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【 重点プロジェクト 】 ３．住みたくなる地域づくりプロジェクト 

（１）ともに支えあう地域づくり 

●各種相談の連携・虐待等の防止 

 

１章３節 家庭児童相談室運営事業 継続 Ｐ29 

事業内容 適正な児童養育の確保、要保護児童等の福祉の向上のため、家庭児童相談員に

よる児童の虐待や養育問題など家庭だけでは解決できない問題等への専門的

相談支援や指導、児童虐待防止の広報・啓発活動、要保護児童対策地域協議会

の運営による要保護児童等への支援などを行う。 

計画 児童虐待など困難な問題に対する相談や指導の実施、 

児童虐待防止広報・啓発活動の実施、要保護児童対策協議会の開催 

実施状況 延べ相談件数 3,079件 

 

 

１章３節 母子・父子自立支援相談事業 継続 Ｐ28 

事業内容 母子・父子及び寡婦の福祉の増進を図るため、母子自立支援員が母子家庭・父

子家庭等の家庭紛争・子育て等の生活相談、求職活動・就業相談指導、自立に

必要な相談などを行う。また、DV被害者に関する相談支援を行う。 

計画 母子・父子自立支援員による各種相談の実施 

実施状況 延べ相談件数 1,229件 

 

 

１章４節 障がい者相談支援事業 継続 Ｐ31 

事業内容 障がい児・者が自立した生活を営むことができるよう、障がい児・者、保護者

または介護者に対して生活・就労支援、権利擁護(成年後見制度利用や障がい

者虐待)に関する相談支援などを行う。 

障がい者自立支援協議会において、相談支援事業の運営や、関係機関によるネ

ットワークの構築等に関する協議を行う。 

計画 市の委託事業所において生活支援や就労支援などの相談業務、サービス調整 

等の実施自立支援協議会の開催 

実施状況 生活支援・就労支援事業委託 延べ相談件数 8,837件、 

自立支援協議会（生活支援・こども支援・就労支援部会）の開催 など 

 

１章４節 障がい者相談支援事業 拡大 Ｐ31 

事業内容 障がい児（者）や相談件数の増加、相談内容が複雑化していることから、障が

い児（者）が地域で安心した生活を送るため、相談員を増員する。 

計画 相談員の増員（平成29年度から） 

 

事業区分 
2016 推進計画 
掲載ページ数 
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１章５節 高齢者総合相談支援事業 継続 Ｐ37 

事業内容 高齢者やその家族が安定した生活を送ることができるように、健康や生活、福

祉、介護に関する相談を行う。 

計画 窓口・電話相談の実施総合相談窓口の周知のためのチラシ配布、相談業務にあ

たる技術のスキルアップ、高齢者の健康データバンクの構築、高齢者実態調査

の実施 

実施状況 窓口・電話・家庭訪問延べ件数 市1,312件、高齢者支援センター 12,748件 

 

 

１章５節 高齢者虐待防止ネットワーク事業 継続 Ｐ37 

事業内容 高齢者及び養護者の権利が擁護され、住み慣れた地域で尊厳ある暮らしを維持

できるよう高齢者虐待防止ネットワーク事業を推進し、高齢者虐待の防止と早

期発見・早期対応を図る。 

計画 高齢者虐待等の相談の実施、ネットワーク事業の運営、（高齢者虐待防止事業

推進連絡会議の開催）、研修等によるスキルアップ、周知活動（出前講座・パ

ンフレットによる相談窓口の周知等） 

実施状況 高齢者虐待相談件数 19件（うち虐待認定件数 6件）、研修会の開催 2回、 

厚別警察署との連携推進会議 2回 

 

 

２章３節 青少年安全対策事業 継続 Ｐ55 

事業内容 問題行動棟の未然防止や対応のため、関係機関や地域と連携を図り、各種活動

を協働して行い、青少年の非行防止を推進する。 

子どもの安全を確保のため、スクールガードリーダーによる学校施設、通学路

等の安全確認及び巡回指導を実施する。 

通学路の安全確保を図るため、通学路安全指導員を配置し、巡回パトロール、

交差点の横断指導を行う。 

不審者情報等をメール配信し、危険な事案に関する情報の発信と注意喚起を行

なうほか、小中学校においてネットパトロールを実施する。 

計画 専任指導員による補導、巡視活動や不審者対応、学校、自治会、関係機関等 

との情報交換、不審者情報のメール配信、スクールガードリーダーによる学校

施設、通学路等の安全確認、ネットパトロールの実施 

実施状況 コンビニ・カラオケ等の立入調査（7月、11月）、 

スクールガードリーダーによる巡視、不審者情報 11件、 

広教研生徒指導研究協議会 4回、広域補導（清田地区 5回、五地区 1回） 
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２章３節 不登校いじめ対策・教育相談事業 継続 Ｐ54 

事業内容 不登校児童生徒の学校復帰と社会的自立を支援するため、保護者や学校、関係 

機関と連携して、ひきこもりや不登校児童生徒の解消と未然防止を図る。 

問題の早期解決を図るため、児童生徒及びその保護者を対象に面談や家庭訪問

による相談支援を行う。 

計画 適応指導教室「みらい塾」の運営、子どもサポートセンター相談員（臨床心理

士）、教育相談員による相談の実施、ＮＰＯの活用、いじめ等問題対策委員会

の開催 

実施状況 いじめ等問題対策委員会の開催、子どもサポートセンター相談数 299件、 

適応指導教室「みらい塾」通級者 15名 

 

 

３章８節 消費者行政推進事業 継続 Ｐ82 

事業内容 消費生活全般に対する相談や苦情に的確かつ迅速に対応するため、消費生活相

談員を配置し、消費生活被害の未然防止と拡大防止を図るとともに、消費生活

問題の周知・啓発に努める。 

計画 消費生活相談員による消費生活相談、弁護士による特設相談の実施、消費者大

会などの開催 

実施状況 北広島消費者大会開催 参加者400名 

相談員による相談 154件、弁護士相談 8件 

 

 

６章３節 男女共同参画推進事業 継続 Ｐ126 

事業内容 「第2次きたひろしま男女共同参画プラン」に基づき、男女が互いに尊重し、

協力し合う社会を実現していくため、市民や関係機関と連携を図るとともに、

意識啓発や学習活動などを行う。 

計画 男女共同参画に関するセミナー、男女共同参画推進委員会、女性法律相談、Ｄ

Ｖ防止パネル展の実施、情報紙えみんぐの発行 

実施状況 女性法律相談の開催 2回、ＤＶ防止パネル展の開催、情報紙えみんぐの発行 

 

６章３節 男女共同参画推進事業 拡大 Ｐ118 

事業内容 仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）の実現に向けて、市民や事業者

の意識啓発に取組むほか、ワーク・ライフ・バランスに取組む企業を支援する。 

計画 セミナーの開催、市内企業の実態調査 

実施状況 ワーク・ライフ・バランス実態調査委託（市内事業者1,000件→回収率23.7％）、 

ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催（H29.3.16） 
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６章４節 市民法律相談事業 継続 Ｐ129 

事業内容 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。 

計画 無料法律相談の実施 

実施状況 無料法律相談の実施 20回開催、相談数 93件 

 
 

 ●地域の安全に関する活動やコミュニティを促進 

 

１章５節 ミニデイサービス支援事業 継続 Ｐ34 

事業内容 市民の自主的な地域福祉活動を推進するため、ミニデイサービスを実施する団

体に会場費やボランティア保険費用などを助成する。 

高齢者の引きこもり防止や気軽に交流できる「地域のお茶の間」を推進するた

め、会場費などを助成する。 

計画 ミニデイサービス実施団体に助成、地域のお茶の間の活動費を助成 

実施状況 活動費を助成した団体数 21団体 

（ミニデイサービス登録団体 13団体、地域お茶の間 8団体） 

 
 

３章６節 交通安全推進事業 継続 Ｐ80 

事業内容 交通安全推進員、交通安全学童指導員、交通安全指導員の配置、道路危険箇所

への注意標識等の設置及び公安委員会に対し規制要望等を行い、交通安全意識

の定着と事故の抑止を図る。 

また、交通安全団体、地域住民や民間企業などで構成する交通安全活動団体が

実施する広報・啓発活動、交通安全教室及び交通安全に係る民間団体の育成に

対し交付金を交付し、市全体が一体となった交通安全運動を展開する。 

計画 交通安全に係る推進員、学童指導員・指導員の配置、注意標識等の設置、公安 

委員会に対する規制要望、交通安全活動団体への交付金の交付 

実施状況 交通安全市民大会の開催 350名参加 

 
 

３章７節 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 継続 Ｐ81 

事業内容 市民が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、「北広島市犯罪のない安

全で安心なまちづくり推進計画」に基づき、防犯意識の普及啓発活動を行う。 

また、自主防犯活動団体に対する活動資材等の支援や防犯活動団体が実施する 

啓蒙活動などに対し交付金を交付し、市全体が一体となった防犯活動を展開す

る。 

計画 推進会議の開催、市民大会の開催、公用車による青色回転灯、パトロールの実

施、普及啓発活動の実施、防犯活動団体への資機材等の支援、交付金の交付 

実施状況 犯罪のない安全で安心なまちづくり市民大会の開催 100名参加 
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３章７節 街路灯整備支援事業 継続 Ｐ81 

事業内容 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。 

計画 街路灯（水銀灯・LED灯）の設置、維持・管理費用の助成 

実施状況 街路灯設置費補助 794灯、街路灯維持費補助 130団体（6,475灯分） 

 

 

６章２節 地域コミュニティ推進事業 継続 Ｐ125 

事業内容 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。 

計画 自治会等交付金、連合町内会交付金、市自治連合会交付金の支出 

実施状況 自治会交付金交付 単位町内会143団体、連合町内会 11団体 

 

 

（２）住みよい環境づくり 

 ●住宅地の緑化 

 

３章３節 緑化推進事業 継続 Ｐ74 

事業内容 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。 

計画 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 

実施状況 オープンガーデン見学会の実施 197人、花のまちコンクールの開催 74件、 

誕生記念樹（1回目）61件、誕生記念樹（2回目）68件、 

緑化推進委員会への交付金、花の会への交付金、緑化協議の開催 13件 

 

 

３章３節 都市公園整備事業 継続 Ｐ75 

事業内容 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。 

計画 都市公園の整備 

実施状況 南公園他 4公園の施設改修 
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５章３節 街路樹補植事業 継続 Ｐ102 

事業内容 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。 

計画 空き植樹桝の補植 

実施状況 補植の実施 

虹ヶ丘中央通線 ヤマモミジ 14本、緑陽通線 イタヤカエデ 5本 

 

 

 ●高齢者や障がい者などだれもが住みやすい環境 

 

１章５節 認知症支え合い事業 継続 Ｐ37 

事業内容 認知症の方が住み慣れた地域で安心した在宅生活を送るため、徘徊時の対応と

してのGPS通信端末の費用助成や関係機関の協力のもとでのSOSネットワーク

体制づくりを進める。 

また、地域での認知症理解を深めてもらうため、団体に対しての認知症サポー

ター講座の開催などを行う。 

計画 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 

実施状況 いどころ発信システム 利用者 14人、助成 4件、SOSネットワーク事業 協力関

係機関 40事業所、事前登録 94人、発生件数 5件、通知件数 1件 

 

 

１章５節 地域支え合い体制づくり事業 継続 Ｐ38 

事業内容 地域包括ケアを推進するため、認知症地域支援推進員を配置、さらに認知症高

齢者と家族を支援するための認知症支え合い員を育成し、家庭への派遣、相談

体制の充実、関係機関との支援ネットワークの構築により認知症の高齢者及び

その家族を総合的に支援する。 

計画 認知症高齢者支え合い員、コーディネータ―の配置、嘱託医の配置、認知症サ

ポーター養成講座等の開催、認知症支え合い員の派遣 

実施状況 認知症支え合い員登録数 45人 利用者数 14人、 

認知症サポーター養成講座 14回 養成数 601人 

 

 

４章３節 住宅リフォーム支援事業 継続 Ｐ92 

事業内容 住宅の改修を促進し、快適な住環境の整備、市内の建設産業の振興及び雇用の

安定を図るため、市民が住宅のリフォームを行う際の工事等に要する費用の一

部を助成する。 

計画 住宅リフォームする工事費の一部補助 

実施状況 住宅リフォーム助成件数 145件（H23～累計 988件） 
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５章１節 市街地活性化事業 継続 Ｐ98 

事業内容 北広島団地活性化や既存市街地の未利用地の利用促進のため、空き地・空き家

などの不動産の流動化に取り組むとともに、北広島団地活性化計画の推進を図

るため進行管理を実施する。 

計画 空き地・空き家などの流動化に向けた取組、人口動態調査の実施 

実施状況 空き地・空き家バンクの実施 登録件数 7件、成約件数 3件 

 

 

５章２節 住宅住替え支援事業 継続 Ｐ100 

事業内容 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。 

計画 住宅住替えの相談 

実施状況 公営住宅に関する相談、問い合わせを随時受け付け 

 

 

６章１節 住み替え支援事業 新規 Ｐ121 

事業内容 子育て世代に広い住生活空間を提供するとともに、高齢者の生活に適した住宅

への住み替えを支援する。 

計画 支援組織の設立、誘導施策の検討 

実施状況 住み替え支援協議会の開催 4回、住み替え支援セミナーの開催（H29.2.18） 

 

 

６章１節 空き家流動化促進事業 新規 Ｐ121 

事業内容 空き家の解体やリフォームの支援し、空き家の流動化を促進する。 

計画 解体支援の実施、リフォーム支援の検討、解体・リフォーム支援の実施 

実施状況 空き家解体費の助成 50万円×10件 

 

 

（３）利用しやすい交通 

 ●地域の除排雪を支援 

 

５章４節 市道排雪支援事業 継続 Ｐ105 

事業内容 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。 

計画 自治会等に助成 

実施状況 69団体（自治会等）に補助金を交付 
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５章４節 私道除雪支援事業 継続 Ｐ106 

事業内容 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。 

計画 対象団体に助成 

実施状況 24団体に補助金を交付 

 

 

５章４節 小型除雪機械貸出事業 継続 Ｐ106 

事業内容 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。 

計画 小型除雪機械の貸出 

実施状況 小型除雪機械を４団体に貸し出し 

（大曲南ヶ丘町内会、大曲幸町内会、高台Ｅ２自治会、里見5・6丁目自治会） 

 

 

 ●地域交通対策や自転車ネットワークの検討 

 

５章１節 自転車駐車場管理事業 継続 Ｐ99 

事業内容 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。 

計画 自転車駐車場等の管理運営 

実施状況 自転車駐車場 4箇所開設（利用期間 平成28年4月1日～11月30日） 

 

 

５章４節 サイクルネットワーク活用事業 継続 Ｐ105 

事業内容 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。 

計画 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 

実施状況 引き続き未整備区間の調査・研究を実施 

 

 

５章４節 生活バス路線確保対策事業 継続 Ｐ105 

事業内容 市民の日常生活に不可欠な生活バス路線を確保・維持し、市民生活の利便を図

るため、市内完結バス路線の運行経費の一部を乗合バス事業者へ補助する。 

また、公共交通に関する学校授業等を実施する。 

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

実施 

実施状況 補助金支出額 4,000,000円（市内完結バス路線の運行欠損額一部補助） 
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６章１節 生活バス路線利用促進事業 新規 Ｐ121 

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

する。 

計画 高齢者、運転免許証返納者へのバス運賃の助成 

実施状況 ①高齢者バス利用助成 1,737件、②運転免許返納者バス利用助成 90件 

 

 

（４）地球環境への配慮 

 ●省エネやエコ 

 

３章１節 太陽光発電システム等設置支援事業 継続 Ｐ70 

事業内容 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。 

計画 太陽光発電システムの設置に対する助成 

実施状況 太陽光発電システム設置補助 16件 

 

 

３章１節 温暖化対策推進事業 継続 Ｐ70 

事業内容 北広島市地球温暖化対策実行計画に基づき、市民及び事業者等が一丸となって 

地球温暖化防止に取り組み、二酸化炭素などの温室効果ガスの削減を図る。 

計画 環境ひろば、エコドライブ講習会の開催、温暖化対策事業の実施 

実施状況 環境ひろばの開催 来場者 500名、エコドライブ講習会 2回 6名 

 

３章１節 温暖化対策推進事業 拡大 Ｐ70 

事業内容 二酸化炭素などの温室効果ガスの削減を図るため、高効率給湯暖房器、ペレッ

トストーブ等を設置するための支援を行う。 

計画 高効率給湯暖房器、ペレットストーブ等を設置するための支援の実施 

実施状況 高効率給湯暖房機等設置補助 13件 

 

 

３章１節 環境啓発推進事業 継続 Ｐ71 

事業内容 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。 

計画 自然観察会、野鳥観察会、エコクッキング、エコ講座の開催 

実施状況 自然観察会 6回 150名、野鳥観察会 1回 12名、エコクッキング 1回 25名 
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３章１節 環境保全事業 継続 Ｐ70 

事業内容 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。 

計画 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 

実施状況 引き続き大気・水質・悪臭・騒音・空間放射線量率等の監視・測定を実施 

 
 

３章２節 生ごみ処理事業 継続 Ｐ70 

事業内容 下水道汚泥と併せて生ごみのバイオガス化処理を実施。 

計画 生ごみのバイオガス化処理 

実施状況 処理実績（H28.4～28.12）家庭系1071.12ｔ、事業系63.72ｔ、合計1134.84ｔ 

 
 

３章２節 粗大ごみリユース事業 継続 Ｐ72 

事業内容 最終処分場の延命化を図るため、粗大ごみとして排出された家具等の修繕を行

いリユースすることにより、埋め立てごみの減量を図る。 

計画 リユース事業（収集、修繕、展示、販売）の実施 

実施状況 抽選会開催数 10回、延べ展示品数 181台、申込者数 940名、 

販売台数 152台（うち即売品48台） 

 
 

５章６節 し尿処理事業 継続 Ｐ72 

事業内容 本市のし尿・浄化槽汚泥及び長沼町・由仁町・南幌町のし尿・浄化槽汚泥を事

務委託によりバイオガス化処理を行う。 

計画 し尿・浄化槽汚泥のバイオガス化処理 

実施状況 処理実績 10,151,600リットル 

 
 

 ●緑の保全や景観づくり 

 

３章３節 森林保全活用事業 継続 Ｐ74 

事業内容 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。 

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

支援等 

実施状況 森林整備に係る各種委託の実施（市有林巡視等維持管理業務委託、富ヶ岡市有

林下刈業務委託、仁別市有林樹木管理委託）、北広山登山道修繕 ほか 
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３章３節 輪厚川親水事業 継続 Ｐ75 

事業内容 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。 

計画 輪厚川河川敷草刈等、輪厚川と親しむ会への支援 

実施状況 輪厚川と親しむ会への支援（交付金 105,000円、輪厚川釣り大会の実施ほか）、 

河川敷等草刈りの実施（輪厚川親水広場草刈等委託） 

 

 

（再掲） 

３章３節 緑化推進事業 継続 Ｐ74 

事業内容 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。 

計画 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 

実施状況 オープンガーデン見学会の実施 197人、花のまちコンクールの開催 74件、 

誕生記念樹（1回目）61件、誕生記念樹（2回目）68件、 

緑化推進委員会への交付金、花の会への交付金、緑化協議の開催 13件 

 

 

３章３節 緑の活動拠点整備事業 継続 Ｐ74 

事業内容 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。 

計画 家屋等の維持管理、遊歩道修繕、活動用資材等の購入 

実施状況 富ヶ岡の森駐車場の修繕、富ヶ岡倉庫の塗装等修繕 

 

 

５章７節 都市景観形成事業 継続 Ｐ111 

事業内容 北海道景観条例に基づき、地域の個性を生かした魅力ある都市景観づくりを進

め、快適で美しい街並みの形成と維持を図るため、届出対象となる建築物など

についての協議指導、都市景観の啓発及び屋外広告物の指導、違反広告物の簡

易除去を実施する。 

計画 景観法に基づく協議・指導、都市景観の啓発、違反広告物の指導・除去 

実施状況 違反広告物の簡易除去を実施 除去件数336件 

 
【４４事業（新規４事業、拡大４事業）】 

 


