
【 新 規 事 業 】

【 拡 大 事 業 】

　　　※ ○数字は、市長選挙公約関連事業

計 画 事 業 名

事 業 概 要

年 度 計 画

担 当 課

【２０１７推進計画のパブリックコメントについて】

平成２９年度から平成３１年度に市が新規または拡大を予定している事業について、市民の皆様からご意見を募集します。

　　　掲載事業

　今回策定する2017推進計画から、新たに実施を予定している事業です。

（企画財政部 企画課）

　事業の概要について掲載しています。

　各年度ごとに実施しようとする事業内容について掲載しています。

　事業を担当する課を記載しています。

　すでに実施している事業のうち、2017推進計画から事業内容を拡大して実施を予定している事業です。

　　　掲載内容

　計画事業の名称を記載しています。
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【新規事業】　今回策定する2017推進計画から、新たに実施を予定している事業です。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

1 ふるさと応援事業
　まちのＰＲと交流人口の増加を図るため、ふる
さと納税返礼品を導入する。

・ふるさと納税返礼品の
周知
・返礼品の贈呈

・ふるさと納税返礼品の
周知
・返礼品の贈呈

・ふるさと納税返礼品の
周知
・返礼品の贈呈

企画課

2 ふるさと奨学金事業

　次代を担う人材の確保を図るため、卒業後に
地元へ就職し、北広島市内に居住した者に対
し、本人が貸与を受けている奨学金の返済を支
援する。

・制度周知
・登録の申請受付
・登録者の認定

・制度周知
・登録の申請受付
・登録者の認定

・制度周知
・登録の申請受付
・登録者の認定
・補助金支給

企画課

③
子育て世代マイホーム購
入サポート事業

　子育て世代の移住・定住を促進するため、市
内に住宅を取得するための費用を助成する。ま
た、親世代との同居・近居、転入など一定の条
件に応じた加算型の助成事業として実施する。

子育て世代マイホーム
購入サポート支援の実
施

子育て世代マイホーム
購入サポート支援の実
施

子育て世代マイホーム
購入サポート支援の実
施

企画課

4 地域防災計画改訂事業
　水防法改正による浸水想定区域の見直し等に
伴い、防災ガイドブックの改訂を行う。

防災ガイドブックの改
訂・印刷・配布

防災・
庁舎建設課

5
障がい支援計画策定事
業

　障がい支援計画（障害者基本法に基づく障が
い者福祉計画、障害者総合支援法に基づく障
がい福祉計画及び児童福祉法に基づく障がい
児福祉計画を一体的に策定した計画）を策定す
る。

障がい支援計画の策定 福祉課

⑥
夜間急病センター、福祉
センター内施設等移転整
備事業

　夜間急病センター、子ども発達支援センター
及び社会福祉協議会が入っている福祉センター
の施設・設備の老朽化、狭あいなどの課題によ
る再整備の必要性から、社会医療法人即仁会が
旧北広島病院跡地に建設する施設への移転整
備について検討する。また、生活困窮者自立相
談支援事業所「ぽると」についても併せて同施設
への移転を検討する。

夜間急病センター、福
祉センター内施設等の
移転整備の検討

夜間急病センター、福
祉センター内施設等の
移転整備の検討

夜間急病センター、福
祉センター内施設等の
移転整備の検討

健康推進課

7
耐震改修促進計画改定
事業

　耐震化率、被害想定等の見直しに伴い、耐震
改修促進計画の改定を行う。

耐震改修促進計画の
改定

建築課

事業概要
年度計画

担当課№ 計画事業名
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【新規事業】　今回策定する2017推進計画から、新たに実施を予定している事業です。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

8
東部中学校校舎大規模
改造事業

　校舎棟の大規模改造工事を実施する。
大規模改造工事
工事監理委託

大規模改造工事
工事監理委託

教育総務課

9
北の台小学校講堂防音
機能復旧事業

　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。

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理委託

教育総務課

10
大曲小学校校舎防音機
能復旧事業

　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。

実施設計
防音機能復旧工事
工事監理委託

教育総務課

11
スポーツ振興計画策定事
業

　健康スポーツの計画的な環境整備が求められ
ていることから、スポーツ振興に係る基本計画を
策定する。

市民意識調査の実施
市民検討委員会の開
催

市民検討委員会の開
催

社会教育課

12
青少年芸術文化大会出
場支援事業

　青少年における芸術文化に関する大会に出場
する個人又は団体に対し、その費用の一部を助
成する。

小学生、中学生、高校
生を対象に、大会出場
に係る交通費等の一部
助成

小学生、中学生、高校
生を対象に、大会出場
に係る交通費等の一部
助成

小学生、中学生、高校
生を対象に、大会出場
に係る交通費等の一部
助成

文化課

⑬
旧島松駅逓所大規模改
修事業

国指定史跡旧島松駅逓所の改修 改修内容調査の実施 耐震診断
防災設備工事
修理基本設計

エコミュージ
アムセンター

14
水道事業検針・収納等業
務委託事業

　水道料金が担当する窓口・検針・収納・開閉栓
等一連の業務を包括的に委託し、効率的な業
務遂行と高い技術力によりきめ細やかな対応を
実施する。

窓口・検針・収納・開閉
栓等一連の業務を包括
的に委託化

窓口・検針・収納・開閉
栓等一連の業務を包括
的に委託化

窓口・検針・収納・開閉
栓等一連の業務を包括
的に委託化

業務課

15
水道事業経営戦略策定
事業

　水道事業の中長期的な経営の基本計画であ
る「経営戦略」を策定する。

経営戦略の策定 経営戦略の進行管理 経営戦略の進行管理 業務課

№ 計画事業名 事業概要
年度計画

担当課
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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

1
男女共同参画推進事業
（拡大）

　男女共同参画への意識啓発や学習活動のセ
ミナーのほか、ワーク・ライフ・バランスの実現に
向けて取り組む企業を支援する。

・男性育児休業取得助
成金
・ワーク・ライフ・バランス
環境整備助成金

・男性育児休業取得助
成金
・ワーク・ライフ・バランス
環境整備助成金

・男性育児休業取得助
成金
・ワーク・ライフ・バランス
環境整備助成金

企画課

2 広報紙発行事業（拡大）
　広報紙の特集記事編集体制強化のため、現
在直営で実施している「お知らせ」欄の編集業
務を広報紙編集業務委託に追加する。

広報紙編集業務委託
（拡大分）

広報紙編集業務委託
（拡大分）

広報紙編集業務委託
（拡大分）

政策広報課

3 空き家対策事業（拡大）

　空家等対策計画について協議するため、空家
等対策推進協議会を開催するとともに、特定空
家等の認定について調査審議すため、現地調
査及び空家等対策審議会を開催する。

・空家等対策計画策定
・空き家実態調査及び
データベース化

市民課

4
人権意識の普及啓発事
業（拡大）

　人権啓発活動地方委託事業の一環として、北
海道から事業が再委託されることから、講演会等
の事業を実施する。

講演会・横断幕作成・
人権花植え の実施

市民課

5
ごみ減量化・資源化対策
事業（拡大）

　処理量の中で大きな割合を占めている紙類の
資源化について、減量化・資源化に向けた施策
を推進する。

ミックスペーパーの資源
化

ミックスペーパーの資源
化

ミックスペーパーの資源
化

環境課

6
障がい者相談支援事業
（拡大）

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

相談支援員の増 （６名
→７名）

相談支援員の増 （６名
→７名）

相談支援員の増 （６名
→７名）

福祉課

7
介護保険制度改革事業
（拡大）

　介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護を
介護予防日常生活支援総合事業に移行する。
また、包括的支援事業において、生活支援体制
整備事業などを平成29年度より実施する。

・生活支援体制整備事業
・地域包括ケア推進事業
・介護人材確保対策

・生活支援体制整備事業
・地域包括ケア推進事業
・介護人材確保対策

・生活支援体制整備事業
・地域包括ケア推進事業
・介護人材確保対策

高齢者
支援課

⑧
高齢者支援サービス事業
（拡大）

　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。

間口の置き雪処理サー
ビスの実施

間口の置き雪処理サー
ビスの実施

間口の置き雪処理サー
ビスの実施

高齢者
支援課

【拡大事業】　すでに実施している事業のうち、2017推進計画から事業内容を拡大して実施を予定している事業です。

№ 計画事業名 事業概要
年度計画

担当課
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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

⑨
子ども医療費助成事業
（拡大）

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

・システム改修
・医療機関及び保護者
への制度周知

医療費の給付 医療費の給付 保険年金課

10
教育・保育施設給付事業
（拡大）

　私立教育・保育施設の運営に必要な経費の給
付事業

・年齢別・階層別に利
用者負担額の見直し
・保育定員を10名拡大
（2施設）
・認定こども園（幼稚園1
施設）
・施設型給付（幼稚園2
施設）

保育課

11
地域子育て支援センター
運営事業（拡大）

　移転にあたり、地域子育て支援センターとして
現在使用している建物に設置した設備等を撤去
する。

新庁舎への移転に伴う
原状回復費

子育て支援
センター

12
市道整備事業（補助）
２０１７拡大分

　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。

・輪厚三島線 測量設計
L=1.4km 用地補償
・南９号線 測量設計
L=0.65km 自歩道整備
L=260m

輪厚三島線 歩道整備
L=400m
南９号線 自歩道整備
L=270m

輪厚三島線 歩道整備
L=400m
南９号線 自歩道整備
L=120m

都市整備課

13
市道整備事業（単独）
２０１７拡大分

　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。

・あゆみ通線 交差点改
修 用地補償
・西の里中央通

都市整備課

14
木造住宅耐震診断・改修
支援事業（拡大）

　木造住宅の耐震化の促進を図るため、昭和56
年5月31日以前に建築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
（20千円→40千円）
・耐震改修の助成

・耐震診断の助成
（20千円→40千円）
・耐震改修の助成

・耐震診断の助成
（20千円→40千円）
・耐震改修の助成

建築課

15
学校教育団体活動支援
事業（拡大）

・アクティブ・ラーニングの導入や、プログラミング
教育の必修化等に係る教職員の指導力向上費
として補助金を増額する。

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

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

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

教育総務課

【拡大事業】　すでに実施している事業のうち、2017推進計画から事業内容を拡大して実施を予定している事業です。

№ 計画事業名 事業概要
年度計画

担当課
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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

16
特別支援教育推進事業
（拡大）

　通常学級に在籍する特別な支援を必要とする
児童の生活面や学習支援等を行う特別支援教
育支援員を配置する。

特別支援教育支援員
の追加配置（3名）

特別支援教育支援員
の追加配置（3名）

特別支援教育支援員
の追加配置（3名）

学校教育課

17
学校施設（体育館）開放
事業（拡大）

　現在、臨時職員へ委嘱し対応している管理業
務を、業者への委託業務へ移行する。

市内小中学校14校で
実施

市内小中学校14校で
実施

市内小中学校14校で
実施

社会教育課

⑱
学校給食衛生管理事業
（拡大）

　高度衛生管理への対応や、食物アレルギー対
応、また、老朽化・狭隘化した現有施設・設備へ
の対応など、課題に取り組むための学校給食の
あり方や対応方策等について検討する。

・今後の給食のあり方に
係る給食運営委員会の
開催
・同規模・同事業実施
地の視察等

HACCP、ドライ方式、食
物アレルギー、施設設
備の老朽化等への対処

学校給食
センター

19
防火委員会推進事業
（拡大）

　防火委員会と連携した積極的な各防火クラブ
の育成及び各クラブによる防火活動の充実を図
る。

防火クラブ新規結成 防火クラブ新規結成 防火クラブ新規結成 予防課

【拡大事業】　すでに実施している事業のうち、2017推進計画から事業内容を拡大して実施を予定している事業です。

№ 計画事業名 事業概要
年度計画

担当課
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