
業費を補助することで、生徒間の交流や習
得した技能を発揮する場を提供するととも
に、市内のスポーツ振興と本市の教育の振
興に寄与する。

本市中体連春季大会の
開催
本市中体連秋季大会の
開催
石狩管内中体連の開催
全道中体連柔道大会の
開催

本市中体連春季大会の
開催
本市中体連秋季大会の
開催
石狩管内中体連の開催

本市中体連春季大会の
開催
本市中体連秋季大会の
開催
石狩管内中体連の開催

教育総務課 事業費（千円）

全国・全道中体連大
会出場支援事業

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、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
の一部助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
の一部助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
の一部助成

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

◆給食センター耐震工事及び施設改修整備事業については、事業内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

特別支援教育就学奨
励費援助事業（小・
中）

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

学校教育課 事業費（千円）

特別支援教育振興事
業（小・中）

特別支援学級の適切な利用並びに促進を図
るため、特別支援学級設置校に人的・物的
支援を行い、障がいのある児童生徒に、よ
り充実した教育環境を支援する介助員を派
遣する。

介助員の派遣
校外活動に同行
特別支援学級合同事業
の実施
備品購入

介助員の派遣
校外活動に同行
特別支援学級合同事業
の実施
備品購入

介助員の派遣
校外活動に同行
特別支援学級合同事業
の実施
備品購入

学校教育課 事業費（千円）

【拡大】

特別支援教育振興事
業（小・中）

障がいのある児童生徒に、より充実した教
育環境や学校生活を円滑におくれるように
するため、介助員を増員する。

学校教育課 事業費（千円）

特別支援教育推進事
業

特別な支援を必要とする子ども達の教育的
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
別支援教育支援員を派遣する。

特別支援教育支援員の
派遣
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

特別支援教育支援員の
派遣
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

特別支援教育支援員の
派遣
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

学校教育課 事業費（千円）

【拡大】

特別支援教育推進事
業

特別な支援を必要とする子ども達の多様化
してきている教育的ニーズに対応していく
ため、支援体制の充実を図るために特別支
援教育支援員を増員する。

学校教育課 事業費（千円）

事業内容

【施策５　特別支援教育の充実】

≪介助員の増員≫

≪特別支援教育支援員の増員≫
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校ＩＣＴ環境整備
事業（小・中）

情報化社会へ適応するため情報処理能力の
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、生徒児童用・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。

コンピューターの更
新、保守、修繕、アプ
リケーション等の購入

コンピューターの更
新、保守、修繕、アプ
リケーション等の購入

コンピューターの更
新、保守、修繕、アプ
リケーション等の購入

教育総務課 事業費（千円）

外国語指導助手招致
事業

児童・生徒の英語発音や国際理解教育の向
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。

英語指導助手の配置 英語指導助手の配置 英語指導助手の配置

学校教育課 事業費（千円）

郷土資料教材化事業
（小・中）

地域に根ざした授業を行うため、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
きる資料をデジタル化した郷土資料教材と
して作成し、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。

郷土資料教材化編集委
員会の開催
デジタル教材の作成

郷土資料教材化編集委
員会の開催

郷土資料教材化編集委
員会の開催

学校教育課 事業費（千円）

姉妹都市こども大使
交流事業

小中学生から継続して友好親善を深めると
ともに、学習効果を還流しふるさと意識を
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
東広島市生徒の受入れ
交流校訪問（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に
参列

児童生徒を東広島市に
派遣
東広島市生徒の受入れ
交流校訪問（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に
参列

児童生徒を東広島市に
派遣
東広島市生徒の受入れ
交流校訪問（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に
参列

教育総務課 事業費（千円）

【施策６　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校支援ボランティ
ア活用事業

学校教育の一層の多様化・活性化を図るた
め、地域の方が持っている優れた知識と技
術を学校行事や授業などの教育活動等に生
かすため「学校支援ボランティア」として
登録してもらい、学校支援として教育活動
に参加できる体制を強化する。

ボランティアの運営経
費助成

ボランティアの運営経
費助成

ボランティアの運営経
費助成

学校教育課 事業費（千円）

学校施設開放事業
地域住民に学習活動の場を提供するととも
に、地域と学校の交流を深める。

地域住民に学校を開放
（緑陽小学校・西部小
学校）

地域住民に学校を開放
（西部小学校）

地域住民に学校を開放
（西部小学校）

教育総務課 事業費（千円）

学校評議員等運営支
援事業

地域や社会に開かれた学校づくりを推進す
るため、市立小・中学校で学校評議員を委
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
上を図ることを目的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・学校評
価委員
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校評
価委員
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校評
価委員
全体会議を各校で開催

学校教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

学校支援地域本部事
業

学校支援地域本部を設立し、学校支援ボラ
ンティアや授業補助員の制度などをより効
果的に活用していくために「学校支援コー
ディネーター」による学校における地域学
習の支援を進める。また、学校、家庭及び
地域の教育力の向上に寄与し、地域が一体
となって子供たちを育てる体制強化を図る
ため、各地域に組織されている「生涯学習
振興会」の活動と連携し進めていく。

社会教育課 事業費（千円）

≪学校支援地域本部の設立などに着手≫

●第２節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進

【施策２　教育環境の整備】

事業内容

【施策１　開かれた学校づくりの推進】

事業内容

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
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校教育団体活動支
援事業

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で行う事
業費の一部を支援する。

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に
助成

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に
助成

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に
助成

教育総務課 事業費（千円）

理科教材等整備事業
（小・中）

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

各小中学校に理科教材
等の購入・更新

教育総務課 事業費（千円）

学校事務機器整備事
業（小・中）

学校事務の執行にあたり事務の効率化と学
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

教育総務課 事業費（千円）

児童用机・椅子整備
事業

児童の体格の向上と教科用図書のＡ版化に
対応するため、児童用の机・イスを新ＪＩ
Ｓ規格に更新する。

児童用机・イスを新Ｊ
ＩＳ規格に更新

児童用机・イスを新Ｊ
ＩＳ規格に更新

教育総務課 事業費（千円）

児童生徒の通学費支
援事業（小・中）

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

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

学校教育課 事業費（千円）

要保護・準要保護児
童生徒援助事業
（小・中）

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・医療費等
の援助

学用品費・修学旅行
費・給食費・医療費等
の援助

学用品費・修学旅行
費・給食費・医療費等
の援助

学校教育課 事業費（千円）

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学校施設管理機器整
備事業（小・中）

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
刈機の更新
自走式草刈機の購入

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
刈機の更新
自走式草刈機の購入

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

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

中学校武道・伝統芸
能導入事業

新学習指導要領による平成24年度から必
修となる中学校体育教科での武道及び音楽
教科での和楽器の指導を円滑に実施するた
め、各中学校に武道は柔道を基本として、
音楽は箏を基本としての必要となる物品等
の整備を行う。

学校教育課 事業費（千円）

教師用指導書等整備
事業（小・中）

教員に、指導書及び教科書を配布すること
により、指導方法の工夫改善が図られ、児
童生徒の学力の向上が期待できる。

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配布

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配布

小・中学校の教員に教
科書及び指導書の配布

学校教育課 事業費（千円）

学校放送設備整備事
業（小・中）

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 学校放送設備の更新

教育総務課 事業費（千円）

高等学校等入学準備
金支給事業

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とし
て、入学準備金を支援する。

入学準備金の支給 入学準備金の支給 入学準備金の支給

学校教育課 事業費（千円）

奨学金支給事業

経済的な理由によって高等学校等の修学困
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

学校教育課 事業費（千円）

学校施設空気環境測
定事業

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

教育総務課 事業費（千円）

≪武道や伝統芸能の導入≫

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

北広島団地内小学校
統合準備事業

児童の減少が著しい、北広島団地内の4小
学校を平成24年4月に2校に統合する。学
校統合が円滑に進めるために統合校間の交
流事業を行うとともに、4校の閉校及び2
校の開校に向けた整備を行う。

学校閉校・開校に伴う
消耗品、備品等の購入
交流事業の実施

学校開校に伴う消耗
品、備品等の購入

≪H24で事業終了≫

学校教育課 事業費（千円）

大曲東小学校エレ
ベーター設備等設置
事業

既設校舎のバリアフリー化のため、段差解
消や建具等の改修を行い、併せて車椅子で
も校舎内を支障なく移動できるようエレ
ベーター設備を設置し、教育環境の整備を
図る。

エレベーターシャフト
の増設
エレベーター機器設置
付帯電気・機械設備工
事、建具改修

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

若葉小学校校舎・屋
体地震補強大規模改
造事業

平成20～21年度に実施した耐震二次診断
の結果を受けた耐震化事業と、学校統合に
より平成24年度開校に向けた大規模改造
事業のための実施設計を平成22年度に実
施、引続き平成23年度工事を実施する。

校舎棟・屋体棟の地震
補強工事
大規模改造工事
工事施工監理

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

北の台小学校屋体地
震補強・大規模改造
及び校舎トイレ改造
事業

建設後35年余を経過し外壁や屋根面等老
朽化が顕著なため、耐震化工事と併せて、
内外部に渡る大規模改造工事を実施する。
同時に、校舎内のトイレ改造工事を行う。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

東部小学校屋体地震
補強・大規模改造事
業

東部小学校の体育館は、建設後35年余を
経過し外壁や屋根面等老朽化が顕著なた
め、耐震化工事と合せて、内外部に渡る大
規模改造工事を実施する。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

緑陽中学校校舎屋体
地震補強・大規模改
造事業

緑陽中学校は築後33年余が経過し老朽化
が顕著なため、校舎棟の大規模改造工事と
耐震化の必要な体育館の地震補強工事及び
大規模改造工事を併せて実施する。

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

≪耐震化工事などに着手≫

≪耐震化工事などに着手≫

≪耐震化工事などに着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

高台小学校校舎・屋
体大規模改造事業

学校統合により平成24年度開校に向けた
大規模改造事業のための実施設計を平成
22年度に実施、引続き平成23年度工事を
実施する。

校舎棟・屋体棟の大規
模改造工事
工事の施工監理

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

東部中学校校舎及び
屋体大規模改造事業

東部中学校は、築後20年余を経過し外壁
や屋根面等老朽化が顕著なため、屋上防水
改修や内外部にわたる大規模改造工事を施
工する。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

西部中学校屋体改築
及びグラウンド整備
事業

建設後37年余が経過し、老朽化とともに
狭隘であることから、改築事業に着手する
とともに、併せてグラウンドの整備に着手
する。

教育総務課 事業費（千円）

北の台小学校校舎防
音機能復旧事業

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
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

温度保持機の更新工事
施工監理

≪H23で事業終了≫

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

若葉（双葉）小学校
校舎・講堂防音機能
復旧事業

温度保持換気設備機器等（暖房機、空調
機、送風機等）の老朽化によって本来の機
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
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

教育総務課 事業費（千円）

【新規】

広葉中学校校舎・講
堂防音機能復旧事業

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
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

≪防音機能復旧に着手≫

≪校舎などの大規模改造に着手≫

≪改築工事やグラウンド整備に着手≫

≪防音機能復旧に着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

高台（緑ヶ丘）小学
校校舎・講堂防音機
能復旧事業

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
能を復旧することで、教育環境の整備と教
育効果の向上を図る。

教育総務課 事業費（千円）

事業内容

≪防音機能復旧に着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

北広島市ＰＴＡ連合
会支援事業

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連合会を支援する。

ＰＴＡ連合会への助成 ＰＴＡ連合会への助成 ＰＴＡ連合会への助成

青少年課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

不登校対策・教育相
談事業

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。
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問題の早期解決を図
るため、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
指導員、訪問指導アド
バイザー、教育相談員
による相談の実施

適応指導教室「みらい
塾」の運営
指導員、訪問指導アド
バイザー、教育相談員
による相談の実施

適応指導教室「みらい
塾」の運営
指導員、訪問指導アド
バイザー、教育相談員
による相談の実施

青少年課 事業費（千円）

青少年健全育成啓発
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。

青少年健全育成大会の
開催
安全安心講演会の開催
子どもサポートセン
ターだより「きずな」
の発行
啓発リーフレットの作
成

青少年健全育成大会の
開催
安全安心講演会の開催
子どもサポートセン
ターだより「きずな」
の発行
啓発リーフレットの作
成

青少年健全育成大会の
開催
安全安心講演会の開催
子どもサポートセン
ターだより「きずな」
の発行
啓発リーフレットの作
成

青少年課 事業費（千円）

成人式開催事業
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 成人式の開催 成人式の開催

社会教育課 事業費（千円）

【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】

事業内容

事業内容

●第３節　家庭・青少年健全育成の推進

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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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

青少年健全育成振興
事業

子どもたちの豊かな心を育むため、生きる
力を育て健やかでたくましい子どもたちを
育成するための活動を推進する。

青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事
業の実施
青少年の体験交流事業
の実施

青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事
業の実施
青少年の体験交流事業
の実施

青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事
業の実施
青少年の体験交流事業
の実施

青少年課 事業費（千円）

青少年健全育成連絡
協議会支援事業

青少年の健全育成には、学校、家庭、地域
が一体となって育成環境を推進する必要が
ある。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、6地区青少年健全育
成連絡協議会を支援する。

青少年健全育成連絡協
議会に助成

青少年健全育成連絡協
議会に助成

青少年健全育成連絡協
議会に助成

青少年課 事業費（千円）

青少年安全対策事業

青少年の非行防止のため、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。専任指導員が
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い、子どもた
ちの安全を確保する。

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
ダーによる通学路の安
全確認

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
ダーによる通学路の安
全確認

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
ダーによる通学路の安
全確認

青少年課 事業費（千円）

【新規】

放課後子ども教室事
業

放課後や長期休暇中に小学校の余剰教室等
を活用して、児童の活動拠点を設け、勉強
やスポーツ・文化活動、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。

青少年課 事業費（千円）

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

事業内容

≪放課後子ども教室の実施≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

生涯学習市民活動団
体支援事業

本市における生涯学習の振興を図るため
に、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
ト等に対する支援

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等に対する支援

市民団体が企画した講
座・発表会・コンサー
ト等に対する支援

社会教育課 事業費（千円）

元気フェスティバル
連携事業

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、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）

生涯学習振興会支援
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、各地区に設営された住民主導
の組織「生涯学習振興会」を支援する。

西部・西の里・大曲各
地区の生涯学習振興会
に助成

西部・西の里・大曲各
地区の生涯学習振興会
に助成

西部・西の里・大曲各
地区の生涯学習振興会
に助成

社会教育課 事業費（千円）

【拡大】

生涯学習振興会支援
事業

東部地区・団地地区における「生涯学習振
興会」の組織づくりに取り組み、設立後
「生涯学習振興会」に対する支援を行う。

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

●第４節　社会教育の充実

≪東部、団地地区に生涯学習振興会設立≫

【施策１　学習活動への支援の充実】

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

施策３ 施設の充実による学習環境の整備
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

フレンドリーセン
ター運営事業

障がい者と健常者が交流する陶芸教室・野
外レク・プール体験教室･スキーツアー事
業等を実施する。

陶芸教室の開催
料理教室の開催
野外レクの実施
サッカー教室の開催
プール体験教室の開催
スキーツアー事業の実
施

陶芸教室の開催
料理教室の開催
野外レクの実施
サッカー教室の開催
プール体験教室の開催
スキーツアー事業の実
施

陶芸教室の開催
料理教室の開催
野外レクの実施
サッカー教室の開催
プール体験教室の開催
スキーツアー事業の実
施

社会教育課 事業費（千円）

中央公民館活動推進
事業

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。

各種講座の実施
ワクワク公民館子ども
まつりの実施
公民館まつりの実施

≪H23で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円）

生涯学習支援情報シ
ステム整備事業

図書館情報システム・施設予約管理システ
ム・生涯学習情報提供システムからなる生
涯学習支援情報システム「新 学び舎･楓」
を活用し、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。

「新 学び舎･楓」の活
用による学習機会の充
実

「新 学び舎･楓」の活
用による学習機会の充
実

「新 学び舎･楓」の活
用による学習機会の充
実

文化課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

林間学園・レクリ
エーションの森開放
事業

自然を利用した野外活動の場を市民等に提
供することにより、生活に潤いを与えるこ
とをめざし施設を開放する。

林間学園の市民への開
放
レクリエーションの森
の市民への開放

林間学園の市民への開
放
レクリエーションの森
の市民への開放

林間学園の市民への開
放
レクリエーションの森
の市民への開放

社会教育課 事業費（千円）

【新規】

中央公民館大規模改
修事業

築36年目を迎え、老朽化が著しいことか
ら、大規模改修を行う。

社会教育課 事業費（千円）

【施策３　施設の充実による学習環境の整備】

事業内容

【施策２　学習機会の充実】

≪大規模改修に着手≫

事業内容
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

エコミュージアム郷
土体験学習事業

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、自らのまちを誇りに思う郷土愛を育む
学習機会を提供する。

自然遺産・歴史遺産等
の魅力を後世に伝える
体験学習や講演会の開
催

自然遺産・歴史遺産等
の魅力を後世に伝える
体験学習や講演会の開
催

自然遺産・歴史遺産等
の魅力を後世に伝える
体験学習や講演会の開
催

文化課 事業費（千円）

【新規】

エコミュージアム拠
点施設等整備事業

従来の博物館的要素のみばかりでなく、地
域に残る「事・物」を現地で保存・保管
し、それらの情報の発信や郷土資料の展示
等を行う施設であるエコミュージアムの拠
点施設を整備する。

文化課 事業費（千円）

エコミュージアム普
及推進事業

市内各地に存在する自然遺産や文化遺産な
どを現地において、そのまま保存・育成・
展示することを通して魅力ある地域づく
り・まちづくりを行政と市民が協働して進
めることを推進する。

エコミュージアム推進
委員会に助成
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

エコミュージアム推進
委員会に助成
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

エコミュージアム推進
委員会に助成
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

文化課 事業費（千円）

●第５節　歴史の継承と創造

事業内容

【施策１　エコミュージアム構想の推進】

≪拠点施設整備に着手≫

◆旧島松駅逓所周辺整備事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。

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
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文化財指定保存事業

市には、国指定の文化財2件、市指定の文
化財が3件存在し、それらは本市にとって
最も誇るべき遺産といえる。今後、このほ
かの文化財についてもさらに調査を進め、
貴重な文化財については、市指定文化財と
して指定していく。

市内に存在する文化
財・郷土資料について
の調査・研究
文化財保護審議会の開
催

市内に存在する文化
財・郷土資料について
の調査・研究
文化財保護審議会の開
催

市内に存在する文化
財・郷土資料について
の調査・研究
文化財保護審議会の開
催

文化課 事業費（千円）

郷土文化伝承支援事
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

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

文化課 事業費（千円）

文化財保存・活用事
業

本市の多くの文化財や郷土資料を知っても
らうとともに、郷土に対して愛着とふるさ
と意識の高揚を図るため、国指定文化財と
市指定文化財を郷土の自然や歴史を後世に
伝えるための適切な保存と活用を行う。

旧島松駅逓所と東記念
館の維持管理及び開館
事業の実施
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成

旧島松駅逓所と東記念
館の維持管理及び開館
事業の実施
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成

旧島松駅逓所と東記念
館の維持管理及び開館
事業の実施
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成

文化課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　文化財の保存と活用】
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

図書館サービス提供
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。

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用

文化課 事業費（千円）

図書館フィールド
ネット連携事業

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。

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

文化課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

子どもの読書活動推
進計画策定事業

市民との協働により、学校図書館を中心と
した読書環境整備をめざす新たな「北広島
市子どもの読書活動推進計画」を策定す
る。

文化課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　子どもの読書活動推進】

●第６節　読書活動の充実

事業内容

【施策１　図書館サービスの充実】

≪計画の策定≫

第６節 読書活動の充実 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
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文化賞等表彰事業

優秀な文化活動の顕彰を通し、市民の芸術
文化活動に対する意欲の向上を高めるとと
もに、心豊かな生活の一助になるため、
11月3日の文化の日に、優秀な文化活動
を行う市民（成人・青少年）や団体の顕彰
を行う。

文化賞等表彰式の開催 文化賞等表彰式の開催 文化賞等表彰式の開催

文化課 事業費（千円）

文化団体活動支援事
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。

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

文化課 事業費（千円）

市民文化祭奨励事業
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。

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

文化課 事業費（千円）

文化施設修繕事業

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。

図書館テラス修繕
吊物制御盤・操作盤電
子部品交換　など

文化施設防水シート等
修繕
舞台吊物交換　など

監視カメラ修繕
文化施設照明機器修繕
など

文化課 事業費（千円）

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

事業内容

●第７節　芸術文化の振興

第７節 芸術文化の振興 施策１ 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
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

芸術文化創造プラン
策定事業

芸術文化ホールが開館12年目を迎え、芸
術文化活動の拠点として多くの市民の芸術
文化活動が活発に行われており、新たな芸
術文化創造に向けた計画となる「芸術文化
創造プラン」を策定する。

北広島市芸術文化振興
審議会の開催
芸術文化創造プランの
策定

≪H23で事業終了≫

文化課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

芸術文化ホール運営
委員会連携事業

より多くの市民が芸術文化に触れる機会を
持つことで、市民の主体的な芸術文化活動
の資質の向上が期待でき、さらに市と協働
で芸術鑑賞型事業及び芸術創造事業を推進
するため、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

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

文化課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】

事業内容

◆花ホールスタッフの会支援事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

スポーツ団体活動連
携事業

市民を対象として、スポーツの普及振興事
業を積極的に計画又は実施している団体が
実施するスポーツ大会等の事業費の一部を
支援する。

「赤い羽根ティーボー
ル北の甲子園大会」へ
の助成

「赤い羽根ティーボー
ル北の甲子園大会」へ
の助成

「赤い羽根ティーボー
ル北の甲子園大会」へ
の助成

社会教育課 事業費（千円）

エルフィンロード
ハーフマラソン連携
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、エルフィンロードハーフマラソンを開
催する。

エルフィンロードハー
フマラソン実行委員会
に助成

エルフィンロードハー
フマラソン実行委員会
に助成

エルフィンロードハー
フマラソン実行委員会
に助成

社会教育課 事業費（千円）

市民スポーツ活動推
進事業

子どもから高齢者、障がい者まで様々な市
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、い
ちにのジャンプ大会、
30㌔歩ける会など各種
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、い
ちにのジャンプ大会、
30㌔歩ける会など各種
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、い
ちにのジャンプ大会、
30㌔歩ける会など各種
スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

社会教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

スポーツ大会出場支
援事業

市民の自発的なスポーツ活動の振興を図る
ため、国際、全国又は全道規模のスポーツ
大会に出場する選手（役員）として出場す
る費用の一部を支援する。

スポーツ大会出場費助
成

スポーツ大会出場費助
成

スポーツ大会出場費助
成

社会教育課 事業費（千円）

●第８節　スポーツ活動の推進

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】

事業内容

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

施策２ 競技スポーツの振興

施策３ スポーツ施設の整備と運営
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第２章　人と文化を育むまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

体育協会活動支援事
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助
成

北広島市体育協会に助
成

北広島市体育協会に助
成

社会教育課 事業費（千円）

スポーツ少年団育成
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
ツ少年団の活動を支援する。

スポーツ少年団本部に
助成

スポーツ少年団本部に
助成

スポーツ少年団本部に
助成

社会教育課 事業費（千円）

スポーツアカデミー
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
キッズ遊び塾、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
キッズ遊び塾、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
キッズ遊び塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

社会教育課 事業費（千円）

スポーツ賞等表彰事
業

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。

北広島市スポーツ賞等
表彰式の開催

北広島市スポーツ賞等
表彰式の開催

北広島市スポーツ賞等
表彰式の開催

社会教育課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

全国中学生空手道選
抜大会連携事業

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。

はまなす杯全国中学生
空手道選抜大会の開催

はまなす杯全国中学生
空手道選抜大会の開催

はまなす杯全国中学生
空手道選抜大会の開催

社会教育課 事業費（千円）

学校施設（体育館）
開放事業

市民の身近なスポーツ活動の場として、学
校の体育館を開放する。

市内小中学校14校で実
施

市内小中学校12校で実
施

市内小中学校12校で実
施

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

事業内容

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

西の里ファミリー体
育館改修事業

築25年目を迎え、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。

社会教育課 事業費（千円）

総合体育館大規模改
修事業

築25年目を迎え、屋上防水、暖房・給湯
ボイラー、各種配管、放送設備等の経年劣
化が著しいことから、施設の大規模改修を
行う。

実施設計の実施
大規模改修工事
工事監理委託

大規模改修工事
工事監理

≪H24で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円）

西部プール建設事業

施設の老朽化と西部小学校の移転に伴い新
たに西部プールを建設し、供用を開始す
る。また、それに伴い旧西部プールの解体
を行う。

供用開始
旧西部プール解体工事

≪H23で事業終了≫

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

◆運動広場整備事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。

≪改修事業に着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

大学連携推進事業

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・協力につい
て調査などを行う。

政策調整課 事業費（千円）

事業内容

【施策2　地域活動の促進】

【施策１　大学との連携】

●第９節　大学との連携

≪大学との連携に向け、調査などの実施≫

第９節 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
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

地域交流事業

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
な交流の機会を設け、交流機会の拡大や交
流人口の増加を図るため、近隣市とともに
交流事業を実施する。

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）

政策調整課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

姉妹都市スポーツ交
流事業

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。

東広島市でスポーツ交
流の実施

本市でのスポーツ交流
の実施

東広島市でスポーツ交
流の実施

社会教育課 事業費（千円）

姉妹都市交流事業

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
深めると共に、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」に東広島市からの
訪問団を受入れ
「東広島酒まつり」に
訪問団を派遣
広島県内の療養施設等
で原爆症に苦しむ方々
へ「グリーンアスパ
ラ」を贈呈

「北広島ふるさと祭
り」に東広島市からの
訪問団を受入れ
「東広島酒まつり」に
訪問団を派遣
広島県内の療養施設等
で原爆症に苦しむ方々
へ「グリーンアスパ
ラ」を贈呈

「北広島ふるさと祭
り」に東広島市からの
訪問団を受入れ
「東広島酒まつり」に
訪問団を派遣
広島県内の療養施設等
で原爆症に苦しむ方々
へ「グリーンアスパ
ラ」を贈呈

秘書課 事業費（千円）

●第10節　交流の促進

【施策１　広域的な交流の促進】

事業内容

【施策２　姉妹都市交流事業の拡充】

事業内容

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

施策３ 国際交流の促進
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

国際交流事業

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

カナダ・サスカツーン
市へ交流派遣
市民交流事業の実施

カナダ・サスカツーン
市の交流受入
市民交流事業の実施

社会教育課 事業費（千円）

事業内容

【施策３　国際交流の促進】
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

第第 33 章章  
 

美美ししいい環環境境ににつつつつままれれたた安安全全ななままちち  
 

 

 

 

 

第１節  環境の保全 

第２節  廃棄物対策の推進 

         第３節  水と緑の空間の充実 

         第４節  防災体制の充実 

         第５節  消防・救急体制の充実 

         第６節  交通安全の推進 

       第７節  防犯対策の推進 

       第８節  消費生活の安定 

 

52



第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

省エネルギー推進事
業

地球規模の温暖化を防止していくことは、
市民ひとりひとりに課せられた重要な課題
であるころから、市民や市民団体、事業者
及び行政がそれぞれの主体性をもって、省
エネルギーなどへの取組みを進めていく。

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催
環境パンフレット等の
作成

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催
環境パンフレット等の
作成

環境ひろばの開催
省エネ講座の開催
環境パンフレット等の
作成

環境課 事業費（千円）

太陽光発電システム
等設置支援事業

地球温暖化防止に向けて、一般住宅用太陽
光発電システム等の普及率を向上させるた
め、太陽光発電システムの設置に対する支
援を行う。

太陽光発電システムの
設置に対する補助

太陽光発電システムの
設置に対する補助

太陽光発電システムの
設置に対する補助

環境課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

環境保全事業

公害の未然防止と生活環境の保全を図るた
め、各種環境測定を実施するとともに環境
監視員を配置して事業所等の監視、指導等
を行う。

各種環境測定の実施
環境監視員の配置
ゴルフ場農薬散布立会

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

環境課 事業費（千円）

●第1節　環境の保全

【施策１　地球環境の保全】

事業内容

【施策２　公害対策の推進】

事業内容

第１節 環境の保全 施策１ 地球環境の保全

施策２ 公害対策の推進

施策３ 自然環境の保全

施策４ 環境保全意識の向上

施策５ 環境衛生の充実
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

有害鳥獣駆除対策事
業

農業被害及び生活環境被害の防止を図るた
め、有害鳥獣の駆除を実施するとともに北
海道と連携して特定外来生物である「アラ
イグマ」の防除を実施する。

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証の
交付

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証の
交付

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証の
交付

環境課 事業費（千円）

スズメバチ等駆除事
業

スズメバチ等の危険から市民を守るため、
スズメバチ等の巣の除去に対する費用の一
部を支援する。

除去費用の一部補助 除去費用の一部補助 除去費用の一部補助

環境課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

環境啓発推進事業

自然環境を考えるきっかけづくりや地球温
暖化防止に関する教育を推進するため、市
民団体等と協働して各種の事業を実施し総
合的な環境啓発を推進する。

自然観察会、野鳥観察
会の実施
エコクッキング、エコ
講座の開催

自然観察会、野鳥観察
会の実施
エコクッキング、エコ
講座の開催

自然観察会、野鳥観察
会の実施
エコクッキング、エコ
講座の開催

環境課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

畜犬関係事業

畜犬及び野犬による事故発生の未然防止や
狂犬病予防などのため、畜犬登録や予防注
射の接種、迷い犬、捨て犬の保護、捕獲を
実施する。

畜犬の登録及び未登録
犬の把握
狂犬病予防集合注射の
啓発及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

畜犬の登録及び未登録
犬の把握
狂犬病予防集合注射の
啓発及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

畜犬の登録及び未登録
犬の把握
狂犬病予防集合注射の
啓発及び実施
畜犬の適正な飼育、管
理指導

環境課 事業費（千円）

【新規】

浄化槽設置奨励事業

公共下水道計画区域外における生活排水の
適正な処理のため、新規に合併処理浄化槽
を設置した場合や既設の単独処理浄化槽を
合併処理浄化槽へ転換した場合の費用の一
部を支援する。

環境課 事業費（千円）

【施策４　環境保全意識の向上】

事業内容

【施策３　自然環境の保全】

事業内容

【施策５　環境衛生の充実】

事業内容

≪支援の実施≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

北広島霊園造成事業

平成26年度からの墓地需要に対応してい
くため、霊園内に残されている未造成地の
造成を行うとともに、将来的な需要動向に
対応した整備計画を策定する。

環境課 事業費（千円）

≪造成事業に着手≫

事業内容

55



第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

生ごみ・し尿処理事
業

平成23年度から下水道汚泥と併せて生ご
みのバイオガス化処理を実施する。
平成25年度から道央地区環境衛生組合構
成市町のし尿についてもバイオガス化処理
を実施する。

廃棄物対策課 事業費（千円）

ごみ減量化・資源化
対策事業

ごみ処理量の削減に向けて、再資源化や再
商品化の推進、集団資源回収の奨励、生ご
みのたい肥化など、資源化の促進とリサイ
クル意識の高揚を図る。

再資源化・再商品化委
託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

再資源化・再商品化委
託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

再資源化・再商品化委
託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購
入助成
廃棄物減量化の推進

廃棄物対策課 事業費（千円）

家電リサイクル事業
不法投棄された家電リサイクル対象製品
（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）を
適正に処理する。

不法投棄された家電リ
サイクル対象製品の適
正処理

不法投棄された家電リ
サイクル対象製品の適
正処理

不法投棄された家電リ
サイクル対象製品の適
正処理

廃棄物対策課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

不法投棄対策事業
不法投棄の抑制のため、廃棄物パトロール
員による監視や指導を行うとともに、回収
した廃タイヤ等の適正な処理を行う。

廃棄物パトロール員の
監視及び指導、回収
廃タイヤの処理委託等

廃棄物パトロール員の
監視及び指導、回収
廃タイヤの処理委託等

廃棄物パトロール員の
監視及び指導、回収
廃タイヤの処理委託等

廃棄物対策課 事業費（千円）

●第２節　廃棄物対策の推進

事業内容

【施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進】

事業内容

≪処理の実施≫

【施策２　ごみ処理体制の充実】

第２節 廃棄物対策の推進 施策１ ごみの減量化・リサイクルの推進

施策２ ごみ処理体制の充実
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

最終処分場周辺環境
整備事業

最終処分場周辺の環境改善のため、処分場
周辺の清掃や有害鳥獣の駆除など生活環境
の改善及び対策を実施する。

最終処分場周辺有害鳥
獣の駆除
処分場周辺の清掃
生活環境等改善事業の
実施

最終処分場周辺有害鳥
獣の駆除
処分場周辺の清掃
生活環境等改善事業の
実施

最終処分場周辺有害鳥
獣の駆除
処分場周辺の清掃
生活環境等改善事業の
実施

廃棄物対策課 事業費（千円）

家庭ごみ適正処理推
進事業

家庭ごみを適正に処理するため、指定ごみ
袋の作製や粗大ごみの戸別収集、ごみス
テーションの管理や整備への支援を行う。

指定ごみ袋の作成
粗大ごみの戸別収集
ごみステーションの管
理指導

指定ごみ袋の作成
粗大ごみの戸別収集
ごみステーションの管
理指導

指定ごみ袋の作成
粗大ごみの戸別収集
ごみステーションの管
理指導

廃棄物対策課 事業費（千円）

【新規】

第３期最終処分場閉
鎖事業

平成18年度をもって埋立てを終了した第
3期最終処分場の閉鎖工事を実施する。

廃棄物対策課 事業費（千円）

【新規】

第６期最終処分場造
成事業

第5期最終処分場の埋め立て終了に合わ
せ、新たに第6期最終処分場の造成を実施
する。

廃棄物対策課 事業費（千円）

【新規】

一般廃棄物処理基本
計画策定事業

市内において排出される一般廃棄物の処理
に関する基本計画を策定する。

廃棄物対策課 事業費（千円）

≪造成事業に着手≫

≪計画の策定≫

事業内容

≪閉鎖工事に着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

緑の基本計画事業

本市のまちづくりのテーマである「自然と
創造の調和した豊かな都市」を目指し、緑
事業施策の将来計画を定めた「緑の基本計
画」の実現に向け、各種事業の進行管理や
計画の見直しなどを行い、今後の緑事業の
指針を策定する。

北広島市緑のまちづく
り審議会の開催

北広島市緑のまちづく
り審議会の開催
緑の基本計画の策定

北広島市緑のまちづく
り審議会の開催
緑の基本計画の策定

都市計画課 事業費（千円）

森林保全活用事業

仁別、三島地区の水源かん養保安林の林野
火災への対応や森林の管理のため、林道の
補修、森林の整備など森林を保全するとと
もに、森林ボランティアなど市民との協働
により市有林の整備を推進する。北広島団
地周辺緑地の森林については、快適な居住
環境を創出するため、森林施業計画に基づ
く整備を実施する。

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

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

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

都市整備課 事業費（千円）

緑化推進事業

美しいまちづくりと緑化の推進を図るた
め、市民の参加による公共施設、街路樹桝
などを中心とした植樹・花苗の植栽、「花
のまちコンクール」や「オープンガーデン
見学会」などを実施する。「緑のまちづく
り条例」に基づく緑の保全及び民間施設に
おける緑化を推進する。

オープンガーデン見学
会の実施
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

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

都市整備課 事業費（千円）

事業内容

●第３節　水と緑の空間の充実

【施策１　緑化の推進】

第３節 水と緑の空間の充実 施策１ 緑化の推進

施策２ 親水空間の保全

施策３ 公園の整備
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

緑の活動拠点整備事
業

富ヶ岡地区の市有林を緑の活動拠点と位置
付け、市民や中学生等の森林施業体験、自
然観察、間伐材利用によるキノコのホダ木
作りなど体験学習や環境学習の場として提
供するとともに、森林ボランティアの活
動、苗木作りの場として森を提供するため
整備・活用を促進する。

市民植樹祭の開催
家屋の維持管理
敷地内道路修繕
活動用資材等の購入

市民植樹祭の開催
家屋の維持管理
活動用資材等の購入

市民植樹祭の開催
家屋の維持管理
活動用資材等の購入

都市整備課 事業費（千円）

森林ボランティア支
援事業

森林保全活動に対する市民の理解や意識向
上のため、森林整備等のボランティア活動
をしているグループへの支援を行い、森林
ボランティアの育成を図る。

森林整備機器の整備
森林ボランティア等へ
無償貸与

森林整備機器の整備
森林ボランティア等へ
無償貸与

森林整備機器の整備
森林ボランティア等へ
無償貸与

農政課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

輪厚川親水事業

市内唯一の親水河川である輪厚川の景観維
持や環境整備を市民と協働で実施し、市民
に親しまれる憩いの場（親水空間）を提供
する。

輪厚川河川敷草刈等委
託
「輪厚川と親しむ会」
への支援

輪厚川河川敷草刈等委
託
「輪厚川と親しむ会」
への支援

輪厚川河川敷草刈等委
託
「輪厚川と親しむ会」
への支援

都市整備課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

街区公園整備事業
児童や高齢者等の遊戯、運動、憩いの場を
提供するため、街区公園を新設する。

（仮称）大曲幸西公園
の新設

≪Ｈ23で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

都市公園安全・安心
対策緊急総合支援事
業

誰もが安心して利用できる都市公園の整備
を推進するため、公園施設の機能保全や安
全性の確保など都市公園における安全・安
心対策を計画的に実施する。

広島工業団地公園の整
備
りんどう公園の整備
やまぶき公園の整備
ばら公園の整備
さつき公園の整備
あさがお公園の整備

竹葉公園の整備
あじさい公園の整備
はまなす公園の整備
めぐみ公園の整備
マーガレット公園の整
備
くじら公園の整備

北広公園の整備
ひまわり公園の整備
あやめ公園の整備
さくら公園の整備
新富公園の整備
南ヶ丘公園の整備

都市整備課 事業費（千円）

【施策２　親水空間の保全】

事業内容

【施策３　公園の整備】

事業内容

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

水飲台設置事業
大腸菌類による汚染防止のため、水飲台未
設置の既設公園に手洗い施設を兼ねた水飲
台を設置する。

わかくさ遊園地 ≪Ｈ23で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

【新規】

きたひろサンパーク
整備事業

公認コースとして望ましいレイアウトに変
更するため、既存コースの隣接地について
整備し利用者の安全と利便性の向上を図
る。

都市整備課 事業費（千円）

事業内容

≪整備事業に着手≫
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

防災資機材整備事業
災害への対処や災害時の避難場所等におけ
る市民生活の安定を図るため、防災資機材
や食料品等の生活関連物資を備蓄する。

防災資機材の購入
備蓄食糧品の購入

防災資機材の購入
備蓄食糧品の購入

防災資機材の購入
備蓄食糧品の購入

危機管理課 事業費（千円）

防災訓練事業
災害時における応急対策を円滑に実施する
ため、市職員、市民、関係機関等を対象に
各種災害訓練を実施する。

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

総合防災訓練の実施

危機管理課 事業費（千円）

地域防災無線整備事
業

地域防災無線施設の老朽化及び現行周波数
（800ＭＨz帯、アナログ方式）の使用期
限が平成23年5月31日（総務省告示）ま
でと定められていることから、機器の更新
（260ＭＨz帯、デジタル方式）を行い、
災害時等の情報収集や伝達など連絡体制の
強化に活用する。

統制局設備製作・設置
中継局設備製作・設置
移動局設備製作・設置

≪Ｈ23で事業終了≫

危機管理課 事業費（千円）

地域防災計画改訂事
業

地域防災計画書、職員初動マニュアル及び
市民向け防災ガイドブックを作製し、市職
員や関係機関、市民等へ配布する。

地域防災計画書の作製
職員初動マニュアルの
作製
防災ガイドブックの作
製

≪Ｈ23で事業終了≫

危機管理課 事業費（千円）

事業内容

【施策１　防災対策の推進】

●第４節　防災体制の充実

第４節 防災体制の充実 施策１ 防災対策の推進

施策２ 自主防災組織の充実

施策３ 治山・治水の推進
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

北海道総合行政情報
ネットワーク更新事
業

道と市町村間を相互に結び、災害時におい
て迅速かつ確実な通信を確保する地上系及
び衛星系通信システムの老朽化及び地上系
無線回線の電波法に基づく使用期限（平成
23年11月）などから、地上系回線につい
て設備の更新を実施する。

危機管理課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

自主防災組織育成事
業

大規模な災害発生時においては、住民自ら
相互に協力し、災害に対処することが求め
られていることから、地域における自主防
災組織の設立を促進し、組織の育成を図
る。

出前講座
要綱に基づく助成

出前講座
要綱に基づく助成

出前講座
要綱に基づく助成

危機管理課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

治水対策促進事業

石狩川水系千歳川流域の総合的な治水対策
を実現するために活動している団体に対
し、会の活動が円滑に推進できるよう支援
する。

合同研修などの実施
国、道など関係機関へ
の要望活動
治水対策の啓蒙活動

合同研修などの実施
国、道など関係機関へ
の要望活動
治水対策の啓蒙活動

合同研修などの実施
国、道など関係機関へ
の要望活動
治水対策の啓蒙活動

庶務課 事業費（千円）

河川障害物除去事業
河川流路に堆積した土砂等を除去すること
で河川の流下能力を保持し、流域に居住す
る市民の生命・財産の安全を守る。

十線川床浚い 輪上川床浚い 輪上川床浚い

土木事務所 事業費（千円）

【新規】

輪上川局部改修事業

本河川を横断している市道輪厚中の沢線の
輪厚1号橋上下流部における河床洗堀なら
びに屈曲部の水当たり部の浸食を防止し、
災害の発生を未然に防ぐため護岸工を実施
する。

都市整備課 事業費（千円）

事業内容

≪設備の更新に着手≫

≪改修工事に着手≫

事業内容

事業内容

【施策２　自主防災組織の充実】

【施策３　治山・治水の推進】

62



第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

消防活動用資機材整
備事業

大規模・特殊災害に対応するため、長時間
活動できる空気軽量ボンベの拡充と、より
機能性の高い空気呼吸器を計画的に更新
し、効率的な隊員の活動及び疲労の軽減を
図るとともに、消防業務遂行上必要な資機
材を順次更新または整備する。

空気呼吸器の更新
軽量ボンベの更新
除細動器の更新

空気呼吸器の更新
軽量ボンベの更新

空気呼吸器の更新
軽量ボンベの更新

消防１課 事業費（千円）

消防団活動支援事業

地域の防災意識の向上やコミュニティの活
性化、防火指導や特別警戒など消防団の自
主的な活動を支援し、安全で安心なまちづ
くりをめざす。

春・秋の火災予防運動
に実施
住宅用火災警報器の普
及、啓発活動
防災研修の実施
歳末警戒の実施

春・秋の火災予防運動
に実施
住宅用火災警報器の普
及、啓発活動
防災研修の実施
歳末警戒の実施

春・秋の火災予防運動
に実施
住宅用火災警報器の普
及、啓発活動
防災研修の実施
歳末警戒の実施

消防本部総務課 事業費（千円）

消防水利整備事業
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
の配置を行う。

消火栓の新設
消火栓の新設
防火水槽の設置

消火栓の新設

警防課 事業費（千円）

消火栓更新事業
耐用年数を経過した老朽消火栓を計画的に
更新する。

消火栓の更新 消火栓の更新 消火栓の更新

警防課 事業費（千円）

消防救急無線等整備
事業

電波法の一部改正により、平成28年5月
までに消防・救急無線をデジタル方式に移
行するため、石狩振興局管内の6消防本部
により共同で整備を行う。

システム整備 システム整備
システム整備
試験
運用開始予定

警防課 事業費（千円）

●第５節　消防・救急体制の充実

事業内容

【施策１　消防体制の充実】

第５節 消防・救急体制の充実 施策１ 消防体制の充実

施策２ 火災予防の推進

施策３ 救急救命体制の充実
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

消防団員安全装備品
等整備事業

地域の安全・安心の担い手として活動して
いる消防団員の老朽化した安全装備品等
を、装備基準及び服制基準に従い更新す
る。

消防本部総務課 事業費（千円）

【新規】

消防の広域化推進事
業

大規模化する災害や多様化する住民ニーズ
に対応するため、交通事情や地理的条件、
日常生活圏など結びつきの強い千歳市、恵
庭市及び本市の3市消防本部を広域化する
ことによりスケールメリットを活用した消
防・救急等のサービスの向上と消防体制の
充実・強化を図る。

消防本部総務課 事業費（千円）

【新規】

消防署大曲出張所庁
舎建設事業

交通渋滞による出動障害や敷地狭隘などの
課題解決のため、西地区の災害拠点となる
消防署大曲出張所を建設する。

消防本部総務課 事業費（千円）

【新規】

通信指令業務共同運
用推進事業

消防指令業務を千歳市・恵庭市・北広島市
の3市で共同運用することにより、設備の
合理化及び維持経費の削減を目指すととも
に、指令要員の合理化により活動隊員の増
強を図り市民サービスの向上を推進する。

警防課 事業費（千円）

【新規】

消防車両等更新事業

複雑・多様化する災害及び大規模災害に対
応した消防活動体制の確立のため、老朽化
した消防車両を計画的に更新する。

警防課 事業費（千円）

【新規】

消防庁舎耐震化事業

消防庁舎と一体化している車庫部分につい
て、国の耐震基準を満たすため、実施設計
を行い耐震計画評定委員会の意見をもとに
補強工事を実施する。

消防本部総務課 事業費（千円）

≪建設事業に着手≫

≪共同運用の検討≫

≪安全装備品等の更新≫

事業内容

≪車両の更新≫

≪補強工事の実施≫

≪広域化の検討≫
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第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

消防団詰所等改修事
業

地域の安全・安心の担い手として活動して
いる消防団員の詰所の老朽化や女性消防団
員の加入など、地域の災害拠点としての機
能及び様態変化に対応するため改修工事を
実施する。

消防本部総務課 事業費（千円）

【新規】

消防庁舎改修事業

消防は、いかなる災害に対しても安全・確
実・迅速に対応する必要がある。このこと
から、消防庁舎の災害拠点としての能力を
確保し、市民の負託に応えるため、庁舎の
設備などを計画的に改修する。

消防本部総務課 事業費（千円）

【新規】

はしご付消防自動車
オーバーホール実施
事業

はしご付消防自動車の性能と安全性を確保
するため、専門技術者によるオーバーホー
ルを実施する。

消防本部総務課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

防火委員会推進事業
市民の防火意識の高揚を図るため、火災予
防の啓蒙を行っている防火委員会の活動を
支援する。

火災予防運動期間の街
頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレードの参加
老人福祉施設への防火
訪問

火災予防運動期間の街
頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレードの参加
老人福祉施設への防火
訪問

火災予防運動期間の街
頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレードの参加
老人福祉施設への防火
訪問

予防課 事業費（千円）

住宅用火災警報器普
及啓発事業

住宅用火災警報器の未設置世帯の解消に向
けた普及啓発を実施する。

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ
懸垂幕の作成・掲示

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ

警報器設置の普及促進
防火教室、出前講座で
のＰＲ

予防課 事業費（千円）

≪オーバーホールの実施≫

事業内容

【施策２　火災予防の推進】

≪改修工事の実施≫

≪改修工事の実施≫

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

応急手当普及啓発活
動事業

救急車が到着するまで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(バ
イスタンダー)を養成するため、AEDの取
扱いを含めた救命講習会を開催し救命率の
向上を図る。

普通救命講習会の実施
上級救命講習の開催
講習会用資機材の購入

普通救命講習会の実施
上級救命講習の開催
講習会用資機材の購入

普通救命講習会の実施
上級救命講習の開催
講習会用資機材の購入

消防１課 事業費（千円）

救急隊員研修事業
災害現場等において、傷病者の救護にあた
る救急隊員の養成及び資格取得後の知識や
技術の向上を図る。

救急科研修、救急資格
者研修の受講
救急医学会学術集会へ
の参加

救急科研修、救急資格
者研修の受講
救急医学会学術集会へ
の参加

救急科研修、救急資格
者研修の受講
救急医学会学術集会へ
の参加

消防本部総務課 事業費（千円）

メディカル・コント
ロール事業

メディカル・コントロル体制において、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、包括的指示での除細動、気
管挿管及び薬剤投与等を円滑に実施するこ
とにより救命率の向上を図る。

就業前、就業中研修の
受講
気管挿管、薬剤投与研
修の受講

就業前、就業中研修の
受講
気管挿管、薬剤投与研
修の受講

就業前、就業中研修の
受講
気管挿管、薬剤投与研
修の受講

警防課 事業費（千円）

事業内容

【施策３　救急救命体制の充実】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

交通安全推進事業

交通安全推進員、交通安全学童指導員、交
通安全指導員の配置により、交通安全意識
の定着と事故の抑止を図る。また、交通安
全啓発資材による啓発のほか、交通安全活
動団体への活動費助成により、交通安全運
動の推進を図る。

各世代に応じた交通安
全教育の推進
交通安全啓発の展開
交通安全活動団体への
活動費助成

各世代に応じた交通安
全教育の推進
交通安全啓発の展開
交通安全活動団体への
活動費助成

各世代に応じた交通安
全教育の推進
交通安全啓発の展開
交通安全活動団体への
活動費助成

市民生活課 事業費（千円）

【新規】

交通安全計画策定事
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を推進するため、交通
安全対策基本法（昭和45年法律第110
号）に基づき、交通安全計画を策定する。

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

交通安全施設整備事
業

だれもが安全に安心して通行できるよう、
交通安全施設など交通環境の整備を促進す
る。

カーブミラー、警戒標
識等交通安全施設の設
置

カーブミラー、警戒標
識等交通安全施設の設
置

カーブミラー、警戒標
識等交通安全施設の設
置

市民生活課 事業費（千円）

≪計画の策定≫

事業内容

【施策２　交通安全環境の整備】

【施策１　交通安全意識の充実】

事業内容

●第６節　交通安全の推進

第６節 交通安全の推進 施策１ 交通安全意識の充実

施策２ 交通安全環境の整備
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

防犯活動支援事業
防犯意識の普及と啓発活動を実施する防犯
活動団体への支援を行う。

防犯協会連合会助成 防犯協会連合会助成 防犯協会連合会助成

市民生活課 事業費（千円）

犯罪のない安全で安
心なまちづくり推進
事業

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

推進会議の開催
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
自主防犯団体への資材
支援

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
自主防犯団体への資材
支援

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
自主防犯団体への資材
支援

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

街路灯整備支援事業
夜間における犯罪の防止及び交通の安全確
保を図るため、街路灯の設置や維持する自
治会等の団体を支援する。

街路灯の設置費補助
街路灯の維持費補助
街路灯の修繕費補助

街路灯の設置費補助
街路灯の維持費補助
街路灯の修繕費補助

街路灯の設置費補助
街路灯の維持費補助
街路灯の修繕費補助

市民生活課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　犯罪が起きにくい環境づくり】

●第７節　防犯対策の推進

事業内容

【施策１　防犯意識の普及啓発】

第７節 防犯対策の推進 施策１ 防犯意識の普及啓発

施策２ 犯罪が起きにくい環境づくり
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

千歳地方食品衛生事
業

協会の会員や市民の食品衛生に対する意識
の向上を図るために活動する協会を支援す
る。

食品衛生の指導
食品衛生自主管理強化
の推進
廃止を含む事業見直し
を検討

環境課 事業費（千円）

消費者行政活性化事
業

消費生活相談体制の強化を図るため、消費
生活相談室の機能強化や消費生活相談員の
スキルアップに取り組む。

弁護士相談の実施
消費行政の周知、啓発
講演会の開催
事業見直しを検討

見直し内容による事業
実施

見直し内容による事業
実施

商業労働課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

消費生活相談員設置
事業

消費生活全般にわたっての相談や苦情に的
確かつ迅速に対応するため、消費生活相談
員を配置し、消費者利益の擁護増進、消費
生活被害の未然防止及び関係機関への連絡
及び協議により、被害拡大の防止を図る。

消費生活相談員の配置 消費生活相談員の配置 消費生活相談員の配置

商業労働課 事業費（千円）

北広島消費者協会活
動支援事業

消費者基本法の理念に基づく消費者の利益
保護と消費生活の安定と向上を図るため、
消費者教育の場の提供、消費者団体相互の
連携の強化、市民にわかりやすい情報の提
供など消費生活の正しい知識の普及や啓蒙
を行う消費者協会を支援する。

消費者協会の活動に対
する補助

消費者協会の活動に対
する補助

消費者協会の活動に対
する補助

商業労働課 事業費（千円）

●第８節　消費生活の安定

事業内容

【施策２　消費者保護の推進】

【施策１　消費者教育の拡充】

事業内容

第８節 消費生活の安定 施策１ 消費者教育の拡充

施策２ 消費者保護の推進
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第第 44 章章  
 

活活気気ああるる産産業業ののままちち  
 

 

 

 

 

第１節  農業の振興 

第２節  工業の振興 

         第３節  商業の振興 

         第４節  企業誘致・新産業の創出 

         第５節  観光の振興 

         第６節  労働環境の整備 
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

農業後継者等育成事
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等
の活動に対し、農業後
継者等育成基金から助
成

農業後継者等の研修等
の活動に対し、農業後
継者等育成基金から助
成

農業後継者等の研修等
の活動に対し、農業後
継者等育成基金から助
成

農政課 事業費（千円）

道央農業振興公社負
担金事業

北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、ＪＡ
道央が共同し、広域事業として農業振興を
図る。

構成員として運営に参
画し、負担金を納入

構成員として運営に参
画し、負担金を納入

構成員として運営に参
画し、負担金を納入

農政課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

農地利用集積促進事
業

認定農業者（農業経営基盤強化促進法に基
づく農業計画改善等の認定を受けた農業
者）が経営規模拡大を希望する場合、その
認定農業者へ農地を集積し経営の安定化と
農地の遊休化防止を図るために支援を行
う。

補助対象者への支援 ≪H23で事業終了≫

農政課 事業費（千円）

道営南の里排水機場
改修事業

南の里排水機場の排水ポンプ・原動機につ
いて、機能維持のための保全改修を実施
し、もって地域農業の基盤の維持を図る。
平成22年度に道営土地改良事業施行申請
のための実施計画を北海道が策定し、平成
23年度以降に本体工事を実施する。

排水機場の改修費用の
一部を負担

排水機場の改修費用の
一部を負担

排水機場の改修費用の
一部を負担

農政課 事業費（千円）

●第１節　農業の振興

【施策１　担い手の育成】

事業内容

事業内容

【施策２　農地の利用・保全】

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

施策４ 生産・流通の振興

71



第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

広島揚水機用水路改
修事業

広島揚水機用水路は、老朽化による漏水が
多発し、周辺地域に被害を与えたり、農業
用水不足となっていることから、用水路を
修復し、周辺地の被害域防止や用水不足を
解消するために実施する。

用地測量、支障物件補
償

用水路改修、既設管撤
去

≪H24で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

農地・水・環境保全
向上対策事業

農業者、地域住民で組織し、地域の農村環
境・農業用施設の維持保全向上活動を行っ
ている活動組織（東部環境保全会）に対し
国・道・市で一体となって支援をすること
で、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。

市内の地域協議会の活
動に対し、北海道地域
協議会を通じて補助

≪H23で事業終了≫

農政課 事業費（千円）

農地改良事業

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
るために明渠・暗渠排水整備を実施する際
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。

暗渠整備、明渠整備、
農地復元

暗渠整備、明渠整備、
農地復元

暗渠整備、明渠整備、
農地復元

農政課 事業費（千円）

農業用排水路維持管
理事業

市が管理する農業用排水路（7路線、総延
長6.4km）の草刈り、床浚いを行うこと
で、病害虫の発生を抑えるほか、流下断面
を確保し、水害の予防を図る。

農業用排水路の草刈り
及び床浚い

農業用排水路の草刈り
及び床浚い

農業用排水路の草刈り
及び床浚い

農政課 事業費（千円）

【新規】

東の里幹線用水路移
設事業

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。

農政課 事業費（千円）

事業内容

≪移設事業に着手≫
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第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

野菜づくり講座事業

食や農業に対する理解・関心のある市民を
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

野菜づくり実践講座の
開設

農政課 事業費（千円）

食農教室事業

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、市内の児童とその父母を対象に、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

農政課 事業費（千円）

菜園パーク促進事業

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相
談受付、開設支援

認定市民農園開設の相
談受付、開設支援

認定市民農園開設の相
談受付、開設支援

農政課 事業費（千円）

【新規】

グリーンツーリズム
推進事業

市内では、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が活発になっ
ており、地域経済に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「きたひろし
まの農業」や「きたひろしまの魅力」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。

農政課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

農業資金利子補給事
業

認定農業者（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）
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）を借入れした場合に利
子の一部を助成することにより、経営感覚
に優れた効率的かつ安定的な農業経営者を
育成する。

国・道とともに農業経
営基盤強化資金の利子
の一部を助成

国・道とともに農業経
営基盤強化資金の利子
の一部を助成

国・道とともに農業経
営基盤強化資金の利子
の一部を助成

農政課 事業費（千円）

【施策３　都市住民との交流】

≪PR活動や支援などに着手≫

【施策４　生産・流通の振興】

事業内容

事業内容

73



第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

農業振興奨励事業

農業経営者等で構成する生産組織や酪農家
等に対し、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
す。

農業技術の向上や情報
交換への支援
健全牛育成の預託放
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

農政課 事業費（千円）

強い農業づくり事業

市の定める経営体育成施設整備計画に従
い、市内の意欲ある経営体が農業経営の発
展・改善を目的として、主に融資機関から
の融資を活用し、整備事業を行う場合にお
いて、当該整備事業に係る経費からプロ
ジェクト融資の額を除いた自己負担部分に
ついて助成を行う等の支援を実施する。

補助対象となった農業
者に対する補助

補助対象となった農業
者に対する補助

≪H24で事業終了≫

農政課 事業費（千円）

事業内容
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第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

企業人材づくり支援
事業

活力のあるまちづくりでは、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・確保が不可欠である。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。

人材育成や能力開発セ
ミナー等に対する助成
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
ミナー等に対する助成
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
ミナー等に対する助成
高度な技術習得を目的
とする講習会参加への
助成

工業振興課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

北広島クラスター構
想事業

産・学・官の連携(クラスター形成)によ
り、企業単独では実現が難しい、地域特性
を生かした新たな産業の創出や、新製品等
の開拓促進を目指す。

企業の実態把握に努め
ながら、大学や公的研
究機関を利用して行う
分析、試験、研究委託
等に係る経費への助成
制度の創設等を検討

企業の実態把握に努め
ながら、大学や公的研
究機関を利用して行う
分析、試験、研究委託
等に係る経費への助成
制度の創設等を検討

検討結果を踏まえた事
業の実施

農政課 事業費（千円）

事業内容

●第２節　工業の振興

【施策１　地元企業の育成】

【施策２　市内での連携】

事業内容

第２節 工業の振興 施策１ 地元企業の育成

施策２ 市内での連携
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第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

空き店舗利用促進事
業

大型店の進出による店舗の移転や事業者の
高齢化による廃業などによる空き店舗増加
への対策として、空き店舗を活用し開業す
る事業者への助成を実施する北広島商工会
に対して、市が相当額を補助する。

北広島商工会が認定し
助成した相当額を補助

北広島商工会が認定し
助成した相当額を補助

北広島商工会が認定し
助成した相当額を補助

商業労働課 事業費（千円）

地域商店街活性化事
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補助する。

商店街振興会等が実施
する商店街の活性化事
業への補助

商店街振興会等が実施
する商店街の活性化事
業への補助

商店街振興会等が実施
する商店街の活性化事
業への補助

商業労働課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

小規模事業指導推進
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務費
の一部を補助する。

小規模事業者の経営安
定化を促進し、中小企
業の支援を行う商工会
へ補助

小規模事業者の経営安
定化を促進し、中小企
業の支援を行う商工会
へ補助

小規模事業者の経営安
定化を促進し、中小企
業の支援を行う商工会
へ補助

商業労働課 事業費（千円）

中小企業者等融資事
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。

運転資金や設備資金と
して中小企業が受けた
融資に対する利子の一
部及び信用保証料の全
額を補給

運転資金や設備資金と
して中小企業が受けた
融資に対する利子の一
部及び信用保証料の全
額を補給

運転資金や設備資金と
して中小企業が受けた
融資に対する利子の一
部及び信用保証料の全
額を補給

商業労働課 事業費（千円）

●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】

事業内容

【施策２　商業経営の安定】

事業内容

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

76



第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

企業誘致推進事業

（仮称）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
立地による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。

企業誘致フェア等のイ
ベントを活用した企業
誘致活動
進出希望企業を訪問す
るなどの誘致活動

企業誘致フェア等のイ
ベントを活用した企業
誘致活動
進出希望企業を訪問す
るなどの誘致活動

企業誘致フェア等のイ
ベントを活用した企業
誘致活動
進出希望企業を訪問す
るなどの誘致活動

工業振興課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

コミュニティビジネ
ス創業支援事業

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

商業労働課 事業費（千円）

●第４節　企業誘致・新産業の創出

【施策１　企業誘致の推進】

事業内容

【施策２　新産業の創出】

事業内容

第４節 企業誘致・新産業の創出 施策１ 企業誘致の推進

施策２ 新産業の創出
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第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

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

商業労働課 事業費（千円）

【新規】

観光基本計画策定事
業

シティセールス事業により整理された内容
をもとに、継続して行われる各種施策事業
の提案に合わせて北広島市観光協会との協
議を行い、北広島市の観光事業の方向性を
示す計画を策定する。

商業労働課 事業費（千円）

【施策２　イベント等の充実】

事業内容

●第５節　観光の振興

【施策１　観光の振興】

≪計画の策定≫

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
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第４章　活気ある産業のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

地域職業相談室運営
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を図
り、就職促進を図る。

相談室の管理・運営を
行う就職支援推進員
（非常勤職員）を配置
国では、求人情報検索
パソコンや就職相談員
を配置し、専門的な指
導・支援を実施

相談室の管理・運営を
行う就職支援推進員
（非常勤職員）を配置
国では、求人情報検索
パソコンや就職相談員
を配置し、専門的な指
導・支援を実施

相談室の管理・運営を
行う就職支援推進員
（非常勤職員）を配置
国では、求人情報検索
パソコンや就職相談員
を配置し、専門的な指
導・支援を実施

商業労働課 事業費（千円）

季節労働者通年雇用
促進支援事業

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に参画、支援する。

求人開拓やセミナー開
催、職場体実習など各
種事業に取り組む当該
協議会に対し、北海道
と同額を支援

求人開拓やセミナー開
催、職場体実習など各
種事業に取り組む当該
協議会に対し、北海道
と同額を支援

求人開拓やセミナー開
催、職場体実習など各
種事業に取り組む当該
協議会に対し、北海道
と同額を支援

商業労働課 事業費（千円）

シルバー人材セン
ター活動支援事業

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に対して補
助する。

シルバー人材センター
の運営費の一部を補助

シルバー人材センター
の運営費の一部を補助

シルバー人材センター
の運営費の一部を補助

商業労働課 事業費（千円）

雇用対策事業

企業倒産、解雇、雇い止め等により離職を
余儀なくされた失業者及び未就職卒業者を
対象に、北海道の基金交付金等による緊急
雇用事業を行う。

道補助金の活用等によ
る雇用対策の実施

一般財源による雇用対
策の実施

一般財源による雇用対
策の実施

商業労働課 事業費（千円）

◆「住宅リフォーム助成に関する条例」に基づく事業は、条例制定後に掲載予定。

事業内容

●第６節　労働環境の整備

【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】

第６節 労働環境の整備 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
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第５章　快適な生活環境のまち

第第５５章章  
 

快快適適なな生生活活環環境境ののままちち  
 

 

 

 

 

第１節  市街地整備の推進 

第２節  居住環境の充実 

         第３節  道路の整備 

         第４節  交通の充実 

         第５節  水道の整備 

         第６節  下水道の整備 

       第７節  都市景観の形成 

       第８節  情報化の推進 
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市街地整備計画事業

「第5次総合計画」の「基本目標」や北広
島市都市計画マスタープランにおける「都
市づくりの目標」などの実現のために、計
画的な市街地の形成を目指す。社会状況の
変化に対応するため、平成16年に策定さ
れた北広島市都市計画マスタープランの見
直しを行うとともに、必要に応じて用途地
域や地区計画などの変更を行う。

都市計画審議会の開催
都市計画現況図作成委
託
GISシステム更新委託
都市計画マスタープ
ラン修正業務委託

都市計画審議会の開催
GISシステム保守委託
都市計画マスタープ
ラン修正業務委託

都市計画審議会の開催
GISシステム保守委託

都市計画課 事業費（千円）

町名・町界整備事業

市民及び来訪者の利便を図り、わかりやす
い街づくりを進めるため、町名・町界整備
を進める。輪厚工業団地地区の町名・町界
整備事業を実施するとともに、共栄・北の
里地区の合意形成に向けた取組みの検討を
進める。

未整備地区の整備検討 未整備地区の整備検討
未整備地区の整備検討
輪厚工業団地地区現況
調査委託

都市計画課 事業費（千円）

土地区画整理組合指
導事業

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、本市が目指す魅力ある健全で
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。

土地区画整理組合への
指導・助言・技術援助
許認可業務

土地区画整理組合への
指導・助言・技術援助
許認可業務

土地区画整理組合への
指導・助言・技術援助
許認可業務

都市整備課 事業費（千円）

市街地活性化事業

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。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や、
空き地・空き家などの不動産の流動化に向
けた取組みの検討を行う。

団地活性化推進会議の
開催
空き地・空き家などの
不動産の流動化に向け
た取組みの実施
近年転入・転出者の実
態調査

団地活性化推進会議の
開催
空き地・空き家などの
不動産の流動化に向け
た取組みの実施
近年転入・転出者の実
態調査

団地活性化推進会議の
開催
空き地・空き家などの
不動産の流動化に向け
た取組みの実施
近年転入・転出者の実
態調査

都市計画課 事業費（千円）

●第1節　市街地整備の推進

【施策１　市街地の形成】

事業内容

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
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

エルフィンパーク活
用事業

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、戸籍謄各種証明の交付などの行政サー
ビスを提供し、市民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

市民課 事業費（千円）

有料駐車場管理運営
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
もに利用率の向上図る。

市営東西駐車場の指定
管理者による管理運営
西駐車場の区画線塗装

市営東西駐車場の指定
管理者による管理運営
火災報知機（感知器）
の交換

市営東西駐車場の指定
管理者による管理運営
東駐車場の大規模修繕

土木事務所 事業費（千円）

自転車駐車場管理事
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
委託

自転車駐車場等の管理
委託

自転車駐車場等の管理
委託

土木事務所 事業費（千円）

駅周辺まちづくり推
進事業

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。Ｊ
Ｒ上野幌駅周辺については、交通の利便性
を生かし商業・業務施設等の立地を図る。
駅前広場やバスの乗り入れなどについて関
係機関と協議を進める。

関係者との協議 関係者との協議 関係者との協議

政策調整課 事業費（千円）

事業内容

【施策２　駅周辺まちづくり】
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

公営住宅長寿命化計
画策定事業

建替えが完了した住宅を含めた市営住宅に
ついて、その性能を長期に渡って保持する
ため、必要な修繕や改善を定める北広島市
公営住宅長寿命化計画を策定する。

建築課 事業費（千円）

【新規】

公営住宅長寿命化事
業

平成23年度に策定する北広島市公営住宅
長寿命化計画に基づき、必要な修繕・改善
等を実施する。

建築課 事業費（千円）

【新規】

市営住宅共栄団地建
替事業

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のため、北
広島市公営住宅ストック総合活用計画によ
り、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。

建築課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

住宅住替え支援事業

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からの住宅情報を収
集・登録し、この情報を子育てに適した環
境の住宅を求めている世帯などに提供して
住み替えの円滑化を図るとともに、空き家
の増加を防ぐ。

空家等の情報の収集・
登録・提供

事業内容の転換又は別
事業との統合

建築課 事業費（千円）

木造住宅耐震診断・
改修支援事業

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。

耐震診断の助成
耐震改修の助成

耐震診断の助成
耐震改修の助成

耐震診断の助成
耐震改修の助成

建築課 事業費（千円）

≪修繕等に着手≫

≪建替事業に着手≫

≪計画の策定≫

●第２節　居住環境の充実

【施策１　公営住宅等の整備促進】

事業内容

【施策２　多様なニーズへの対応】

事業内容

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
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

生活道路整備事業

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。

路線測量設計
道路改良舗装

路線測量設計
道路改良舗装

路線測量設計
道路改良舗装

都市整備課 事業費（千円）

南ヶ丘４号線道路改
築事業

本路線は、大曲南ヶ丘地区と国道36号を
連絡する道路であり、老朽化が著しいこと
から、これを改良舗装することにより振動
や防塵対策、雨水の滞水防止を図り、安全
で快適な道路環境を確保する。

道路改良・舗装 道路改良・舗装 ≪Ｈ24で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

輪厚中の沢線交通安
全施設等整備事業

輪厚中の沢線の交通量の増加に伴い、道路
を通行する歩行者や自転車ならびに沿線住
民の安全な通行とともに、通過車両の安全
で円滑な走行空間を確保するなかで、道路
環境の改善を図ることとともに西部地区と
市内各所を結ぶサイクルネットワークの形
成を目的に整備する。

歩道造成 歩道造成 歩道造成

都市整備課 事業費（千円）

西の里小学校通線歩
道造成事業

本路線は、国道274号から西の里小学校
に至る道路であり、朝夕の通学時には通学
児童が集中する状況にあり、歩道幅は狭隘
で沿線には住宅、事業所等があり車両も頻
繁に通行していることから、歩道幅を拡幅
し、通学する児童の安全を確保する。

歩道造成 ≪Ｈ23で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

西の里中央通線道路
改築事業

本路線は、西の里南地区の既存住宅地と国
道274号を連絡する道路であり、このう
ち西の里小学校への通学路である西の里小
学校通学歩道線までの未改良区間の道路改
良と歩道を整備することにより通学児童や
地域住民等の歩行者と車両を区分し交通の
安全を確保する。

道路改良・舗装
歩道造成

≪Ｈ23で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

●第３節　道路の整備

事業内容

【施策１　市内幹線道路・生活道路等の整備】

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
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

街路樹補植事業
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
稲穂通線

緑陽通線
稲穂通線

緑陽通線
稲穂通線外

土木事務所 事業費（千円）

照明灯維持補修事業
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。

自立型照明灯塗装
自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取
替
共架型照明灯取替

自立型照明灯塗装
自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取
替
共架型照明灯取替

自立型照明灯塗装
自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取
替
共架型照明灯取替

土木事務所 事業費（千円）

舗装補修事業
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。

西の里中学校通線車道
東1号線車道
緑陽通線歩道
広葉通線車歩道
大曲通線車道
大曲東通線車道

西の里中学校通線車歩
道
中央通線車道
緑陽通線歩道
広葉通線車歩道
大曲通線車道
大曲東通線車道

西の里中学校通線車歩
道
南9号線車道
中央通線車道
緑陽通線歩道
広葉通線歩道
大曲東通線車道

土木事務所 事業費（千円）

市道用地確定事業

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。

西の里中央通線
西の里支線
裏の沢川沿通線

西の里中学校通線
西の里東8号線

共栄排水機場線
南の里外広島幹線1号線
東共栄稲穂通線
冨ヶ丘東1号線

土木事務所 事業費（千円）

地域土木振興事業
市内の土木施設の整備を図り、住民生活の
向上に寄与する目的で、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。

対象団体への支援 対象団体への支援 対象団体への支援

土木事務所 事業費（千円）

東西連絡橋施設補修
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。

床目地修繕
窓枠等シーリング斜
路・階段
橋脚塗装修繕

床目地修繕
窓枠等シーリング斜
路・階段

床目地修繕
窓枠等シーリング斜
路・階段

土木事務所 事業費（千円）

大曲幸１号線道路改
築事業

本路線は、国道36号と大曲幸土地区画整
理事業地区の既存住宅地を連絡する道路で
あり、この内、区画整理事業区域内につい
ては既に整備が完了している。残る区画整
理事業区域界から国道36号までの道路改
良と歩道を整備することにより地域住民等
の歩行者と車両を区分し交通の安全を確保
する。

道路改良・舗装
用地買収・補償

道路改良・舗装
境界標埋設

≪Ｈ24で事業終了≫

都市整備課 事業費（千円）

事業内容
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

大曲東通線歩道造成
事業

本路線は、道道栗山北広島線と国道274
号とを結ぶ幹線道路であり、この内、道道
栗山北広島線側から自歩道が既に設置され
ており、これを札幌恵庭自転車道線のアク
セスポイントまで延伸整備することにより
サイクリングネットワークの充実を図る。

都市整備課 事業費（千円）

【新規】

橋梁長寿命化修繕計
画策定事業

道路網の安全性・信頼性を確保し、補修修
繕等を適期・適切に行うことにより橋梁の
長寿命化及び修繕費用の縮減を図るため、
市が管理する橋梁の長寿命化修繕計画を策
定する。

土木事務所 事業費（千円）

【新規】

橋梁長寿命化事業

平成23年度に策定される橋梁長寿命化修
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。

土木事務所 事業費（千円）

道路計画事業

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。

都市計画審議会の開催
交通量調査委託

都市計画審議会の開催
交通量調査委託

都市計画審議会の開催
交通量調査委託

都市計画課 事業費（千円）

【新規】

中央線道路改築事業

本路線は、国道274号から江別市を経由
し札幌もみじ台団地地区を結ぶ路線であ
り、この内、西の里中学校通線交点部から
東8号支線交点部までの間が歩道未整備で
ある。これを整備することにより車両及び
児童生徒ならびに近隣住民の安全な通行を
確保する。

都市整備課 事業費（千円）

【新規】

大曲椴山線道路改築
事業

本路線は、道道栗山北広島線（大曲地区）
から国道274号（西の里地区）を結ぶ地
区間連絡道路であり、沿線には道道札幌恵
庭自転車道の自転車の駅が整備され、自転
車利用上、大曲や西の里方面からのアクセ
ス機能を有する路線であることから、現況
道路に路盤を嵩上げし改築するとともに、
併せて歩道造成を実施する。

都市整備課 事業費（千円）

≪歩道造成事業に着手≫

≪修繕工事に着手≫

≪歩道造成事業に着手≫

≪計画の策定≫

≪道路改築事業に着手≫

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

大曲団地２号線道路
改築事業

本路線は、大曲中央地区の国道36号から
大曲末広地区を経由し、大曲柏葉地区の間
を連絡している道路であり、大曲末広5～
7丁目の区間については未改良の状況であ
る。これを改良舗装することにより、地域
住民等の歩行者はもとより、沿線住宅地よ
り発生集中する交通や通過交通の安全な通
行空間を確保する。

都市整備課 事業費（千円）

【新規】

北進通線歩道整備事
業

現況歩道をマーキングによるレーン区分と
するとともに、老朽化したアスファルト舗
装の打換えを実施し、良好な自転車走行空
間を確保する。

都市整備課 事業費（千円）

事業内容

≪道路改築事業に着手≫

≪歩道整備事業に着手≫

87



第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

地域交通システム検
討事業

交通弱者の移動の利便性と地域間交流の促
進を図るため、北広島市地域公共交通活性
化協議会が策定した「地域公共交通総合連
携計画」に基づき、実証運行などを行い、
その交通システムの評価・検証を行う。

地域公共交通総合連携
計画に基づく交通シス
テムの実施

交通システムの評価・
検証に基づく実施

交通システムの評価・
検証に基づく実施

政策調整課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

サイクルネットワー
ク構築事業

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
サイクルネットワーク
のＰＲ

未整備区間の調査、研
究
サイクルネットワーク
のＰＲ

未整備区間の調査、研
究
サイクルネットワーク
のＰＲ

政策調整課 事業費（千円）

レンタサイクル事業

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、自転車の貸出しを行
い、合わせて市民の健康促進及びレクリ
エーションの振興を図る。

駅東口のレンタサイク
ル
自転車の駅のレンタサ
イクル

駅東口のレンタサイク
ル
自転車の駅のレンタサ
イクル

駅東口のレンタサイク
ル
自転車の駅のレンタサ
イクル

土木事務所 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市道排雪支援事業
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。

自治会等への支援 自治会等への支援 自治会等への支援

土木事務所 事業費（千円）

●第４節　交通の充実

【施策１　公共交通の充実】

事業内容

【施策３　冬期間交通の確保】

事業内容

【施策２　サイクリング・ネットワークの形成】

事業内容

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

施策３ 冬期間交通の確保
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

私道除雪支援事業
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。

団体への支援 団体への支援 団体への支援

土木事務所 事業費（千円）

小型除雪機械貸出事
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。

小型除雪機械貸出業務
委託
廃止を含む事業見直し
を検討

土木事務所 事業費（千円）

除雪車等購入事業

除雪機械等の更新を計画的に実施すること
により、除雪・道路維持体制を保持・強化
し、冬期の円滑な交通と安全を確保すると
ともに、機械の修繕費等のランニングコス
トを抑制するため計画的に除雪車等の更新
を行う。

除雪トラックの購入
大型ロータリー除雪車
の購入

除雪グレーダーの購入

土木事務所 事業費（千円）

雪対策基本計画策定
事業

冬期間の快適な生活環境の形成を図るた
め、雪対策に関する協働のあり方や役割分
担などについて検討し、雪対策基本計画を
策定する。

検討委員会の開催
基本計画（案）の策定

基本計画の策定 ≪Ｈ24で事業終了≫

土木事務所 事業費（千円）

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

水質検査委託事業
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）の実
施
年4回検査（16項目）
の実施
年1回基準項目（50項
目）検査の実施

毎月検査（9項目）の実
施
年4回検査（16項目）
の実施
年1回基準項目（50項
目）検査の実施

毎月検査（9項目）の実
施
年4回検査（16項目）
の実施
年1回基準項目（50項
目）検査の実施

水道施設課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

小規模貯水槽水道管
理指導事業

水道水が2次使用される場合における水質
等の安全・安心の確保を図るため、小規模
貯水槽の設置者に対して指導及び情報の提
供を行う。

広報・ホームページで
の情報提供
パンフレット等の郵送
による啓発

広報・ホームページで
の情報提供
パンフレット等の郵送
による啓発

広報・ホームページで
の情報提供
パンフレット等の郵送
による啓発

業務課 事業費（千円）

飲料水等供給施設設
置支援事業

市街化調整区域に居住する市民に対し、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
を助成する。

給水施設設置費の一部
補助
井戸設置費の一部補助

給水施設設置費の一部
補助
井戸設置費の一部補助

給水施設設置費の一部
補助
井戸設置費の一部補助

環境課 事業費（千円）

休日等給水サービス
業務委託事業

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業
務の委託

休日等給水サービス業
務の委託

休日等給水サービス業
務の委託

業務課 事業費（千円）

●第５節　水道の整備

【施策１　水の安心】

【施策２　水の安定】

事業内容

事業内容

第５節 水道の整備 施策１ 水の安心

施策２ 水の安定

施策３ 施設の維持

施策４ 水道経営基盤の強化
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

水道開閉栓業務委託
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。

開閉栓業務の委託 開閉栓業務の委託 開閉栓業務の委託

業務課 事業費（千円）

水道第５期拡張事業
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。

水道管理センタ－外構
整備
西の里配水池受水連絡
管布設工事
輪厚地区配水管整備実
施設計委託
配水管整備

輪厚地区配水管整備工
事（輪厚工業団地）
配水管整備

西の里配水池耐震補強
設計委託
配水管整備

水道施設課 事業費（千円）

石狩東部広域水道企
業団出資金

石狩東部広域水道企業団からの用水供給の
ため、「地方公営企業繰出基準」に基づく
「上水道の水源開発に要する経費」及び
「上水道の広域化対策に要する経費」を企
業団に対する繰出金及び出資金により構成
団体が権利水量に応じた負担をする。

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

石狩東部広域水道企業
団に対する繰出金及び
出資金

財政課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

配水管改良事業

老朽管更新事業計画に基づき、布設後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収率の向上を図る。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。

配水管更新

配水管更新
基幹配水管土質分布図
作成委託
基幹配水管劣化度調査

配水管更新
基幹配水管劣化度調査

水道施設課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

上下水道料金収納業
務委託事業

上下水道料金の未納者に対する催告や個別
徴収を行い、納入の促進、滞納整理を実施
する。

収納業務の委託 収納業務の委託 収納業務の委託

業務課 事業費（千円）

事業内容

事業内容

【施策４　水道経営基盤の強化】

【施策３　施設の維持】

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

水道ビジョン策定事
業

少子化による給水人口の鈍化や生活様式の
変化などにより、水道使用量の減少が見込
まれる中で、水道施設の老朽化に伴う改修
費用や第2水源の受水費などの財源を確保
し、市民のライフラインとして安心できる
水の安定供給を図るため、長期的な視点で
将来像、目標を設定し、水道施設の更新費
用を算定するアセットマネジメント（資産
管理計画）・財政計画及び災害対策計画な
どからなる水道ビジョンを策定する。

水道ビジョンの策定 ≪Ｈ23で事業終了≫

業務課 事業費（千円）

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

下水道（雨・汚水
管）整備事業

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老朽
化した施設の更新を行う。

大曲地区雨水管整備
大曲工業団地汚水管整
備
大曲ポンプ場
（ポンプ増設･更新）

大曲地区雨水管整備
輪厚工業団地汚水管整
備
大曲ポンプ場
（自動除塵機外更新）

大曲地区雨水管整備

下水道課 事業費（千円）

下水処理センター整
備事業

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ため、
老朽化した施設・機器の更新を実施する。
平成23年から生ごみ、平成25年からし
尿・浄化槽汚泥を受け入れて集約混合処理
を行うため、施設の増設を行う。

管理棟改修
消化タンク増設
ボイラー増設
ポンプ設備等機器更新
機器更新実施設計委託

消化タンク増設
動力制御盤更新
ポンプ設備等機器更新
機器更新実施設計委託
場内外構整備実施設計
委託

ボイラー更新
動力制御盤更新
変電設備更新
水処理電気設備更新
反応タンク散気装置更
新
ポンプ設備更新
場内外構整備
機器更新実施設計委託

下水道課 事業費（千円）

下水道管理システム
整備事業

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。

下水道管路等情報の更
新

下水道管路等情報の更
新

下水道管路等情報の更
新

下水道課 事業費（千円）

下水道管渠更生事業

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。

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修

下水道課 事業費（千円）

●第６節　下水道の整備

事業内容

【施策１　下水道の整備と利用の促進】

第６節 下水道の整備 施策１ 下水道の整備と利用の促進

施策２ 発生汚泥の有効利用

施策３ し尿・浄化槽汚泥の処理
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

事業場排水監視事業
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。

事業場排水水質検査
違反事業場に対する改
善指導

事業場排水水質検査
違反事業場に対する改
善指導

事業場排水水質検査
違反事業場に対する改
善指導

下水道課 事業費（千円）

【新規】

下水道中期ビジョン
策定事業

地域の現状と課題を踏まえて、目指すべき
下水道の将来目標とその実現に向けた概ね
10年間の具体的な整備計画を策定する。

下水道課 事業費（千円）

【新規】

下水道施設長寿命化
計画策定事業

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。

下水道課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

汚泥有効利用推進事
業

バイオマス受入れに伴い、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、汚泥分析、植害試験等を
行うとともに、汚泥量の増加に対する新た
な利用拡大を図る。

下水処理センター 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

道央地区環境衛生組
合負担金事業

北広島市・長沼町・由仁町・南幌町の1市
3町で構成する道央地区環境衛生組合での
し尿等の広域処理に対する費用を負担す
る。

道央地区環境衛生組合
に対する負担金

道央地区環境衛生組合
に対する負担金

≪Ｈ24で事業終了≫

廃棄物対策課 事業費（千円）

バイオマス利活用施
設整備事業

道央地区し尿処理場で処理されているし
尿・浄化槽汚泥を平成25年度から下水処
理センターで処理するため、これに対応す
る施設の整備を行う。

バイオマス混合調整棟
機械・電気設備工事
し尿・浄化槽汚泥予備
貯留槽建設工事

バイオマス混合調整棟
機械・電気設備工事
し尿・浄化槽汚泥予備
貯留槽建設工事

≪Ｈ24で事業終了≫

廃棄物対策課 事業費（千円）

≪有効利用推進事業の実施≫

≪下水道中期ビジョンの策定≫

≪計画の策定≫

事業内容

事業内容

事業内容

【施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理】

【施策２　発生汚泥の有効利用】
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事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

都市景観形成事業

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
審査指導、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。

景観法に基づく協議・
指導
都市景観の啓蒙・啓発
違反広告物の指導・除
去

景観法に基づく協議・
指導
都市景観の啓蒙・啓発
違反広告物の指導・除
去

景観法に基づく協議・
指導
都市景観の啓蒙・啓発
違反広告物の指導・除
去

都市計画課 事業費（千円）

●第７節　都市景観の形成

事業内容

【施策１　景観づくり】

【施策２　景観の維持】

第７節 都市景観の形成 施策１ 景観づくり

施策２ 景観の維持
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第５章　快適な生活環境のまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

情報通信基盤設備管
理事業

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
複合機の借上
PCの更新
ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフト
外）
サーバ機器の調達

機器等の保守及び修繕
複合機の借上
PCの更新
ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフト
外）

機器等の保守及び修繕
複合機の借上
PCの更新
ソフトウェアの更新
（ウィルス対策ソフト
外）

情報推進課 事業費（千円）

基幹系情報システム
管理事業

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。

システム等保守委託
備品購入
各業務システムとの連
携

システム等保守委託
備品購入
各業務システムとの連
携

システム等保守委託
備品購入

情報推進課 事業費（千円）

総合内部情報システ
ム管理事業

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

情報推進課 事業費（千円）

【拡大】

総合内部情報システ
ム管理事業

行政情報（内部情報）の電子化・一元管理
を行うため、文書管理・電子決裁システム
の導入による電子データでの保存管理の実
施及び庁内で個別に管理している地域に関
わる情報を地図情報として共有化し、市民
に向けた情報発信を行うため、総合内部情
報システムを拡張する。

情報推進課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

情報化施策推進事業

情報化が進んだ社会において、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。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、北海道電子自治体共同シス
テムの運用を継続し、電子申請・届出の充
実を図る。

ホームページの充実
地域SNSの運営
北海道電子自治体共同
システム（HARP)運用
継続

ホームページの充実
地域SNSの運営
北海道電子自治体共同
システム（HARP)運用
継続

ホームページの充実
地域SNSの運営
北海道電子自治体共同
システム（HARP)運用
継続

情報推進課 事業費（千円）

≪拡大に着手≫

事業内容

事業内容

【施策２　情報化の環境整備】

●第８節　情報化の推進

【施策１　行政事務の情報化】

第８節 情報化の推進 施策１ 行政事務の情報化

施策２ 情報化の環境整備
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第６章　計画の実現に向けて　

第第 66 章章  
 

計計画画のの実実現現にに向向けけてて  
 

 

 

 

 

第１節  市民参加・協働の推進 

第２節  平和と人権尊重社会の推進 

         第３節  男女共同参画の推進 

         第４節  行財政運営・行革の推進 

         第５節  広域連携の推進 

         第６節  情報公開・広報広聴の充実 

97



第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民参加推進事業

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や条例の見直
し等を行うとともに、市民参加フォーラム
等を継続して開催することにより市民の参
加意識の高揚を図る。

市民参加推進会議の運
営
市民参加フォーラム等
の開催
市民参加手続きの進行
管理
市民参加コーナー（各
出張所等）整備

市民参加推進会議の運
営
市民参加フォーラム等
の開催
市民参加手続きの進行
管理

市民参加推進会議の運
営
市民参加フォーラム等
の開催
市民参加手続きの進行
管理

市民生活課 事業費（千円）

市表彰事業

市政の振興に寄与した方、又は多くの方々
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
への激励と、市民がより市政に対し意識を
高め、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

総務課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民協働推進事業
市民協働推進会議による審査、評価をもと
に、市民協働の推進に取り組む。

市民協働推進会議の運
営
協働事業提案制度の運
用

市民協働推進会議の運
営
協働事業提案制度の運
用

市民協働推進会議の運
営
協働事業提案制度の運
用

市民生活課 事業費（千円）

●第1節　市民参加・協働の推進

【施策１　市民参加の推進】

事業内容

事業内容

【施策２　協働の推進】

第１節 市民参加・協働の推進 施策１ 市民参加の推進

施策２ 協働の推進

施策３ 公益活動の促進

施策４ 地域コミュニティの醸成
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

公益活動促進事業

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の方策
に取り組むとともに、公益活動団体等の活
動を支援する。

公益活動事業への補助
地域まちづくり推進事
業への助成
NPO法人認証等事務
NPOセミナーの開催

公益活動事業への補助
地域まちづくり推進事
業への助成
NPO法人認証等事務
NPOセミナーの開催

公益活動事業への補助
地域まちづくり推進事
業への助成
NPO法人認証等事務
NPOセミナーの開催

市民生活課 事業費（千円）

【新規】

（仮称）公益活動セ
ンター整備事業

団体相互の交流や日常のミーティング場所
の提供や活動に必要な支援機能を充実する
ため（仮称）公益活動センターを整備す
る。

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

コミュニティ施設整
備事業

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備
品購入
住民集会所備品整備費
補助金
住民集会所補修費補助
金

地区住民センター等備
品購入
住民集会所備品整備費
補助金
住民集会所補修費補助
金
希望ヶ丘会館改修

地区住民センター等備
品購入
住民集会所備品整備費
補助金
住民集会所補修費補助
金

市民生活課 事業費（千円）

地域コミュニティ推
進事業

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

自治会等交付金
連合町内会交付金
市自治連合会交付金

自治会等交付金
連合町内会交付金
市自治連合会交付金

市民生活課 事業費（千円）

学校跡施設利活用計
画策定事業

北広島団地内の小学校の統合（平成24年
4月）に伴う校舎・土地その他の学校跡施
設の利活用に関し、「学校跡施設利活用計
画」を策定する。

計画の策定 ≪Ｈ23で事業終了≫

政策調整課 事業費（千円）

学校跡施設利活用検
討事業

北広島団地内の小学校の統合（平成24年
4月）に伴う校舎・土地その他の学校跡施
設の利活用に関し、「学校跡施設利活用計
画」に基づき、必要な施設改修を行う。

実施設計 施設改修
施設改修
一部供用開始

政策調整課 事業費（千円）

事業内容

事業内容

【施策３　公益活動の促進】

【施策４　地域コミュティの醸成】

≪センターの整備に着手≫
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

【新規】

農民研修センターエ
レベーター設置事業

農民研修センター利用者の高齢化に伴い、
2階研修室や和室等を利用する際の利便性
向上のためエレベーターを設置する。

市民生活課 事業費（千円）

【新規】

大曲会館エレベー
ター設置事業

大曲会館利用者の高齢化に伴い、2階の大
集会室等を利用する際の利便性向上のた
め、エレベーターを設置する。トイレ臭解
消のため、配管改修を行う。

市民生活課 事業費（千円）

北広島団地住民セン
ター耐震化等改修事
業

北広島団地住民センターのファミリーホー
ルの耐震化及び外壁、内部改修工事を実施
する。

ファミリーホール耐震
化及び外壁、内外部改
修工事
工事監理委託

≪Ｈ23で事業終了≫

市民生活課 事業費（千円）

【新規】

大曲幸地区住民集会
所建設事業

大曲幸地区に住民集会所を新築する。

市民生活課 事業費（千円）

≪設置工事に着手≫

≪集会所建設工事に着手≫

≪設置工事に着手≫

事業内容
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

平和推進事業

「平和都市宣言のまち」並びに平和市長会
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

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

人権意識の普及啓発
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

市民生活課 事業費（千円）

事業内容

●第２節　平和と人権尊重社会の推進

【施策１　恒久平和の希求】

事業内容

【施策２　人権意識の啓発】

第２節 平和と人権尊重社会の推進 施策１ 恒久平和の希求

施策２ 人権意識の啓発
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

男女共同参画推進事
業

平成23年度からスタートする「きたひろ
しま男女共同参画プラン(第2次）」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
携を図りながら、男女共同参画推進のため
の各種意識啓発事業や学習研修活動を実施
する。

情報紙えみんぐの発行
男女共同参画セミ
ナー・男性対象意識啓
発講座の開催
男女共同参画週間事業
（パネル展）
男女平等参画懇話会の
開催

情報紙えみんぐの発行
男女共同参画セミ
ナー・男性対象意識啓
発講座の開催
男女共同参画週間事業
（パネル展）
男女平等参画懇話会の
開催

情報紙えみんぐの発行
男女共同参画セミ
ナー・男性対象意識啓
発講座の開催
男女共同参画週間事業
（パネル展）
男女平等参画懇話会の
開催
男女共同参画に係る市
民意識調査の実施

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

審議会等への女性登
用の促進

市の各種審議会等の女性の登用率50％
（平成32年目標値）をめざし、政策方針
決定過程への女性の参画を推進する。市政
や地域で女性の参画を積極的に推進するた
めの女性の人材登録制度を実施する。

女性の人材登録制度の
実施
（市の審議会等への女
性の登用や講習会等の
講師としての女性人材
登録）
女性を対象としたコ
ミュニケーション講座
等の開催

女性の人材登録制度の
実施
（市の審議会等への女
性の登用や講習会等の
講師としての女性人材
登録）
女性を対象としたコ
ミュニケーション講座
等の開催

女性の人材登録制度の
実施
（市の審議会等への女
性の登用や講習会等の
講師としての女性人材
登録）
女性を対象としたコ
ミュニケーション講座
等の開催

市民生活課 事業費（千円）

【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】

●第３節　男女共同参画の推進

【施策１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革】

事業内容

事業内容

第３節 男女共同参画の推進 施策１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革

施策２ 社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進

施策３ 仕事と生活の調和が実現できる環境の整備

施策４ あらゆる暴力根絶への取組み

102



第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

ワークライフバラン
スの意識啓発事業

国が定めた「ワーク・ライフ・バランス憲
章」や「仕事と生活の調和推進のための行
動指針」に基づき、ワーク・ライフ・バラ
ンスの理解を広げるための意識啓発事業を
実施する。子育て期の保護者の活動支援を
図るため、保育サポーターの登録を行う。

意識啓発事業の実施
保育サポーター登録の
実施

意識啓発事業の実施
保育サポーター登録の
実施

意識啓発事業の実施
保育サポーター登録の
実施

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

配偶者等暴力防止啓
発事業

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律（ＤＶ防止法）に基づき、関
係部署が連携した総合的な対応を行うとと
もに、暴力ののない社会づくりに向けて、
市民への意識啓発を図る。

女性に対する暴力をな
くす運動パネル展の開
催
女性相談の開催
相談窓口等リーフの配
付
啓発ビデオの貸出及び
啓発カードの作成
ＤＶ防止セミナーの開
催

女性に対する暴力をな
くす運動パネル展の開
催
女性相談の開催
相談窓口等リーフの配
付
啓発ビデオの貸出
ＤＶ防止セミナーの開
催
ＤＶ対応マニュアルの
作成

女性に対する暴力をな
くす運動パネル展の開
催
女性相談の開催
相談窓口等リーフの配
付
啓発ビデオの貸出
ＤＶ防止セミナー開催
定

市民生活課 事業費（千円）

【施策４　あらゆる暴力根絶への取組み】

事業内容

【施策３　仕事と生活の調和が実現できる環境の整備】

事業内容
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

政策評価事業

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
を推進し、計画(Plan)、実施(Do)、評価
(Check)、改善(Action）という行政運営
サイクルの確立を進める。

事務事業評価の実施
施策評価の実施
外部評価の実施
補助金等評価の実施

事務事業評価の実施
施策評価の実施
外部評価の実施
補助金等評価の実施
公共施設評価

事務事業評価の実施
施策評価の実施
外部評価の実施
補助金等評価の実施

改革推進課 事業費（千円）

総合計画推進事業

総合計画の着実な推進を図るため、推進計
画を策定するとともに、政策評価の活用や
予算への反映など進行管理によるＰＤＣＡ
サイクルを定着させ、効率的で効果的な行
政運営を目指す。

第２期推進計画の策定
市民参加組織の検討

第３期推進計画の策定
市民参加組織の設置及
び運営
進行管理状況の公表
市民意識調査の実施

第４期推進計画の策定
市民参加組織の運営
進行管理状況の公表

総合計画課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

行財政改革推進事業

「政策評価の推進」、「市民参加・協働の
推進」、「健全な財政運営の推進」、「行
政運営システムの改革の推進」を重点項目
とし、「単なる経費節減」や「事務手続き
の簡素化」といった枠を超え、行財政シス
テム全般についての改革を行う。

実行計画（見直し分）
の作成
実行計画の進行管理

実行計画の進行管理

新大綱、実行計画の見
直しに向けての検討
大綱、実行計画策定委
員会の開催
実行計画の進行管理

改革推進課 事業費（千円）

●第４節　行財政運営・行革の推進

事業内容

【施策１　効率的な行財政運営】

事業内容

【施策２　行財政改革の推進】

第４節 行財政運営・行革の推進 施策１ 効率的な行財政運営

施策２ 行財政改革の推進

施策３ 健全な財政運営

施策６ 新庁舎の整備

施策４ 行政サービスの充実

施策５ 組織・職員の活性化
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

住民参加型市場公募
債の発行事業

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

北広島市エルフィン債
の発行

北広島市エルフィン債
の発行

財政課 事業費（千円）

財政情報公開事業
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へ
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へ
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へ
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）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市民法律相談事業

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

市民生活課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

職員研修事業

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、地方分権時代に対応できる職員
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へ
の支援
各職場単位で実施する
研修への支援
市が主催する研修の実
施
外部研修機関への派遣
等
効果的な研修の実施に
向けた検討

職員の自主的な研修へ
の支援
各職場単位で実施する
研修への支援
市が主催する研修の実
施
外部研修機関への派遣
等
効果的な研修の実施に
向けた検討

職員の自主的な研修へ
の支援
各職場単位で実施する
研修への支援
市が主催する研修の実
施
外部研修機関への派遣
等
効果的な研修の実施に
向けた検討

職員課 事業費（千円）

【施策５　組織・職員の活性化】

事業内容

事業内容

【施策３　健全な財政運営】

事業内容

【施策４　行政サービスの充実】
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

職員福利厚生事業

職員の福利厚生及び教養文化事業を行って
いる職員福利厚生会に対し交付金を交付
し、福利厚生会事業の円滑な実施、職員の
士気高揚、職場の活性化を促すとともに、
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

職員課 事業費（千円）

◆新庁舎建設事業については、実施内容を精査したうえで、推進計画に掲載予定。

【施策６　新庁舎の整備】

事業内容
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

札幌広域圏組合連携
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。

図書館情報ネットワー
ク事業
職員研修事業
さっぽろオータムフェ
スト事業
ジュニアコンサート事
業　など

図書館情報ネットワー
ク事業
職員研修事業
さっぽろオータムフェ
スト事業
ジュニアコンサート事
業　など

図書館情報ネットワー
ク事業
職員研修事業
さっぽろオータムフェ
スト事業
ジュニアコンサート事
業　など

政策調整課 事業費（千円）

【施策１　広域連携の推進】

事業内容

●第５節　広域連携の推進

【施策２　国・道との連携】

第５節 広域連携の推進 施策１ 広域連携の推進

施策２ 国・道との連携
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文書管理運営事業

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

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

情報推進課 事業費（千円）

統計協議会活動支援
事業

統計調査の円滑かつ適正な実施、調査力の
向上及び統計業務の振興発展を目的とする
統計協議会の活動を支援する。

統計情報の周知や研修
に対する補助

統計情報の周知や研修
に対する補助

統計情報の周知や研修
に対する補助

政策調整課 事業費（千円）

きたひろしまシティ
セールス事業

本市が持っている自然や歴史、産業、文
化、イベント・祭りなどの地域の魅力や特
性を積極的に市内外に情報発信することに
より、多くの人が「訪れてみたい」「住ん
でみたい」「住み続けたい」「起業してみ
たい」と感じられる魅力あふれる都市イ
メージの創出をめざす。

基本戦略プランに基づ
く「地域住民主体のブ
ランドづくりと情報発
信」の実施

市外・全国などに対し
ての情報発信の強化に
よる北広島市ブランド
の定着化

市外・全国などに対し
ての情報発信の強化に
よる北広島市ブランド
の定着化

商業労働課 事業費（千円）

市勢要覧制作事業

まちを宣伝し、まちを理解してもらうた
め、他の自治体から訪れる個人や団体など
に、市を紹介する媒体として、市勢要覧を
制作する。

市政要覧の作成 ≪Ｈ23で事業終了≫

情報推進課 事業費（千円）

●第６節　情報公開・広報広聴の充実

事業内容

【施策１　情報の共有】

【施策２　情報公開制度の充実】

第１節 情報公開・広報広聴の充実 施策１ 情報の共有

施策２ 情報公開制度の充実

施策３ 個人情報の保護

施策４ 広報広聴活動の充実
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

市議会政務調査事業
市議会議員の調査・研究に係る政務調査費
を交付し、議員活動の活性化を図る。

政務調査費の交付 政務調査費の交付 政務調査費の交付

議会事務局 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

個人情報セキュリ
ティ対策事業

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
関連書籍等購入

セキュリティ研修の実
施
関連書籍等購入

セキュリティ研修の実
施
関連書籍等購入

情報推進課 事業費（千円）

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

広報紙発行事業
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

情報推進課 事業費（千円）

広聴活動事業
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・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・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・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

市民生活課 事業費（千円）

コミュニティＦＭ広
報事業

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」
や「きたひろ再発見」
の番組での情報発信
協定による災害時の緊
急情報や高齢者の行方
不明情報の放送

「市役所情報ＢＯＸ」
や「きたひろ再発見」
の番組での情報発信
協定による災害時の緊
急情報や高齢者の行方
不明情報の放送

「市役所情報ＢＯＸ」
や「きたひろ再発見」
の番組での情報発信
協定による災害時の緊
急情報や高齢者の行方
不明情報の放送

情報推進課 事業費（千円）

事業内容

【施策３　個人情報の保護】

事業内容

事業内容

【施策４　広報広聴活動の充実】
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第６章　計画の実現に向けて

事業名 年度計画

（担当課） 平成23年度 平成24年度 平成25年度

議会広報事業
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 議会だよりの発行 議会だよりの発行

議会事務局 事業費（千円）

【拡大】

議会広報事業

インターネットを利用した議会中継を行
う。

議会事務局 事業費（千円）

≪議会中継の開始≫

事業内容
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