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【 継続事業 】

妊娠届出のあった妊婦で出生時に母子と
もに住所登録が当市にある者を対象に、
妊娠期間中に産婦人科医院や診療所・助
産所に受診する際の通院に要する費用を
助成する。

妊婦健康診査通院助成 妊婦健康診査通院助成 妊婦健康診査通院助成

妊婦健康診査通院
支援事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 6,422 6,408 6,408

【 継続事業 】

安心して出産できる環境を整備するため、
分娩のできる産科の開設に向け、その開
設経費に対する補助制度について検討を
行う。

産科誘致に係る補助制度
の検討

産科誘致に係る補助制度
実施

産科誘致に係る補助制度
実施

産科誘致推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 0 0 0

第１節　地方創生の推進 施策１　妊娠・出産・子育て環境の充実

施策２　新しい人の流れの創出

施策３　魅力的なまちの形成

施策４　新たな事業・価値の創造

【施策１　妊娠・出産・子育て環境の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

子育て世帯の経済的負担の軽減と、出産
後における育児支援等を目的に、出産祝
い金とファミリーサポートセンターの利用無
料券を交付する。

出産祝金の支給
ファミリー・サポート・セン
ター利用無料券の交付

出産祝金の支給
ファミリー・サポート・セン
ター利用無料券の交付

出産祝金の支給
ファミリー・サポート・セン
ター利用無料券の交付

健やか子育て支援
事業

[ 一般会計 ]

企画課
子育て支援センター

事業費（千円） 3,445 3,989 4,289

【 継続事業 】

地域資源やまちの魅力を発信するプログ
ラムを活用し、結婚を希望する人たちの出
会いの場を提供する。

きたひろコンカツの実施 きたひろコンカツの実施 きたひろコンカツの実施

北広島婚活支援事
業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 500 500499
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

15,104

【 継続事業 】

出産や育児等で仕事にブランクのある女
性を対象に、ビジネスマナー、パソコンス
キル習得の座学研修と就職を目的とした
職場実習を行い、職場復帰を目指す。

座学、職場実習などの実
施

座学、職場実習などの実
施

座学、職場実習などの実
施

働きたい女性のため
の再就職支援事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 14,029 15,104

【 継続事業 】

多子世帯の経済的負担を軽減するため、
年収640万円未満相当世帯の3歳未満児
を対象に、多子判定の年齢制限を撤廃
し、第2子以降の保育料を無償化する。

多子世帯の経済的負担軽
減を実施

多子世帯の経済的負担軽
減を実施

多子世帯の経済的負担軽
減を実施

多子世帯子育て支
援事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 0 0 0

【 継続事業 】
体外受精、顕微授精以外の治療法によっ
て妊娠の見込みがないか、極めて少ない
と医師に診断された法律上の婚姻関係に
ある夫婦で、北海道の特定不妊治療費助
成の決定を受けた方を対象に不妊治療に
要する費用を助成する（北海道からの助
成費用を差し引いた自己負担分について
の助成）。

特定不妊治療費助成 特定不妊治療費助成 特定不妊治療費助成

特定不妊治療助成
事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 2,018 4,523 4,523
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20,809

49,112

【 継続事業 】

訪日外国人観光客などの誘致による交流
人口の拡大を図るため、エルフィンロード
など地域資源を活用し、自転車を核とした
コンテンツづくり及びブランディングと観光
案内所・観光案内版等の環境を整備す
る。

サイクリングツアーの開催
サイクリングマップの作成
サイクルスタンドの設置
首都圏等へのプロモーショ
ン
インバウンド向けサイクリン
グ招聘ツアー等の実施

サイクリングツアーの開催
サイクリングマップの作成
サイクルスタンドの設置
首都圏等へのプロモーショ
ン
観光案内板等の設置
観光ガイド等の人材育成
インバウンド向けサイクリン
グ招聘ツアー等の実施

サイクリングツアーの開催
サイクリングマップの作成
サイクルスタンドの設置
首都圏等へのプロモーショ
ン
観光案内板等の設置
観光ガイド等の人材育成
インバウンド向けサイクリン
グ招聘ツアー等の実施

サイクルツーリズム
等観光拠点整備事
業

[ 一般会計 ]

観光振興課 事業費（千円） 14,901 20,809

【 継続事業 】

北広島市の知名度向上を目的に、来市を
促し直接まちを知ってもらうほか、特産品
により、まちの魅力を感じてもらえるよう
な、ふるさと納税返礼品を贈呈することに
より、交流人口の増加を図る。

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

ふるさと応援事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 13,181 1,520 1,520

【 継続事業 】

子育て世代の移住・定住を促進するため、
市内への転入者等を対象に、住宅を取得
するための費用を助成する。
また、子育ての安心と親世代の安心につ
ながる同居・近居を支援する。

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

子育て世代マイホー
ム購入サポート事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 23,505 49,112

【 継続事業 】

今後社会を支えていく大学生にとって北広
島市を第２の故郷にしてもらい、シティセー
ルスや将来の定住につなげるため、大学
入学に伴い親元を離れ市内に居住（住民
票を異動）する学生に対して補助金を支給

補助金の支給 補助金の支給 補助金の支給

大学生市内居住推
進事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 1,505 2,466 2,466

【施策２　新しい人の流れの創出】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

子育て世代や婚姻者を対象に、移住・定
住を促進するため、新たに転入し賃貸住
宅に居住した方へ家賃の一部を支援す
る。

制度設計・事業周知 賃貸住宅家賃補助の実施 賃貸住宅家賃補助の実施

若年者住まい安心
サポート事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 0 15,100 15,000
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378

31,355

1,200

7,627 7,627

事業費（千円） 1,000 1,000

【 継続事業 】

子どもを取り巻く社会環境の変化に伴う
様々な教育課題に対応していくため、小中
９年間で「連続した学び」を保障する一貫
教育を推進し、学力や社会性などの「生き
る力」の育成を図る。

新しい学校づくり審議会
（仮称）及び小中一貫教育
推進委員会の設置
小中一貫教育講演会・各
中学校区での「教育を語る
会」の開催
先進地視察の実施
小中一貫教育全国サミット
への参加

全市一斉の小中一貫教育
開始
新しい学校づくり審議会、
小中一貫教育推進委員
会、講演会・各中学校区で
の「教育を語る会」などの
開催
先進地視察の実施
小中一貫教育全国サミット
への参加

各中学校区の一貫教育カ
リキュラムの検証
小中一貫教育全国サミット
への参加

小中一貫教育推進
事業

[ 一般会計 ]

小中一貫教育課 事業費（千円） 1,144

【 継続事業 】

生活バス路線の維持・確保を目的に、利
用者の増加に向けた取り組みを推進す
る。

高齢者バス利用助成
運転免許証返納者バス利
用助成

高齢者バス利用助成
運転免許証返納者バス利
用助成

高齢者バス利用助成
運転免許証返納者バス利
用助成

生活バス路線利用
促進事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 6,583

【 継続事業 】

市内5地区のうち高齢化率が最も高い北
広島団地地区に若い世代を呼び込み、多
世代が暮らす地区形成を図るため、北広
島団地地区に愛称を設定するなど、若い
世代にも響くようなイメージ戦略を推進す
る。

子育て世代に響くような愛
称の制作
移住促進モニターツアーの
実施
平成28年度に制作したイ
メージアップ動画等の公開

新しく決定した愛称のPR動
画の制作・公開
移住促進モニターツアーの
実施

愛称のPR動画の公開
移住促進モニターツアーの
実施

北広島団地イメージ
アップ事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 2,200

【 継続事業 】

空き家の解体やリフォームを支援し、空き
家の流動化を促進する。

解体・リフォーム支援の実
施

解体・リフォーム支援の実
施

解体・リフォーム支援の実
施

空き家流動化促進
事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当） 事業費（千円） 9,005 31,355

【施策３　魅力的なまちの形成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

子育て世代に広い住生活空間を提供する
とともに、高齢者に利便性の高い住宅へ
の住み替えを促進する。

住み替え支援協議会の運
営
住み替え相談
住み替えセミナー・相談会
の開催
住み替え支援助成

住み替え支援協議会の運
営
住み替え相談
住み替えセミナー・相談会
の開催
住み替え支援助成

住み替え支援協議会の運
営
住み替え相談
住み替えセミナー・相談会
の開催
住み替え支援助成

住み替え支援事業

[ 一般会計 ]

企画課

【 継続事業 】

子どもたちの進学の希望を叶え、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
返還を支援する。

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

ふるさと奨学金事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 33 33 1,875

1,970

1,652

1,972
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1,405

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業費（千円） 15,746

【 継続事業 】

本市の都市構造を踏まえ、居住機能・都
市機能・公共施設の適正な立地、公的不
動産の有効活用等により、本市の特性に
応じた持続可能なコンパクトシティの形成
を図るため、その指針となる立地適正化
計画を策定する。

立地適正化計画策定
パブリックコメントの実施
計画策定支援業務委託
庁内策定会議の開催
計画運用の庁内体制の整
備
《平成29年度終了》

立地適正化計画策
定事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当） 事業費（千円）

746

【 継続事業 】

市内在住の子どもたちが将来の夢を叶え
るために、今チャレンジしたいことをまち全
体(市民・企業・団体・行政等）で支援する。

チャレンジの選考
チャレンジ実現に向けた支
援
事業報告会

チャレンジの選考
チャレンジ実現に向けた支
援
事業報告会

チャレンジの選考
チャレンジ実現に向けた支
援
事業報告会

子ども夢チャレンジ
応援事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 1,654 1,655 1,655

【 継続事業 】

公共交通の現状と課題等を踏まえ、将来
を見据えた持続性ある公共交通のあり方
や方向性を明確にし、本市にとって望まし
い公共交通網の形成に向けた計画を策定
する。

地域公共交通網形成計画
の策定
地域公共交通活性化協議
会の運営

地域公共交通網形成計画
に基づく事業の実施
地域公共交通再編
実施計画及び実証調査の
検討
地域公共交通活性化協議
会の運営
※事業名変更予定

地域公共交通網形成計画
に基づく事業の実施（地域
公共交通再編実施計画に
基づく事業の実施）
地域公共交通活性化協議
会の運営

地域公共交通網形
成計画策定事業

[ 一般会計 ]

企画課

【 継続事業 】

首都圏で活躍する本市にゆかりのある会
員が相互に連絡・交流することにより、移
住促進、企業誘致、人材育成など、まちづ
くりの様々な分野における首都圏との幅広
い人脈やネットワークを形成する。

発起人会の開催
設立総会及び交流会の開
催
役員会の開催
東京きたひろしま会の運営
（事務局）～会員募集、メー
ルマガジン配信等

総会及び交流会の開催
役員会の開催
会員募集、SNS運営、メー
ルマガジン配信等

総会及び交流会の開催
役員会の開催
会員募集、SNS運営、メー
ルマガジン配信等

（仮称）東京きたひろ
しま会設立事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 1,263 1,405

10,328

11,617
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働きたい女性のため
の企業合同雇用促
進事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 4,945 5,203 5,203

【施策４　新たな事業・価値の創造】

5,007

【 継続事業 】

新規事業の創出による産業の振興、雇用
機会の創出及び市内居住を交付要件とし
た定住促進を目的とし起業者に対して補
助を行う。

市内で開業する新規個人
事業者に対し店舗改装費
用の一部を補助

市内で開業する新規個人
事業者に対し店舗改装費
用の一部を補助

市内で開業する新規個人
事業者に対し店舗改装費
用の一部を補助

起業支援促進事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 5,287 5,287

【 継続事業 】

農産物を原材料とした加工品の製造・販
売など、六次産業化や農商工連携といっ
た農産物の付加価値を高め、農業者の所
得向上や雇用促進につなげる事業を支援
する。

農家等へのセミナーの開
催
（仮称）北広島市六次産業
化・地産地消推進協議会
の設立
北広島市六次産業化等に
関する戦略（市町村戦略）
の策定
（仮称）北広島市六次産業
化支援事業補助金の創設

農家等へのセミナーの開
催
補助事業実施（３件）
アドバイス事業委託

農家等へのセミナーの開
催
補助事業実施（３件）
アドバイス事業委託

六次産業化等支援
事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円）

【 継続事業 】

採用ニーズが高いパートタイマーに特化し
たイベント（セミナー、合同企業説明会、企
業見学会）を実施し、市内企業の求人業
務の効率化を図る。また、働くことに不安
を抱える主婦層にイベントを通じて就職意
欲の促進を図る。

就業セミナーの実施
合同企業説明会、企業見
学会の実施

就業セミナーの実施
合同企業説明会、企業見
学会の実施

就業セミナーの実施
合同企業説明会、企業見
学会の実施

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

200 9,750 11,050
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【 継続事業 】
市民協働推進会議による審議や評価をも
とに公益活動団体への支援を行い、市と
公益活動団体との協働事業を促進する。
地域住民の自主的なまちづくりを推進し、
地域の活性化に資するため、自治会、町
内会等の地域住民により構成する団体が
行う地域の特色を活かしたまちづくり活動
への助成を行う。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

第２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

412

平成３１年度

【 継続事業 】

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を行い、
行政への市民参加の促進を図る。

市民参加推進会議の開催
市民参加手続きの進行管
理

市民参加推進会議の開催
市民参加手続きの進行管
理

市民参加推進会議の開催
市民参加手続きの進行管
理

291 291

施策４　地域コミュニティの醸成

【施策１　市民参加の推進】

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】
市政の振興に寄与した方や衆人の模範と
認められる行為があった方の功績や事績
をたたえ、市が感謝の意を表すことで、各
分野で地道に活動している方への激励や
市民の市政に対する意識向上を図り、市
民との協働のまちづくりや市の自治振興
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

市表彰事業

[ 一般会計 ]

総務課 事業費（千円） 673 729 729

市民参加推進事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円）

平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

市民協働推進会議の開催
補助金、協働事業提案制
度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

市民協働推進会議の開催
補助金、協働事業提案制
度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

市民協働推進会議の開催
補助金、協働事業提案制
度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

4,556企画課 事業費（千円） 4,480 4,556

【 継続事業 】

団体相互の交流や日常のミーティング場
所の提供など、活動に必要な支援機能の
充実を図るため、（仮称）公益活動セン
ターを整備する。

（仮称）公益活動センター
の整備に向けた検討

（仮称）公益活動センター
の整備に向けた検討

（仮称）公益活動センター
の整備に向けた検討

0 0

公益活動センター整
備事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 0

事業名
（担当課）

事業内容

【施策３　公益活動の促進】

市民協働推進事業

[ 一般会計 ]

【施策２　協働の推進】
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1,000

市役所隣接地（民有地）について、庁舎敷
地の利便性の向上や、東部市街地の活性
化の観点から、求心的な土地利用を図る
ため、当該土地を取得し、市民が集い交
流できる場として整備する。

地区住民センター等の備
品購入
住民集会所備品整備費の
助成
住民集会所補修費の助成

地区住民センター等の備
品購入
住民集会所備品整備費の
助成
住民集会所補修費の助成

【施策４　地域コミュニティの醸成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

コミュニティ施設整
備事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 1,000 1,000

【 継続事業 】

生きがいのある明るく住みよいまちづくり
を推進するため、地域社会の維持及び形
成に資する地域的な共同活動を実施する
町内会自治会等の活動費の一部を助成
することにより、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

11,813 11,813

造成工事

（仮称）市民交流広
場整備事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当） 事業費（千円） 4,634 99,000

地域コミュニティ推
進事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 11,764

【 継続事業 】

実施設計
地形測量

【 新規事業 】
東記念館は、平成2年に建設され27年が
経過し、外壁の一部であるガラスブロック
部からの雨漏りや給水管からの漏水な
ど、施設・設備が全体的に老朽化が進ん
でいるため、大規模改修を実施し、施設の
長寿命化及び利用者が安全かつ快適に
使用できる環境を整える。

実施設計業務委託
大規模改修工事
工事施工監理委託
会館備品購入

東記念館大規模改
修事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 4,180 108,991

【 継続事業 】
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用を助
成し、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の備
品購入
住民集会所備品整備費の
助成
住民集会所補修費の助成
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【施策４　あらゆる暴力根絶への取組み】

第３節　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１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革

【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４　あらゆる暴力根絶への取組み

【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】

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】

男女共同参画推進
事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 1,866

平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

「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。
また、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・バランスのに取組む企業を支援する。

男女共同参画、セミナーの
開催、男女共同参画推進
委員会の開催、情報紙え
みんぐの発行、女性法律
相談・各種啓発パネル展
の実施、ワーク・ライフ・バ
ランス企業支援への取組
み

男女共同参画、セミナーの
開催、男女共同参画推進
委員会の開催、情報紙え
みんぐの発行、女性法律
相談・各種啓発パネル展
の実施、ワーク・ライフ・バ
ランス企業支援への取組
み、市民意識調査の実施
（５年ごと）

男女共同参画、セミナーの
開催、男女共同参画推進
委員会の開催、情報紙え
みんぐの発行、女性法律
相談・各種啓発パネル展
の実施、ワーク・ライフ・バ
ランス企業支援への取組
み

1,660 1,327

- 122 -



第６章　にぎわい・活力のあるまち

総合計画推進事業

【 継続事業 】
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
策評価を行う。
市民ニーズや社会経済状況の変化に対
応するため、市民満足度調査を実施す
る。

事務事業評価の実施
補助金等評価の実施
外部評価の実施（推進計
画の進行管理）
市民満足度調査

事務事業評価の実施
補助金等評価の実施
外部評価の実施（推進計
画の進行管理）
市民満足度調査

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

148

施策４　行政サービスの充実

施策５　組織・職員の活性化

施策６　新庁舎の整備

【 継続事業 】

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ＰＤＣ
Ａサイクルを定着させ、効率的で効果的な
行政運営をめざす。

2018推進計画の策定
推進計画パブリックコメント
の実施
総合計画推進委員会の運
営
進行管理状況の公表
市民会議の開催

2019推進計画の策定
推進計画パブリックコメント
の実施
総合計画推進委員会の運
営
進行管理状況の公表
市民会議の開催

2020推進計画の策定
推進計画パブリックコメント
の実施
総合計画推進委員会の運
営
進行管理状況の公表
市民会議の開催

580 580

【 継続事業 】

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

ファーストマイホーム支援
の実施
《平成29年度終了》

ファーストマイホーム
支援事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 35,007

企画課 事業費（千円） 571

【 継続事業 】

市有物件等を活用した住宅において移住
体験事業を実施し、北広島が持つ住み良
い環境への理解などを深めてもらうととも
に、体験をモニターとして事業への反映、
情報発信など活用する。

おためし移住事業の実施
及びモニター発信

おためし移住事業の実施
及びモニター発信

おためし移住事業の実施
及びモニター発信

1,7521,420

おためし移住事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 1,752

企画課 事業費（千円） 143

[ 一般会計 ]

事務事業評価の実施
補助金等評価の実施
外部評価の実施（推進計
画の進行管理）
市民満足度調査

施策３　健全な財政運営

【施策１　効率的な行財政運営】

政策評価事業

[ 一般会計 ]

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

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

148
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【 継続事業 】

平成8年9月1日に市制を施行し、平成28
年度に20周年の節目の年を迎えることか
ら、先人の遺徳に深く敬意と謝意を表すと
ともに、本市の将来の発展を願って市民と
市制施行20周年を記念し、記念式典及び
記念事業を開催する。

《平成28年度終了》

シティセールス推進
事業

[ 一般会計 ]

政策広報課 事業費（千円） 7,371

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

総合戦略の効果的かつ着実な推進に向
けて、戦略に位置付ける施策・事業につい
てKPI（目標値）に基づく効果等を検証し、
PDCAサイクルによる進行管理を行う。

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表
次期総合戦略に向けた検
討

総合戦略推進事業

[ 一般会計 ]

330 633

5,553

317

事業名
（担当課）

市制施行２０周年記
念事業

[ 一般会計 ]

総務課 事業費（千円）

7,371

企画課 事業費（千円）

【 継続事業 】
人口減少傾向にあるなか、持続可能な都
市経営に向けて、人口増加のための定住
や移住の促進などを推進していくため、庁
内外の関係機関との連携、協力のもと、ま
ちの魅力を発信するとともに、市民がまち
に愛着を持つことを促進する施策を推進
する。

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの
実施

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの
実施

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの
実施
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【 継続事業 】
公共施設の老朽化や少子高齢化が進む
なか、効率的な公共施設の運営・管理と
市民サービスの向上の両立を目指し、現
有公共施設を活かしながら、新たなニーズ
や地域の特性に合った公共施設の適正管
理を進めるため、その指針となる公共施
設等総合管理計画を策定する。

《平成28年度終了》

財政課 635

公共施設等総合管
理計画策定事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当） 事業費（千円）

事業費（千円） 182 112

【 継続事業 】 「持続可能な財政運営の推進」「機能的な
行政運営の推進」「市民協働・官民連携の
推進」を基本目標とした行財政改革大綱・
実行計画（H27～H32）に基づき、北広島
市行財政改革推進委員会を開催しなが
ら、行財政システム全般についての改革を
行う。
また、権限移譲等の地方分権改革へ対応
する。

行財政改革推進委員会、
行財政改革推進本部会議
の開催
行財政改革大綱・実行計
画の進行管理・見直し

行財政改革推進委員会、
行財政改革推進本部会議
の開催
行財政改革大綱・実行計
画の進行管理

行財政改革推進委員会、
行財政改革推進本部会議
の開催
行財政改革大綱・実行計
画の進行管理

112

【 継続事業 】

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
行休止
（地方公共団体金融機構
創設による資金確保、市中
銀行の金利の低下による
コストの低下等の状況から
休止）

北広島市エルフィン債の発
行休止
（地方公共団体金融機構
創設による資金確保、市中
銀行の金利の低下による
コストの低下等の状況から
休止）

北広島市エルフィン債の発
行休止
（地方公共団体金融機構
創設による資金確保、市中
銀行の金利の低下による
コストの低下等の状況から
休止）

[ 一般会計 ]

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度

0 0

【施策３　健全な財政運営】

住民参加型市場公
募債の発行事業

[ 一般会計 ]

【施策２　行財政改革の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

【 継続事業 】

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、市民生活の安
定を図る。

無料法律相談の実施

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

行財政改革推進事
業

[ 一般会計 ]

企画課

事業費（千円） 647

財政情報公開事業

無料法律相談の実施

市民法律相談事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 720 720 720

平成３０年度 平成３１年度

無料法律相談の実施

635

【施策４　行政サービスの充実】

【 継続事業 】

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財務会計システムを
活用し財務諸表の作成・公表を行う。
1予算に関する事項の公表等
2決算に関する事項の公表等

各種財政情報の市広報及
び市ホームページでの公
表
当初予算の作成過程の公
表
新公会計基準に基づく財
務諸表の作成及び公表

各種財政情報の市広報及
び市ホームページでの公
表
当初予算の作成過程の公
表
新公会計基準に基づく財
務諸表の作成及び公表

各種財政情報の市広報及
び市ホームページでの公
表
当初予算の作成過程の公
表
新公会計基準に基づく財
務諸表の作成及び公表

財政課 事業費（千円） 0
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【 新規事業 】

新庁舎での業務開始に先立ち、門出を祝
うため、開庁式を実施し、あわせて、市民
等への内覧会を実施する。また、地域子
育て支援センターの新庁舎への移転にあ
わせてオープニングセレモニーを実施す
る。

開庁式の実施
映像コンテンツの制作
地域子育て支援センター移
転オープニングセレモニー
の実施
《平成29年度終了》

新庁舎開庁式等開
催事業

[ 一般会計 ]

総務課 ほか 事業費（千円） 2,317

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】 個人番号カードを持つ市民が、コンビニ設
置のマルチコピー機上で暗証番号を入力
し、住民票や印鑑証明書等の交付を受け
られるサービスを提供する。
「コンビニ事業者」「J-LIS（地方公共団体
システム機構）」「自治体」の三者の連携に
より運用する。
市内のコンビニだけでなく、国内のいずれ
のコンビニでも交付が可能。

コンビニ交付構築委託
証明書発行サーバー保守
委託
コンビニ交付委託手数料
J-LIS負担金（2月分）

証明書発行サーバー保守
委託
コンビニ交付委託手数料
J-LIS負担金（12月分）

住民票等コンビニ交
付事業

[ 一般会計 ]

[ 一般会計 ]

防災・庁舎建設課 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

地方分権時代の行政運営に対応するた
め、高い能力を身に付け、強い意欲を持っ
て仕事をする職員を育成する。

①自己啓発研修
②職場支援研修
③市独自集合研修
④派遣研修

①自己啓発研修
②職場支援研修
③市独自集合研修
④派遣研修

①自己啓発研修
②職場支援研修
③市独自集合研修
④派遣研修

5,416

【施策５　組織・職員の活性化】

職員研修事業

[ 一般会計 ]

職員課 事業費（千円） 5,202 5,416

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【施策６　新庁舎の整備】

事業費（千円） 22,590 4,541市民課

[ 一般会計 ]

職員課 事業費（千円） 2,784

本庁舎の耐震性能の不足や狭隘化、分散
化などによる市民サービスの低下を解消
するため、新庁舎の整備に取り組む。

新庁舎建設工事
建築完了検査
旧庁舎解体工事
第３庁舎改修工事
新庁舎外構工事
備品移設
OA機器移設
備品購入

新庁舎外構工事

新庁舎建設事業

2,188,984

【 継続事業 】

21,594

【 継続事業 】
市に代わって、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
対し交付金を支出することにより、福利厚
生会事業が円滑に実施され、職員の士気
高揚、職場の活性化を促すとともに、公務
能率の向上が図られることを目的として交
付金交付事業を実施する。

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

職員福利厚生事業

2,784 2,784
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【 継続事業 】

札幌ふるさと市町村圏計画に基づき、広
域的な観点から管内市町村が協力して地
域振興を図るため、札幌広域圏組合の持
つ機能を活用し、効果的な共同事業を実
施する。

職員研修事業
圏域振興推進事業
イベント、特産品などの情
報発信

職員研修事業
圏域振興推進事業
イベント、特産品などの情
報発信

職員研修事業
圏域振興推進事業
イベント、特産品などの情
報発信

422

札幌広域圏組合連
携事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 422 422

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

第５節　広域連携の推進 施策１　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】

施策２　国・道との連携
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