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第２節　 居住環境の充実
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

市街地整備計画事業

　

〔一般会計〕

都市計画課 事業費（千円） 332 387 387

【拡大事業】

市街地整備計画事業
（拡大）

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 3,920

【継続事業】

町名・町界整備事業

　

〔一般会計〕

都市計画課 事業費（千円） 2,936 0 0

【継続事業】

土地区画整理組合指導
事業

　

〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円） 46

【継続事業】

市街地活性化事業

　

〔一般会計〕

都市計画課 事業費（千円） 134 274 274

事業内容
年度計画

乗降客数が5千人を超えるJR上野
幌駅のバリアフリー化に先立ち、駅
舎や駅前広場、周辺道路、周辺施設
等の現地踏査を実施し、当該駅周辺
の一体的なバリアフリー化や安全で
安心な地域社会を構築するための課
題の整理、改善策や整備メニュー等
の検討を行う。

JR上野幌駅周辺地区の安
全・安心調査

「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、計画的な市街地の形
成をめざす。
社会情勢の変化や北広島市都市計画
マスタープランのめざすまちづくり
の実現のため、用途地域などの「土
地利用計画制度の見直し」を行う。

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守

市民及び来訪者の利便を図り、わか
りやすいまちづくりを進めるため、
町名・町界整備を進める。北広島輪
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り組み
の検討を進める。

輪厚(輪厚工業団地)地区住
宅地案内板外設置工事
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

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、各種支援制度の検証を行う。
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
に向けた取組みを行う。

空き地・空き家などの流
動化に向けた取組みの実
施
近年転入・転出者の実態
調査の実施
団地活性化に向けた短期
施策の検証

組合施行の土地区画整理事業に関し
て適切な指導、助言、技術援助、許
認可を行なうことにより、本市がめ
ざす魅力ある健全で良好な市街地形
成の誘導を図り、地区住民等の生活
環境の向上と新たな市民のための住
宅地を供給する。

土地区画整理組合への指
導・助言・技術援助許認
可業務
《平成26年度終了》

(仮称)団地活性化推進会議
の開催
空き地・空き家などの流
動化に向けた取組みの実
施

(仮称)団地活性化推進会議
の開催
空き地・空き家などの流
動化に向けた取組みの実
施

　　第1節　　市街地整備の推進

　【施策1　　市街地の形成】

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

エルフィンパーク活用
事業

　

〔一般会計〕

エルフィンパーク 事業費（千円） 10,019 10,091 10,091

【継続事業】

有料駐車場管理運営事
業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 4,484 12,560 18,106

【継続事業】

自転車駐車場管理事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 1,663 2,149 2,149

【継続事業】

駅周辺まちづくり推進
事業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 0 0 0

エルフィンパークを活用し、市民に
多様な憩いと集いの場を提供すると
ともに、市民自らの活動や交流を促
進するため、市民やサークルによる
展示などのイベントの場を提供す
る。
市民サービスコーナーを活用し、戸
籍等各種証明の交付などの行政サー
ビスを提供し、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

駅周辺公共施設等の利用者の利便性
の向上及び違法駐車を防止し良好な
都市景観を確保するため、指定管理
者制度により、民間企業のノウハウ
を活かした市営東西駐車場の適正な
管理や効率的な運営を進めるととも
に利用率の向上を図る。

市営東西駐車場の管理運
営

市営東西駐車場の管理運
営
東駐車場防風ネット交換

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上
東駐車場床面一部防水修
繕

自転車駐車場等の管理運
営

自転車駐車場等の管理運
営

ＪＲ北広島駅周辺の文化施設や商
業・業務施設の諸機能を生かし、市
の顔にふさわしいまちづくりを推進
するため、民間用地の利用促進のた
めの地権者との協議、地区計画の柔
軟な対応について検討を進める。
ＪＲ上野幌駅周辺について、交通の
利便性を生かし商業・業務施設等の
立地を図る。
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。

関係者及び関係機関との
協議

関係者及び関係機関との
協議

関係者及び関係機関との
協議

駅周辺の良好な環境保持のため、駅
東西側に4箇所設けた自転車駐車場
等の適切な管理運営を行い、自転車
の利用促進を図る。

自転車駐車場等の管理運
営

　【施策2　　駅周辺まちづくり】

事業内容
年度計画

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
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

公営住宅長寿命化事業

　

〔一般会計〕

建築課 事業費（千円）
H25繰越分 44,931
H26予算分 873
合 計 45,804

32,998 46,679

【継続事業】

市営住宅共栄団地建替
事業

　

〔一般会計〕

建築課 事業費（千円） 472,539 277,093 566,257

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

住宅住替え支援事業

　

〔一般会計〕

建築課 事業費（千円） 0 0 0

【継続事業】

木造住宅耐震診断・改
修支援事業

　

〔一般会計〕

建築課 事業費（千円） 400 400

【新規事業】

住生活基本計画策定事
業

　

〔一般会計〕

建築課 事業費（千円） 4,516

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、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。

建設工事(１号棟)
土質調査(２号棟)
実施設計(２号棟)
入居者移転
既存住宅解体除却

平成23年度に策定した公営住宅長
寿命化計画に基づき、必要な修繕・
改善等を実施する。

調査設計・修繕・改善の
実施
市営住宅広島団地３号棟
の屋上防水・外壁改修工
事
１号棟改修設計

調査設計・修繕・改善の
実施
市営住宅広島団地１号棟
の屋上防水・外壁改修
２号棟改修設計

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

建設工事(２号棟)
土質調査(３号棟)
実施設計(３号棟)

建設工事(３号棟)
既存住宅解体除却
入居者移転

住宅住替えの相談・支援 住宅住替えの相談・支援

木造住宅の耐震化の促進を図るた
め、昭和56年5月31日以前に着工
された木造住宅を対象として所有者
が耐震診断・改修工事を行う際に要
する経費の一部を助成する。

耐震診断、耐震改修の助
成

耐震診断、耐震改修の助
成
《平成27年度終了》

利便性の高い地域などへの住替え意
向を持っている高齢者世帯等の移転
先情報を収集し、相談に応じる。

住宅住替えの相談・支援

市の住宅政策を総合的に展開してい
くため、新たに「住生活基本計画」
を策定する。

住生活基本計画の策定
《平成26年度終了》

　　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
年度計画

　【施策2　　多様なニーズへの対応】

事業内容
年度計画

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

生活道路整備事業

　

〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円） 104,900 106,927 109,378

【継続事業】

市道整備事業（単独）

　 〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円） 4,802 26,000 26,000

【拡大事業】

市道整備事業（単独）
２０１４拡大分

　

〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円） 58,480

【継続事業】

市道整備事業（補助）

　

〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円）
H25繰越分 25,000
H26予算分 156,001
合計 181,001

277,335 482,810

【拡大事業】

市道整備事業（補助）
２０１４拡大分

　

〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円）
H25繰越分 8,000
H26予算分 0
合 計 8,000

【継続事業】

市道整備事業（受託）

　
〔一般会計〕

都市整備課 事業費（千円） 70,000 32,000

【継続事業】

街路樹補植事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 3,000 3,000 3,000

市民にとって最も身近な生活道路を
整備することで、振動や防塵対策、
雨水の滞留防止を図り、安全で快適
な道路環境を確保する。

(一次改築)
路線測量設計L=276m
道路改良舗装L=360m
(二次改築)
路線測量設計L=280m
道路改良舗装L=824m

(一次改築)
路線測量設計L=220m
道路改良舗装L=356m
(二次改築)
路線測量設計L=1537m
道路改良舗装L=340m

(一次改築)
路線測量設計L=370m
道路改良舗装L=220m
(二次改築)
道路改良舗装L=587m

未改良区間や老朽化した路線の整備
を拡大し、安全で快適な道路環境を
確保するため、共栄12番緑道や駅
西口広場の整備を行う。

・共栄12番緑道
(雪止柵、階段滑止マット
整備)
・駅西口広場
(バスシェルター建替、
ロードヒーティング整備)

未改良区間や老朽化した路線の整備
を拡大し、安全で快適な道路環境を
確保する。

測量設計
・大曲団地2号線

道路改良・舗装
・大曲団地2号線

道路改良・舗装
・大曲団地2号線

道路整備
・大曲椴山線
負担金
・南９号橋架替
用地補償
・輪厚中央通
・大曲椴山線

道路整備
・大曲椴山線
・輪厚中央通
負担金
・南９号橋架替
用地補償
・大曲椴山線

未改良区間や老朽化した路線の整備
を拡大し、安全で快適な道路環境を
確保するため、広葉町10番通線の
整備を行う。

広葉町10番通線
(道路整備)

未改良区間や老朽化した路線の整備
を拡大し、安全で快適な道路環境を
確保する。

道路整備
・中央通線
測量設計
・大曲椴山線
負担金
・南９号橋架替
用地補償
・輪厚中央通
・大曲椴山線

裏の沢川沿通線
(舗装)
《平成27年度終了》

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
西の里中学校通線
輪厚中央通線

緑陽通線
新栄37番線

緑陽通線
虹ヶ丘中央通線

国の千歳川河川整備計画に伴い、支
障となる裏の沢川沿通線の道路付け
替えを行う。

裏の沢川沿通線
(道路改良)

　　第3節　　道路の整備

　【施策1　　市内幹線道路・生活道路等の整備】

事業内容
年度計画

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

照明灯維持補修事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 30,000 30,000 30,000

【継続事業】

舗装補修事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 120,000 120,000 120,000

【継続事業】

市道用地確定事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 1,495 2,593 1,960

【継続事業】

地域土木振興事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 1,400 750 750

【継続事業】

東西連絡橋施設補修事
業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 3,157 3,800 3,800

【継続事業】

橋梁長寿命化事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 84,682 136,500 164,800

【継続事業】

道路計画事業

　

〔一般会計〕

都市計画課 事業費（千円） 3,171 3,243 3,200

【新規事業】

道路ストック総点検事
業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円）
H25繰越分 13,030
H26予算分 0
合 計 13,030

16,050

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・
歩道
中央通線車道
広島輪厚線車道
輪厚中の沢線車道
緑陽通線歩道
広葉通線歩道

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。

自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取替
ＬＥＤ化(北進通)
外照明灯修繕

自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取替
ＬＥＤ化(中央通)
外照明灯修繕

自立型照明灯灯具取替
自立型照明灯ポール取替
ＬＥＤ化(中央通 (陸橋含
む))
外照明灯修繕

東栄通線車道・歩道
中央通線車道
輪厚川通線車道
広島輪厚線車道
輪厚中の沢線車道
緑陽通線歩道

のぞみ野幹線1号線車道・
歩道
東栄通線車道・歩道
輪厚川通線車道
稲穂通線車道
中央通線車道
広島輪厚線車道
輪厚中の沢線車道
緑陽通線歩道

北の里西2号線ほか 東1号線

市内の土木施設の整備を図り、住民
生活の向上のため、共同で土木工事
を実施する者に対し、事業費の支援
を行う。

対象団体に対する助成 対象団体に対する助成 対象団体に対する助成

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。

稲穂通線ほか

補修設計
(輪厚橋、開拓橋)
補修工事
(中央陸橋:1.2.3径間)

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
Ｃ斜路シーリング工事
Ｂ階段シーリング工事
ドームシーリング工事
天井修繕

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補
修工事等を適期・適切に行うことで
橋梁の長寿命化及び修繕費用の縮減
を図り、道路網の安全性・信頼性を
確保するため、補修工事を計画的に
実施する。

補修設計
(白樺陸橋)
定期点検
(77橋)
補修工事
(松葉陸橋)

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

舗装(路面性状調査)
38路線L=49.8ｋｍ
道路照明灯(1次調査)
797灯
大型道路標識
25箇所

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
輪厚スマートインター24
時間化に向けた検討

都市計画審議会の開催
交通量調査
輪厚スマートインター24
時間化に向けた検討

都市計画審議会の開催
交通量調査

橋梁9橋
道路照明灯(2次調査)
150灯

事業内容
年度計画

床目地修繕
Ｂ斜路シーリング工事

天井・屋根修繕

補修設計
(中央陸橋)
補修工事
(白樺陸橋)
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事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

地域交通システム検討
事業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 208

【継続事業】

生活バス路線確保対策
事業

　

〔一般会計〕

市民課 事業費（千円） 2,500 2,500 2,500

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

サイクルネットワーク
構築事業

　

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 0 0 0

【継続事業】

レンタサイクル事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 2,201 2,238 2,238

交通弱者の移動の利便性と地域間交
通の促進を図るため、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、交通空白地域において乗合タ
クシーの実証運行を行い、運行方法
等の評価・検証などを行う。

交通空白地域や高齢社会
対応し、持続可能な公共
交通についての検討
交通レターの発行
地区代表者との意見交換
会の実施
《平成26年度終了》

市民の日常生活に不可欠な生活バス
路線を確保・維持し、市民生活の利
便を図るため、市内完結バス路線の
運行経費の一部を乗合バス事業者へ
補助する。

乗合バス事業者に対する
運行経費の一部補助

乗合バス事業者に対する
運行経費の一部補助

乗合バス事業者に対する
運行経費の一部補助

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

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

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、併せて市民の健康促
進及びレクリエーションの振興を図
る。

駅東口及び自転車の駅で
レンタサイクルの実施

駅東口及び自転車の駅で
レンタサイクルの実施

駅東口及び自転車の駅で
レンタサイクルの実施

環境にやさしい自転車交通の利用促
進のため、市内の未整備区間の整備
及び道央馬追サイクルネットワーク
構想との連携を図る。

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

　【施策1　　公共交通の充実】

事業内容
年度計画

　【施策2　　サイクリング・ネットワークの形成】

事業内容
年度計画

　　第4節　　交通の充実

0

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

市道排雪支援事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 36,636 48,384 49,408

【継続事業】

私道除雪支援事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 2,550 2,600 2,600

【継続事業】

小型除雪機械貸出事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 1,257 1,383 1,383

【継続事業】

除雪車等購入事業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 29,400

【継続事業】

地域除雪懇談会推進事
業

　

〔一般会計〕

土木事務所 事業費（千円） 3,800 3,870 3,870

冬期間の交通確保のため、私道の除
雪を実施する団体を支援する。

対象団体に対する助成

冬期間の生活環境の改善と交通確保
を図るため、市街化区域内における
市道の排雪を実施する自治会等を支
援する。

自治会等に対する助成 自治会等に対する助成 自治会等に対する助成

対象団体に対する助成 対象団体に対する助成

通常の市道除雪では対応しきれない
道路などの除雪を自主的に行う自治
会等を対象に貸出を行う。

小型除雪機械の貸出

除雪車等の計画的な更新により、除
雪や道路維持の体制を保持し、冬期
間の円滑な交通と安全を確保すると
ともに、排雪のための除雪車等を購
入し、快適な生活環境を確保する。

道路パトロール車、小型
ロータリー除雪車の購入

雪対策基本計画に基づき、市民・事
業者・行政が地域の実情に応じた協
働による雪対策の取組みを推進する
ため、地域除雪懇談会を開催して除
排雪に関する問題点の整理を行い、
除雪マップを作成する。

地域除雪懇談会の開催
除雪マップの作成

事業内容
年度計画

　【施策3　　冬期間交通の確保】

地域除雪懇談会の開催
除雪マップの作成

地域除雪懇談会の開催
除雪マップの作成

小型除雪機械の貸出 小型除雪機械の貸出
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事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

水質検査委託事業

　

〔水道会計〕

水道施設課 事業費（千円） 2,502 2,742 2,862

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

飲料水等供給施設設置
支援事業

　

〔一般会計〕

環境課 事業費（千円） 1,000 1,000 1,000

【継続事業】

休日等給水サービス業
務委託事業

　

〔水道会計〕

業務課 事業費（千円） 2,378 2,488 2,488

【継続事業】

水道開閉栓業務委託事
業

　

〔水道会計〕

業務課 事業費（千円） 7,551 8,105 8,127

【継続事業】

水道第５期拡張事業

　

〔水道会計〕

水道施設課 事業費（千円） 11,004 79,530 10,585

安全で安心な水を供給するため、水
道法に基づく水質基準に適合するこ
とを確認するため水質検査を実施す
る。

毎月検査(9項目)、年4回
検査(39項目)の実施

休日等における給水装置に関する問
合せや相談に対応するため、修理依
頼や必要に応じた現地対応を含めた
給水サービスを実施する。

休日等給水サービスの実
施

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、井戸設
置費の助成

給水施設設置費、井戸設
置費の助成

給水施設設置費、井戸設
置費の助成

休日等給水サービスの実
施

休日等給水サービスの実
施

年間を通じた開閉栓届出に対応する
ため、土日・祝日・年末年始を含め
た開閉栓業務を実施する。

開閉栓業務の実施

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。

配水管整備

千歳川水系受水施設電気
設備
千歳川水系受水連絡管整
備
配水管整備

配水管整備

　　第5節　　水道の整備

　【施策1　　水の安心】

事業内容
年度計画

　【施策2　　水の安定】

事業内容
年度計画

毎月検査(9項目)、年4回
検査(39項目)の実施

毎月検査(9項目)、年4回
検査(39項目)の実施

開閉栓業務の実施 開閉栓業務の実施

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

石狩東部広域水道企業
団出資金

　

〔一般会計〕

財政課 事業費（千円） 13,949

【継続事業】

石狩東部広域水道企業
団負担事業

《旧事業名》
石狩東部広域水道企業
団当初計画規模施設分
負担事業

〔一般会計〕

政策調整課 事業費（千円） 52,430 63,807 63,068

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

配水施設改良事業

《旧事業名》
配水管改良事業

〔水道会計〕

水道施設課 事業費（千円） 196,901 294,450 261,866

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

上下水道料金収納業務
委託事業

　

〔水道会計〕

業務課 事業費（千円） 7,561 7,632 7,632

石狩東部広域水道企業団へ、夕張
シューパロダム広域施設の当初計画
規模施設分に係る負担分を支出す
る。

補助金の支出 補助金の支出 補助金の支出

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
に対する出資金の支出
《平成26年度終了》

上下水道料金の未納者に対する個別
収納を行い、納入を促進する。

収納業務の実施

老朽管更新事業計画に基づき、老朽
化した配水管を更新し、漏水事故等
の未然防止と有収率の向上を図る。
基幹的配水管の劣化度調査等を基
に、水道施設更新計画を策定する。
地震災害時に備えた耐震補強工事等
を実施する。

配水管更新
基幹管路劣化度調査
水道施設基本計画策定

配水管更新
基幹管路劣化度調査
水道施設更新計画策定
西の里旧配水池耐震補強
(第5期拡張事業から変更)

配水管更新
西の里旧配水池耐震補強
(第5期拡張事業から変更)

収納業務の実施 収納業務の実施

事業内容
年度計画

　【施策3　　施設の維持】

事業内容
年度計画

　【施策4　　水道経営基盤の強化】

事業内容
年度計画
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事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

下水道（雨・汚水管）
整備事業

　

〔下水道会計〕

下水道課 事業費（千円）
H25繰越分 137,200
H26 予 算 分 87,187
合 計 224,387

100,119 142,219

【継続事業】

下水処理センター整備
事業

　

〔下水道会計〕

下水道課 事業費（千円）
H25繰越分 80,600
H26予算分 311,534
合計 392,134

453,505 437,805

【継続事業】

下水道管理システム整
備事業

　

〔下水道会計〕

下水道課 事業費（千円） 2,500 2,500 2,500

【継続事業】

下水道管渠更生事業

　

〔下水道会計〕

下水道課 事業費（千円） 12,000 12,000 12,000

【継続事業】

事業場排水監視事業

　
〔下水道会計〕

下水道課 事業費（千円） 1,200 1,200 1,200

【継続事業】

下水道施設長寿命化計
画策定事業

　

〔下水道会計〕

下水道課 事業費（千円） 10,000 24,100 0

大曲地区雨水管整備
大曲地区地汚水管整備
人孔蓋更新
稲穂地区調査設計

稲穂地区雨水管整備
大曲・輪厚地区雨水管整
備
大曲・輪厚地区汚水管整
備
人孔蓋更新
大曲ポンプ場改修設計

市街地における快適で衛生的な生活
環境を確保し、公共用水域の水質保
全を図るため、老朽化した施設・機
器の更新を処理場施設長寿命化計画
に沿って実施する。

処理センター場内整備
汚泥乾燥機棟耐震補強・
外部改修
余剰汚泥貯留槽撹拌機更
新
№2乾燥機設備更新
施工監理
処理センター基本設計
機器更新実施設計

№2乾燥機設備更新
ボイラー設備更新
強制濃縮電気設備更新
汚泥貯留槽撹拌機更新
機器更新実施設計
公共下水道認可変更

強制濃縮電気設備更新
消化タンク機械更新
脱硫装置更新
汚泥・汚水・床排水ポン
プ更新
水処理施設機器更新
機器更新実施設計
３系水処理機械設計

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
西の里地区汚水管整備
汚水管閉塞工事
大曲ポンプ場電気更新
西の里ポンプ場遠方監視
装置更新

下水道管路等情報の更新 下水道管路等情報の更新

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
公共桝補修

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修
公共桝補修

下水道管調査
下水道管補修
マンホール補修
公共桝補修

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

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。

管渠長寿命化計画の策定

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

処理施設長寿命化計画の
策定

計画の進行管理

　　第6節　　下水道の整備

　【施策1　　下水道の整備と利用の促進】

事業内容
年度計画

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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第5章　快適な生活環境のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

汚泥有効利用推進事業

　

〔下水道会計〕

下水処理センター 事業費（千円） 3,409 2,699 2,699

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

道央地区環境衛生組合
負担金事業

　

〔一般会計〕

環境課 事業費（千円） 75,583

【継続事業】

し尿処理事業

　

〔一般会計〕

環境課 事業費（千円） 98,334 215,509 215,509

下水汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚
泥から生成される乾燥汚泥につい
て、肥料取締法の基準に適合した安
全な汚泥肥料として緑農地還元を
行っていくための汚泥分析等を実施
すると共に、新たな利用先の拡大を
図る。

フレコンパックの購入
汚泥試験の実施
乾燥汚泥の運搬保管

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
対する負担金の支出
《平成26年度終了》

平成25年度から、下水道汚泥と併
せ、し尿・浄化槽汚泥のバイオガス
化処理を実施する。

し尿・浄化槽汚泥のバイ
オガス化処理

　【施策2　　発生汚泥の有効利用】

事業内容
年度計画

　【施策3　　し尿・浄化槽汚泥の処理】

事業内容
年度計画

し尿・浄化槽汚泥のバイ
オガス化処理

し尿・浄化槽汚泥のバイ
オガス化処理

フレコンパックの購入
汚泥試験の実施
乾燥汚泥の運搬保管

フレコンパックの購入
汚泥試験の実施
乾燥汚泥の運搬保管
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第5章　快適な生活環境のまち

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

都市景観形成事業

　

〔一般会計〕

都市計画課 事業費（千円） 27 42 42

北海道景観条例に基づき、地域の個
性を生かした魅力ある都市景観づく
りを進め、快適で美しい街並みの形
成と維持を図るため、届出対象とな
る建築物などについての協議指導、
都市景観にかかる啓蒙・啓発及び屋
外広告物の指導、違反広告物の簡易
除去を実施する。

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

　　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】

事業内容
年度計画

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

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

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

情報通信基盤設備管理
事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 66,236 85,439 72,101

【継続事業】

基幹系情報システム管
理事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 67,371 72,727 66,917

【継続事業】

総合内部情報システム
管理事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 17,705 15,747 14,127

事業名

（担当課） 平成26年度 平成27年度 平成28年度

【継続事業】

情報化施策推進事業

　

〔一般会計〕

情報推進課 事業費（千円） 6,414 6,515 6,415

市民サービスに直結する各業務シス
テムについて、ネットワークによる
情報連携を行い業務の効率化及び市
民サービスの迅速化を図るととも
に、市が保有している市民の個人情
報を外部から遮断した専用のネット
ワークで運用管理し、高いセキュリ
ティレベルを維持する。

システム等保守
備品購入

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やソフトウェア(ウィル
ス対策ソフトほか)の更新

機器等の保守及び修繕
複合機の借上
PC管理システム借上
PCやソフトウェア(ウィル
ス対策ソフトほか)の更新
基盤機器の更新

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

システム等保守
備品購入
基盤機器更新

システム等保守
備品購入

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
会議録作成支援システム
運用

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
会議録作成支援システム
運用

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
会議録作成支援システム
運用

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

　【施策2　　情報化の環境整備】

事業内容
年度計画

　　第8節　　情報化の推進

　【施策1　　行政事務の情報化】

事業内容
年度計画

内部情報システムの管理
運用
番号制度対応

内部情報システムの管理
運用

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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