
 

 

 

分野別計画は、平成 29年度から平成 31年度までの 3年間で実施する事業を施策体系別の章、節

ごとに示したものです。 

 

章ごとの事業数及び見方は、次のとおりです。 

 

【分野計画の事業数】 
 

分     野 一般会計 
特別・企業会

計 
計 

第 1章 支えあい健やかに暮らせるまち 79 20 99 

第 2章 人と文化を育むまち 97 0 97 

第 3章 美しい環境につつまれた安全なまち 45 0 45 

第 4章 活気ある産業のまち 32 0 32 

第 5章 快適な生活環境のまち 50 12 62 

第 6章 にぎわい・活力のあるまち 50 0 50 

合     計 353 32 385 

 

【分野別計画の見かた】 
 

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】 

○◆事業 

《旧事業名》 

○○事業 

〔□○会計〕 

 
 

  

   課 事業費（千円） 

H28繰越分 

H29予算分 

合計 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 1,000 

 

(1) 新規事業は  色で、拡大事業は  色で塗りつぶしています。 

(2) 事業名欄上段に【新規事業】、【拡大事業】、【継続事業】の事業区分を表記しています。 

(3) 事業名欄中断に、今回、2016推進計画での事業名を変更した場合は、その旧事業名を「《旧事業名》

○○事業」として表記しています。 

(4) 事業名欄下段には事業の会計区分を表記しています。 

◆〔一般会計〕＝一般会計 ◆〔国保会計〕＝国民健康保険事業特別会計 

◆〔介護会計〕＝介護保険特別会計 ◆〔霊園会計〕＝霊園事業特別会計 

◆〔水道会計〕＝水道事業会計 ◆〔下水道会計〕＝下水道事業特別会計 

(5) 平成 29 年度の事業費欄で、上記のように「H28繰越分」と表示している額は、平成 28 年度に予算措

置された繰越明許費です。 

(6) 事業が終了や廃止となる場合は、当該年度計画欄に「《平成 28年度終了》」などとして表記していま

す。 

事業の概要説明 各年度の実施内容 

Ⅲ 分野別計画 
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第１章 
 

支えあい健やかに暮らせるまち 

＜健康・福祉＞ 
 

 

 

 

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

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

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

健康教室の開催
健康情報展の開催
出前健康講座及びこころの
健康講座の実施
健康づくり推進員の養成
ウォーキングマップ増刷

施策４　国民健康保険事業の適正な運営

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

健康づくり啓発事業

[ 一般会計 ]

市民自ら健康づくりに取り組むことができ
るよう、健康づくりに関する知識、方法等
の普及啓発を行うため、健康教室、健康
情報展などを開催する。
健康づくりの大切さを広める健康づくり推
進員の養成および活動支援、ウォーキン
グマップの増刷・改訂、うつ病や自殺予防
について知識啓発を行うこころの健康講
座を開催する。

健康教室の開催
健康情報展の開催
出前健康講座及びこころの
健康講座の実施
健康づくり推進員の養成
ウォーキングマップ改訂

【施策１　健康づくりの推進】

施策３　医療体制の充実

健康推進課 事業費（千円） 875 907449

健康推進課

健康推進課 事業費（千円）

【 継続事業 】

[ 一般会計 ]

生活習慣病予防事
業

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病の予防・悪化防止を図るため
に、病気について正しい知識を持ち日常
の生活習慣を改善することを目的に、脳血
管疾患や心疾患などの重篤な生活習慣病
を予防するための生活習慣病予防教室を
行う。
特定健診を受診し、特定保健指導の対象
外で予防、改善が必要な方に対して成人
健康相談を行う。
がん検診や結核検診の事後指導として精
密検査未受診者へ受診勧奨を行う。

148 148

【 継続事業 】

心身の健康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
ることを目的に、食育に関する講演会及び
食育推進計画の進行管理等を行う食育推
進懇談会を開催する。

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 124

3,350

【 継続事業 】

【 継続事業 】 妊婦、乳幼児から高齢者まで全ての市民
が心身ともにいきいきとした生活を送るこ
とを目指し、生涯を通じた健康づくりを図る
ための指針となる計画である。平成14年
に北広島市健康づくり計画「健康きたひろ
２１」の策定から、第2次～第4次を経て、
平成32年度は第5次を策定する。また平成
29年度は、必要に応じて計画の見直しを
行う。

健康づくり計画策定事業
（第4次）見直し

3,2703,266事業費（千円）

健康づくり計画策定
事業

[ 一般会計 ]

0

- 18 -



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

590 590

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
出前健康講座

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
出前健康講座

乳幼児保健推進事
業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円）

【 拡大事業 】

H30年度に妊婦歯科健診を開始予定とす
る。
妊娠期間中に1回歯科健診を受診できる
受診券を、妊婦一般健康診査受診券と共
に対象者に配布し、市内歯科医医療機関
を受診した場合の健診料を助成する。

妊婦歯科健康診査費用助
成

妊婦歯科健康診査費用助
成

妊産婦保健推進事
業（拡大）

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円）

【 継続事業 】
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。妊婦健診の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。

母子手帳交付・父子手帳
配付
妊婦健康診査受診票の配
付
母子保健推進員活動
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の配
付
母子保健推進員活動
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の配
付
母子保健推進員活動
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

妊産婦保健推進事
業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 27,151 28,821

【施策２　保健予防の推進】

19,328 20,628 20,552

28,821

128,554

【 継続事業 】

感染症蔓延防止のため、予防接種を実施
する。

定期予防接種の実施
（４種混合、２種混合、ＢＣ
Ｇ、ポリオ、麻しん風しん混
合、インフルエンザ、ヒブ、
子宮頸がん、小児肺炎球
菌、水痘、成人用肺炎球
菌、日本脳炎、Ｂ型肝炎）

定期予防接種の実施
（４種混合、２種混合、ＢＣ
Ｇ、ポリオ、麻しん風しん混
合、インフルエンザ、ヒブ、
子宮頸がん、小児肺炎球
菌、水痘、成人用肺炎球
菌、日本脳炎、Ｂ型肝炎）

定期予防接種の実施
（４種混合、２種混合、ＢＣ
Ｇ、ポリオ、麻しん風しん混
合、インフルエンザ、ヒブ、
子宮頸がん、小児肺炎球
菌、水痘、成人用肺炎球
菌、日本脳炎、Ｂ型肝炎）

予防接種推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 121,168 128,554

【 継続事業 】
乳幼児の心身の成長発達を促し、保護者
が安心して育児ができるよう乳幼児健診
や赤ちゃん訪問などを行う。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。むし歯予防のためのフッ素塗布の実
施。1歳6か月児健診の事後指導としてあ
そび教室を開催する。

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
出前健康講座

【 継続事業 】

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、血液検査を無料で行う。

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

エキノコックス症予
防対策事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 239 271 271

45,385 45,385

【 継続事業 】

がんの早期発見・早期治療のため、がん
検診の実施。健康管理のため、３０歳代健
診等の実施。

各種がん検診などの実施
特定の年齢の者を対象とし
た無料クーポン券による節
目検診：子宮頸がん、乳が
ん、肝炎ウイルス）

各種がん検診などの実施
特定の年齢の者を対象とし
た無料クーポン券による節
目検診：子宮頸がん、乳が
ん、肝炎ウイルス）

各種がん検診などの実施
特定の年齢の者を対象とし
た無料クーポン券による節
目検診：子宮頸がん、乳が
ん、肝炎ウイルス）

がん検診推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 39,722

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
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【 新規事業 】

夜間急病センター、福祉セ
ンター内施設等の移転整
備に向けた検討

夜間急病センター、福祉セ
ンター内施設等の移転整
備に向けた検討

夜間急病センター、
福祉センター内施設
等移転整備事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 0

【 継続事業 】
市民の夜間や休日の急病に対応するた
め、北広島医師会の協力を得て、夜間急
病センターの運営と在宅当番医制により、
毎日24時間体制で市民の安全、安心を図
る。また、休日の歯科救急についても、北
広島市内の歯科医院が加入する千歳歯
科医師会の協力のもと受診体制を図る。

夜間急病センターの管理
運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

夜間急病センターの管理
運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

夜間急病センターの管理
運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

救急医療推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 129,175 122,153

夜間急病センター並びに子ども発達支援
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及び設備の老朽
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。生活困窮者自立相
談支援事業所「ぽると」について併せて同
施設への移転を検討する。

121,348

夜間急病センター、福祉セ
ンター内施設等の移転整
備に向けた検討

0 0

【施策３　医療体制の充実】
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

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 】

永久歯のむし歯を予防し、歯と口腔の健
康の保持増進を目的に、市立保育園の4
歳児・5歳児および市立小学校1～6年生を
対象にフッ化物洗口を実施する。
フッ化物洗口事業実施協議会にて実施後
の実施状況や体制について協議する。

フッ化物洗口事業実施協
議会
保育園、小学校でのフッ化
物洗口実施

フッ化物洗口事業実施協
議会
保育園、小学校でのフッ化
物洗口実施

フッ化物洗口事業実施協
議会
保育園、小学校でのフッ化
物洗口実施

フッ化物洗口推進事
業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 3,015 3,297 3,297

胃がんや慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍等
の主な原因となるピロリ菌を検査し、保菌
者と判明した者に、早期に除菌治療を行っ
てもらうことで、ピロリ菌による胃の病気を
予防し、将来的な胃がんリスクを抑制する
ことを目的として、中学生を対象としたピロ
リ菌検査を新たに実施する。

中学２年生、３年生を対象
として検査を実施

中学２年生を対象として検
査を実施

ピロリ菌対策事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 1,716

【 新規事業 】

845

【 新規事業 】
妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に
応じ、安心して妊娠期から子育て期までを
過ごせるよう、切れ目ない支援を目指す。
保健師等専門職員1名を専任で配置し、相
談業務と各種事業を連携して支援する。
平成30年度は、子育て世代包括支援セン
ターの開設準備期間とし、平成31年度中
に開設とする。

子育て世代包括支援セン
ター開設準備
先進地視察（道内2か所、
道外1か所）
事業･体制の検討

子育て世代包括支援セン
ター開設
非常勤保健師雇用
産後ケア委託
相談室環境整備
関係機関連携会議等開催
支援プラン作成
公用車リース

子育て世代包括支
援センター事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 541 11,090
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【 新規事業 】

安心して子育てができる環境を整備する
ため、小児科の開設に向け、その開設経
費に対する補助制度について検討を行う。

小児科誘致に係る補助制
度の検討

小児科誘致に係る補助制
度の検討

小児科誘致に係る補助制
度の検討

小児科誘致推進事
業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 0 0 0

[ 特別会計 ]

【 継続事業 】

保険税の歳入確保のため、滞納者への的
確な納付指導のほか、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。

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓
口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、
夜間の窓口相談を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓
口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、
夜間の窓口相談を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓
口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、
夜間の窓口相談を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

保険税収納率向上
対策事業

[ 特別会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 11,883 11,941 11,941

【施策４　国民健康保険事業の適正な運営】

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 】

医療費適正化を図るため、レセプト点検や
第三者行為(交通事故など)求償事務の実
施、医療費通知業務等の実施及び被保険
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
健診未受診者勧奨、重症
化予防対策の実施
データヘルス計画策定

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
健診未受診者勧奨、重症
化予防対策の実施

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
健診未受診者勧奨、重症
化予防対策の実施

医療費適正化対策
事業

[ 特別会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 32,506 34,758 34,758

【 継続事業 】

健康づくりや健康意識の高揚を図るため、
健康づくり・体力づくりを実施する実行委
員会等への助成を行う。
また、市民を対象としたインフルエンザ予
防接種および肺炎球菌ワクチン予防接種
事業に対し、助成を行い支援する。

健康づくり、体力づくりを推
進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球
菌予防接種事業等を支援

健康づくり、体力づくりを推
進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球
菌予防接種事業等を支援

健康づくり、体力づくりを推
進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球
菌予防接種事業等を支援

保健衛生推進支援
事業

[ 特別会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 10,065 10,019 10,019

63,503 63,287

【 継続事業 】 第2期特定健診等実施計画に基づき、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・特定保健指導を40歳から74
歳までの被保険者に対し実施し、疾病の
早期発見、早期治療及び生活習慣の改善
を図る。また、平成26年度に改定された
「保健事業の実施等に関する指針」のも
と、医療、健診データを分析して策定する
データヘルス計画に基づき、効果的な事
業展開を図る。

特定健康診査・特定保険
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診実施

特定健康診査・特定保険
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診実施

特定健康診査・特定保険
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診実施

保険年金課 事業費（千円） 56,797

特定健康診査・特定
保健指導事業
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【 継続事業 】
社会福祉増進のため各種団体へ補助金・
交付金を交付する。
（１）社会福祉法人北広島市社会福祉協議
会交付金
（２）北広島市民生委員児童委員連絡協議
会交付金
（３）恵庭地区保護司会北広島分区交付金
（４）北広島市遺族会補助金

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体活
動支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 68,214 67,935 71,622

施策２　地域福祉活動の推進

施策３　福祉環境の充実

【施策１　地域福祉推進体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度

349

【 継続事業 】
高齢者の生きがいづくりや障がい者の社
会参加、福祉団体の育成を促進し、福祉
の向上を図るため、福祉バスを運行する。
車いす用リフトを備えた市所有の車両１台
（運行管理は委託）と、夏期（５～１０月）増
車用の借上バス（借上バス１日最大２台）
にて運行する。

福祉バスの貸出し 福祉バスの貸出し 福祉バスの貸出し

福祉バス運行事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 16,457 17,472 17,425

平成２９年度

【 継続事業 】
災害対策基本法に基づく避難行動要支援
者名簿の整備や避難支援等関係者への
名簿提供等を行うため、住民基本台帳情
報等と連携した名簿管理システムを導入し
て名簿情報を管理し、避難支援等関係者
と連携しながら災害時の避難支援に備え
る。

避難行動要支援者名簿の
更新
システムによる名簿情報の
管理

避難行動要支援者名簿の
更新
システムによる名簿情報の
管理

避難行動要支援者名簿の
更新
システムによる名簿情報の
管理

避難行動要支援者
対策事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 727

【 継続事業 】
保健福祉諸計画（北広島市地域福祉計
画、北広島市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画、北広島市障がい支援計
画、北広島市健康づくり計画）の策定及び
進行管理（実施状況の把握と評価）を行
う。市民及び保健福祉医療関係者による
委員会（保健福祉計画検討委員会）を設
置している。

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

保健福祉諸計画推
進事業

[ 一般会計 ]

福祉課

平成３１年度

第２節　地域福祉の推進 施策１　地域福祉推進体制の充実

731 731

事業費（千円） 1,550 426

平成３０年度

平成３０年度 平成３１年度

【施策２　地域福祉活動の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画
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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【施策３　福祉環境の充実】
年度計画

0

【 継続事業 】

北広島市高齢者保健福祉計画に基づい
た高齢者福祉施設の整備・促進を図る。

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

≪助成対象法人なし≫

老人福祉施設整備
支援事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 8,714

【 継続事業 】

社会福祉施設の整備・促進を図るため、
施設整備を行う社会福祉法人に対し助成
する。

≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫

社会福祉施設整備
支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 0 0

【 継続事業 】

北海道から介護サービス提供基盤等整備
事業費交付金を財源とし、公的介護施設
を整備する事業者を支援する。

介護予防拠点（1ヵ所）を設
置した事業者に施設整備
費を助成する。

≪助成対象法人なし≫

認知症対応型共同生活介
護事務所（1ヶ所）を設置し
た事業者に施設整備費を
助成する。

公的介護施設等整
備支援事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 8,500 0 43,178

8,428 0

事業名
（担当課）

事業内容
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【 継続事業 】
児童が安全に安心して過ごすことができる
よう、学童クラブの環境整備を行う。
・職員用パソコンの整備
・保護者に対するメール配信機能の導入
・対象学年拡大に伴う更衣スペースの確
保
・大曲学童クラブの改修

《平成28年度終了》

学童クラブ環境整備
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 0

【 継続事業 】

保護者が勤務先などの理由により他市町
村での保育所を利用する必要がある場
合、保育所所在市町村と協議し、保育の
実施を委託する。

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

広域入所児童委託
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 18,613 18,613 18,613

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

【施策１　子育て環境の充実】

575

【 継続事業 】

私立教育・保育施設の運営に必要な経費
の給付事業

教育・保育施設へ必要額を
給付

教育・保育施設へ必要額を
給付

教育・保育施設へ必要額を
給付

教育・保育施設給付
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 911,453

【 継続事業 】

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の共同事業など需
要に応じた幅広い活動を行う。

観劇観賞、動物園遠足
その他施設訪問、園行事
招待等を実施

観劇観賞、動物園遠足
その他施設訪問、園行事
招待等を実施

観劇観賞、動物園遠足
その他施設訪問、園行事
招待等を実施

第３節　子育て支援の充実 施策１　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

保育園地域活動事
業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 575 575

911,453 911,453
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0

【 継続事業 】

保護者の急病・家庭の育児疲れ・災害な
ど一時的な保育需要に対応するため、す
みれ保育園で平日・休日の一時預かり保
育を実施し、地域の子育て支援の充実を
図る。なお、休日は就労により保育が必要
な場合のみ利用可能。

一時預かり事業（平日保育
及び休日保育）の実施

一時預かり事業（平日保育
及び休日保育）の実施

一時預かり事業（平日保育
及び休日保育）の実施

保育園一時預かり
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 6,482 6,501 6,501

事業費（千円）

【 継続事業 】

北広島市の児童の健全育成を目的とした
保育政策により、国庫及び道費による補
助のほか、市単独の補助を実施し、私立
認可保育所等の安定経営を支援し児童の
良好な保育環境を確保する。

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

私立認可保育園運
営費支援事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円）

【 継続事業 】

私立幼稚園等が満3歳以上の在籍児童を
対象に、教育時間の前後又は長期休業日
等に実施する一時預かり事業の経費に補
助金を交付し、地域の子育て支援の充実
を図る。

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園等に対し補助

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園等に対し補助

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園等に対し補助

幼稚園一時預かり
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 8,972 8,486 8,486

0 0

【 継続事業 】

保育の需給状況及び私立の認定こども
園、認可保育所、小規模保育事業者の動
向等を見極めながら、市立保育園の民営
化、統廃合及び私立保育所等の活性化の
検討を行う。

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

保育園民営化・活性
化事業

[ 一般会計 ]

保育課

4,842

【 継続事業 】
経済的理由により入院助産を受けること
ができない妊産婦に対し、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
に入所させて保護するとともに、自立を促
進する。

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への入
所措置

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への入
所措置

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への入
所措置

児童福祉施設入所
措置事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 895

【 継続事業 】

「子ども・子育て関連法」に基づき、平成26
年度に策定した「北広島市子ども・子育て
支援プラン」の進行管理及び次期計画を
策定するもの。

子ども・子育て会議の実施
次期計画策定に向けニー
ズ調査を実施
子ども・子育て会議の実施

次期計画作成委託を実施
子ども・子育て会議の実施

子ども・子育て支援
プラン推進事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 284

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

997 997

3,317

78,785 113,946 113,946

- 25 -



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【 継続事業 】
共働き世帯やひとり親世帯の子育てを支
援するため、会員登録をした利用会員の
児童が病気となったり、利用会員が急な出
張になった場合等に、同じく登録した協力
会員が有償ボランティアとして協力会員の
家又は利用会員の家で児童を預かる相互
援助の事業。

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事
業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 2,068 2,068

子育て短期支援事
業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 349 349 349

事業名
（担当課）

事業内容

【 継続事業 】

子育て家庭の「個別ニーズ」を把握し、教
育・保育施設及び地域子育て支援事業の
利用に当たっての「情報集約・提供」「相
談」「利用者支援・援助」を行う。
子育てガイドブック作成事業を統合し、補
助事業として行う。

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知、子育てガイドブックの作
成

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知、子育てガイドブックの作
成

子ども・子育てサー
ビス利用者支援事
業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 3,122 2,484 3,132

826,701 814,360

【 継続事業 】

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手当を支給する。

現況調査の実施
児童手当の支給

現況調査の実施
児童手当の支給

現況調査の実施
児童手当の支給

児童手当支給事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課

【 拡大事業 】

市役所新庁舎への移転にあたり、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。

原状回復費

地域子育て支援セン
ター運営事業（拡
大）

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 3,041

【 継続事業 】
急な残業で保育園・幼稚園・学童クラブの
迎えが間に合わない時など、働く親の短時
間育児援助に対応するため、地域におい
て育児の援助を受けたい人と育児の援助
を行える人による会員登録制の相互援助
組織（ファミリーサポートセンター）を設置
し、援助活動の調整を行う。また、協力会
員の研修などを実施する。

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習
会の開催
合同交流会の開催
協力会員交流会

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習
会の開催
合同交流会の開催
協力会員交流会

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習
会の開催
合同交流会の開催
協力会員交流会

ファミリーサポートセ
ンター事業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 3,576 3,576

2,068

事業費（千円） 825,620

平成３０年度 平成３１年度

年度計画

平成２９年度

3,576

【 継続事業 】
保護者の諸事情によって家庭での児童の
養育が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、児童養護施設の機能を
活用して児童等を一定期間養育保護し、
その養育保護に係る費用の一部を助成す
ることで、児童と家庭の福祉の向上を図
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
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143

【 継続事業 】 地域の家庭の孤立化を防ぎ、子育てに関
する不安感や負担感の軽減を図るため、
子育て中の保護者を支援し、親子の触れ
合いの場と親同士の子育ての情報交換の
場を提供し、地域子育て支援センター事業
を運営する。子育て中の子育ての保護者
同士の出会いとつながりを大切にし、地域
の子育て仲間と楽しく子育てに取り組める
ように支援する。

みんなの広場
親子にこにこ広場
子育て講座
子育て相談
出前みんなの広場
近隣市子育て支援者交流
会
子育て支援ランド実施

みんなの広場
親子にこにこ広場
子育て講座
子育て相談
出前みんなの広場
近隣市子育て支援者交流
会
子育て支援ランド実施

みんなの広場
親子にこにこ広場
子育て講座
子育て相談
出前みんなの広場
近隣市子育て支援者交流
会
子育て支援ランド実施

地域子育て支援セン
ター運営事業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 14,231 13,487 14,135

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【 継続事業 】 核家族や地域におけるつながりの希薄化
などにより、家庭の育児力の低下が見ら
れる中、子育て中の親子と豊かな知識や
経験をもつシルバー子育てサポーターが
交流し、子育て相談や昔遊びの伝承など
を通して、豊かな子育てを行う事ができる
ように進めていく。
また、サポーター自身の生きがいや健康
増進を図っていくことを目指す。

手作りおもちゃの
製作・昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃ
んの料理作り
行事の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド参加
近隣市子育て支援者交流
会参加

手作りおもちゃの
製作・昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃ
んの料理作り
行事の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド参加
近隣市子育て支援者交流
会参加

手作りおもちゃの
製作・昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃ
んの料理作り
行事の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド参加
近隣市子育て支援者交流
会参加

シルバー子育てサ
ポート事業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 170 170

【 継続事業 】
ひとり親家庭の生活の安定のため次の支
援を行う。
1一時的に生活援助又は子育て支援が必
要なひとり親家庭に対し、家庭生活支援
員派遣による食事づくり等の支援を行う。
2就業を支援するため教育訓練給付金を
支給する。
3資格取得のため、１年以上の養成課程で
修業する場合に高等職業訓練促進費等
給付金を支給する。
4高校卒業程度認定試験合格のため講座
を受講する場合に給付金を支給

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職
業訓練給付金を支給
高等学校卒業程度認定試
験合格支援給付金の支給

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職
業訓練給付金を支給
高等学校卒業程度認定試
験合格支援給付金の支給

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職
業訓練給付金を支給
高等学校卒業程度認定試
験合格支援給付金の支給

ひとり親家庭支援事
業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 1,780 7,920 7,920

266,070 266,780

【 継続事業 】

離婚等により父子・母子家庭となった世帯
の生活の安定と自立を促進し児童福祉の
向上を図るため、父または母（養育者）に
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

児童扶養手当支給
事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課

【 継続事業 】
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等の
福祉の増進を図るため、母子・父子自立
支援員が住宅・家庭紛争・医療・子育て等
の生活や求職活動・就業・経済支援等の
問題に関し、必要な相談、指導、支援を行
う。また、ＤＶ被害者に関する相談、支援を
行う。

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援
相談事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 2,595 2,570

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【施策２　ひとり親家庭への支援】
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

2,570

事業費（千円） 251,315
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事業費（千円） 0

【施策３　児童の健全育成】
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 】
北広島市子どもの権利条例に基づき次の
事業を実施する。
侵害された子どもの権利回復のために相
談・支援を行う救済委員会の運営
子どもの権利推進計画や子どもの権利に
関する施策について審議する子どもの権
利推進委員会の運営
子どもの権利に関する広報啓発活動

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員会
の運営
子どもの権利に関する広
報啓発活動
子どもの権利推進計画の
更新

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員会
の運営
子どもの権利に関する広
報啓発活動

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員会
の運営
子どもの権利に関する広
報啓発活動

子どもの権利擁護
事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 4,017 3,981 3,981

0 0

【 継続事業 】

子どもたちが遊びや学習を通じて健やか
に成長できる場として、各地区で児童館の
整備が望まれており、未整備となっている
東部・西の里地区への整備について検討
する。

未整備地区への設置につ
いての検討

未整備地区への設置につ
いての検討

未整備地区への設置につ
いての検討

児童館整備事業

[ 一般会計 ]

保育課

7,872

【施策４　療育指導の充実】
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 】
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。また、児童虐待防
止の広報・啓発活動及び要保護児童対策
地域協議会の運営による要保護児童等支
援の取り組みを実施している。

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

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

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

家庭児童相談室運
営事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 7,665 7,872

【 継続事業 】

発達の遅れや偏り、障がいのある子どもと
保護者の様々な相談に応じる相談支援を
実施するとともに、子どもと保護者に対し
て直接的な支援や、家族や地域を含めた
間接的な支援を行う、早期発見・早期療育
の専門的支援を行う。

通所支援
こども相談支援
地域関係機関支援

通所支援
こども相談支援
地域関係機関支援

通所支援
こども相談支援
地域関係機関支援

こども発達支援事業

[ 一般会計 ]

こども発達支援センター 事業費（千円） 14,876 14,406 14,406
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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

200

1,571,512

事業費（千円）

24,175 24,175

【 継続事業 】

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自動車
の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

障がい者自動車運
転免許取得・改造事
業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 100 200

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

【施策１　地域生活支援の充実】

【 継続事業 】

一般交通機関の利用が困難な在宅の高
齢者及び障がい者に対し、医療機関・判
定機関への移動手段を確保することで、
身体・精神的負担を軽減する。

送迎の実施 送迎の実施 送迎の実施

移送サービス事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 5,500 6,668 6,668

24,300 24,300

【 継続事業 】

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

障がい者地域活動
支援センター事業

[ 一般会計 ]

福祉課 22,500

【 継続事業 】

障がい福祉サービス等を提供するため、
障害支援区分の認定調査、市町村審査会
の運営、介護・訓練等給付費等の支給事
務等を行う。

ヘルパーによる介護の実
施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作
活動などの障がい福祉
サービス等の提供
ガイドブックの発行（隔年）

ヘルパーによる介護の実
施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作
活動などの障がい福祉
サービス等の提供
新障がい福祉システムの
構築・動作検証等

ヘルパーによる介護の実
施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作
活動などの障がい福祉
サービス等の提供
ガイドブックの発行（隔年）

障がい福祉サービス
等事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 1,480,004 1,559,239

22,921

【 継続事業 】

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（補聴
器、電動車いす、車いす、歩行器、義肢、
装具、座位保持装置等）の給付又は修理
を行う。

補装具の支給又は修理の
実施

補装具の支給又は修理の
実施

補装具の支給又は修理の
実施

障がい者補装具支
給事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円）
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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

【 継続事業 】 身体障がい者が、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、軽減を図るために必要な医
療に要する費用を助成する。
障がい児や医療行為を行わなければ将来
障がいを残すと見込まれる児童が、手術
等の治療によって確実にその身体障がい
を除去、軽減する効果が期待できる場合
の医療に要する費用を助成する。

（更生医療）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・支払決定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

（更生医療）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・支払決定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

（更生医療）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・支払決定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

自立支援医療給付
事業（更生医療・育
成医療）

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 28,947 31,010 31,010

事業費（千円） 40,217

【 継続事業 】 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、重度の障がいにより自宅での入浴
が難しい方のもとまで訪問し、入浴支援を
行う訪問入浴サービス事業について給付
を行う。

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

障がい者地域生活
支援給付事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 54,443 63,861 67,417

【 継続事業 】

重度障がい児・者の日常生活が円滑に行
われるための用具費を給付する。
また、在宅の重度身体障がい児・者で所
得税非課税世帯の方に生活動作を補う用
具費を給付する。

日常生活用具の給付
自助具の給付
小児慢性特定疾病児日常
生活用具

日常生活用具の給付
自助具の給付
小児慢性特定疾病児日常
生活用具

日常生活用具の給付
自助具の給付
小児慢性特定疾病児日常
生活用具

障がい者日常生活
用具給付等事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 19,153 19,458 19,745

40,209 40,209

【 継続事業 】 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、保護者又は介
護者の相談支援を行う。生活支援、就労
支援、権利擁護（成年後見制度利用等）に
関する相談業務等を行う。また、北広島市
障がい者自立支援協議会において、相談
支援事業の運営に関する協議や関係機
関によるネットワークの構築等に関する協
議を行う。

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

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

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

障がい者相談支援
事業

[ 一般会計 ]

福祉課

5,566

【 継続事業 】
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ため、障
がい支援計画（障害者基本法に基づく障
がい者福祉計画及び障害者総合支援法
に基づく障がい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

障がい者福祉計画・
障がい福祉計画策
定事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 6,378

【 継続事業 】

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、意
思疎通支援者（手話通訳・要約筆記）の派
遣、点字・声の広報の発行などを行う。
また、手話通訳者等の養成講座を実施す
る。

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
要約筆記・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

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
要約筆記・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

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
要約筆記・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

障がい者コミュニ
ケーション支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 5,509 5,566
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事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

5,001

【施策２　社会参加の促進】
事業名

（担当課）

【 継続事業 】
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。

吸引、水分補給、胃ろう管
理、気管カニューレ管理、
てんかん発作の対応等の
医療的ケアの実施

吸引、水分補給、胃ろう管
理、気管カニューレ管理、
てんかん発作の対応等の
医療的ケアの実施

吸引、水分補給、胃ろう管
理、気管カニューレ管理、
てんかん発作の対応等の
医療的ケアの実施

障がい者医療的ケ
ア支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 312 373 373

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

11,286 11,286

【 継続事業 】

障がいのある方が自立した生活を送ること
ができるよう雇用機会の拡大に努めるとと
もに、それぞれの特性を生かして企業等
への就職につなげることができるよう、関
係機関・関係部署との連携を図る。

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用する。

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用する。

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用する。

障がい者雇用創出
事業

[ 一般会計 ]

職員課

27,999 29,273

【 継続事業 】

重度障がい者の外出支援と負担軽減を図
るため、タクシー利用料又は自動車燃料
費を助成する。

タクシー券又は自動車燃料
券を交付

タクシー券又は自動車燃料
券を交付

タクシー券又は自動車燃料
券を交付

障がい者等交通費
助成事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 14,366 16,807 18,184

26,103

【 継続事業 】

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。

交通費の助成 交通費の助成 交通費の助成

精神障がい者社会
復帰訓練通所交通
費助成事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 3,690 4,704

【 継続事業 】

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

特別障害者手当等
支給事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

事業費（千円） 11,288
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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

669

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。

各団体の活動に対する助
成

各団体の活動に対する助
成

各団体の活動に対する助
成

障がい者団体活動
支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 669

長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

障がい者施設開放
等支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 923 923 923

平成29年7月に開催される
全道ろうあ者夏季体育大
会に対し、補助金を交付す
ることにより支援する。
《平成29年度終了》

全道ろうあ者夏季体
育大会支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 300

【 継続事業 】

【 継続事業 】

障がい児・者の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
保する費用の一部を助成する。

【 新規事業 】

平成29年7月に開催される全道ろうあ者夏
季体育大会に対し、補助金を交付すること
により支援する。

669

- 32 -



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

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

5,151 3,810

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

【施策１　生きがいと社会参加の促進】

平成３０年度 平成３１年度

5,781

2,114

【 継続事業 】

長寿を祝福するとともに、社会に貢献した
労をねぎらうため、祝金を贈呈する。

満100歳の市民に祝金を贈
呈

満100歳の市民に祝金を贈
呈

満100歳の市民に祝金を贈
呈

長寿祝福事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,031 1,341

【 継続事業 】

基本的な施策方針の決定や、介護保険事
業の円滑な運営を図るため、法律により3
年毎に策定する。

策定支援業務委託
計画書印刷

アンケート調査票、封筒印
刷
郵便料（往復）
事前調査業務委託（アン
ケート調査、集計、分析、
報告書作成）

高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計
画策定事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円）

【 継続事業 】

温泉入浴でくつろぎながら、介護予防・健
康増進を図るため、温泉入浴助成券を配
布する。

65歳以上の市民に温泉入
浴助成券を配付
老人クラブ等に対し、健康
講話や血管年齢測定等を
実施

65歳以上の市民に温泉入
浴助成券を配付
老人クラブ等に対し、健康
講話や血管年齢測定等を
実施

65歳以上の市民に温泉入
浴助成券を配付
老人クラブ等に対し、健康
講話や血管年齢測定等を
実施

ふれあい温泉事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 10,738 12,476 13,076

6,063 6,063

【 継続事業 】
ミニデイサービスの場の確保及び運営費
の助成等の支援を通じて市民の自主的な
地域福祉活動を促し、ミニデイサービス等
事業の継続を図る。
高齢者が気軽に交流できる「地域のお茶
の間（サロン）」の運営に対し、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
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
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
を助成

ミニデイサービス支
援事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度
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30,473事業費（千円）

平成３１年度

【施策２　介護予防と自立の支援】
事業名

（担当課）

1,088

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 】 ボランティア登録した高齢者が、登録して
いる介護保険施設や介護サービス事業所
において行ったボランティア活動に対し、
活動実績をポイント化し、ポイントに応じて
物品等に交換できる事業
平成２９年度からは、介護認定の要支援
者の枠組みが変わるため、対象者枠を拡
大し、事業対象者（要支援者・基本チェック
リスト該当者）も対象とする。

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

介護支援ボランティ
ア事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,182

【 継続事業 】

老人クラブ運営費補助事業
高齢者の知識及び経験を生かした生きが
いと健康づくりの活動を支援するため、老
人クラブ連合会（老連）の運営費及び事業
費、各地区の老人クラブ（単位老人クラブ）
の事業費を補助する。

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ活動支援
事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 3,300 5,133 5,199

1,088 1,088

【 継続事業 】

高齢者の適切なサービス利用、閉じこもり
予防、地域社会への積極的参加を促すた
め、各種相談窓口や保健福祉制度、高齢
者が参加できるサークル等を掲載したガイ
ドブックを作成し配布する。

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

高齢者サービスガイ
ド作成事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課

事業名
（担当課）

【 継続事業 】 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、60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送れるよう生活講座
を実施する。

健康増進講演会の開催
脳の健康教室の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

健康増進講演会の開催
脳の健康教室の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

健康増進講演会の開催
脳の健康教室の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

介護予防推進事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

事業費（千円）

【 継続事業 】 介護が必要な状態になるおそれの高い高
齢者を対象に、生活機能を維持・向上・改
善することで、要介護状態となることを予
防する。
生活機能向上のため、運動機能向上・口
腔機能向上・低栄養状態改善等を中心と
したプログラムを構成する。また、社会的
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。

介護保険制度改革事業
（拡大）に統合
《平成28年度終了》

二次介護予防事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 0

30,203 30,473

1,410 1,575
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【施策３　介護サービスの充実】
事業名

（担当課）
事業内容

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

介護予防住宅改修
事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課

【 継続事業 】

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対象者の高
齢者が、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。

住宅改修費用を助成 住宅改修費用を助成 住宅改修費用を助成

事業費（千円） 450 450

【 継続事業 】
市内の居宅介護支援事業所、介護サービ
ス事業所、介護保険施設間の相互連携、
情報交換や介護従事者の資質向上を図
ることにより、介護サービスを利用する市
民はもとより、その家族や地域住民が住
み慣れた地域で安心した生活を継続する
「地域包括ケア｣の向上に資する。

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護従事者フォロー
アップ研修事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 250 250 250

【 継続事業 】

住宅改修を円滑に推進するため、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、手数料を支払
う。

理由書作成に対する手数
料

理由書作成に対する手数
料

理由書作成に対する手数
料

住宅改修介護サー
ビス事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 220

【 継続事業 】
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。
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、家族には介護知識習得のための講話
と家族同士の交流会を実施する。

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催
家族介護慰労事業は廃止

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

家族介護支援事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 13,338 14,258 14,566

【 継続事業 】
・65歳到達前1年間に障害者施策の訪問
介護利用実績のある者に対する利用者負
担軽減を図る。
・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、食費、居住費及び宿泊費を軽減し
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
軽減額を助成

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
軽減額を助成

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
軽減額を助成

介護サービス利用
者負担額軽減事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 453 464

450

年度計画

464

300 300

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
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【 拡大事業 】

除雪サービス事業について、利用者が希
望した場合に除雪の範囲を従来の公道か
ら玄関までに加え、間口除雪を実施し、そ
の際にかかる費用の一部を助成する。

除雪サービス 間口除雪の
追加

除雪サービス 間口除雪の
追加

除雪サービス 間口除雪の
追加

高齢者支援サービ
ス事業（拡大）

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,311 1,311 1,311

【施策４　地域支援体制の推進】

平成３１年度

【 継続事業 】 地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律の施行に伴い、平成２９年４月
から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
業に移行し、平成３０年度までに包括的支
援事業において、在宅医療介護連携推進
事業及び認知症施策推進事業を実施す
る。

在宅医療介護連携推進事
業
認知症施策推進事業

在宅医療介護連携推進事
業
認知症施策推進事業

在宅医療介護連携推進事
業
認知症施策推進事業

介護保険制度改革
事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】

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

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

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

高齢者支援サービ
ス事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 31,723 34,805

【 拡大事業 】

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

介護保険制度改革
事業（拡大）

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 17,122 21,246 21,246

34,991

【 継続事業 】

認知症高齢者やその家族を支援するボラ
ンティアの養成、地域で認知症の理解を深
めるための講座の開催、家族などからの
相談のための認知症地域支援推進員と嘱
託医の配置など、認知症高齢者を支える
地域の支え合い体制を整備する。

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
平成２９年度からエルフィン
バトンの配布を統合

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

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

地域支え合い体制
づくり事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 11,063 10,196 10,528

【 継続事業 】
地域包括ケアの実現を目指し、４地区の
高齢者支援センターが地域たすけあい会
議を開催する。
医療と福祉の多職種連携を目指した事例
検討会や研修会等の開催、知識向上や情
報交換のための全体会などを開催し、地
域課題の抽出から解決策を検討する。

介護保険制度改革事業
（拡大）に統合
《平成28年度終了》

地域包括ケア推進
事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 0

事業費（千円） 953 1,352 1,352
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【 継続事業 】
認知症高齢者等が徘徊し行方不明となっ
たとき、居場所がわかるGPS通信端末機
の導入初期費用を助成し、早期発見と事
故防止を図る。
認知症高齢者等が徘徊し行方不明となっ
た場合に、地域の支援を受けて早期に発
見するため、関係機関の支援体制を構築
し、生命・身体の安全を確保する。

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
（地域支え合い体制づくり
事業に移行）
SOSネットワークの運用

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
SOSネットワークの運用

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
SOSネットワークの運用

認知症支え合い事
業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 222 236

年度計画

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

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
の運用
高齢者実態調査の実施

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
の運用
高齢者実態調査の実施

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
の運用
高齢者実態調査の実施

高齢者総合相談支
援事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当） 事業費（千円） 18,747 13,766 13,766

【 継続事業 】

高齢者や障がい者に係る権利擁護に関す
る総合的な支援を行うため成年後見セン
ターの運営を行い、成年後見制度の周知
及び適切な利用のための支援を行う。

成年後見センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

権利擁護推進事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当）

【 継続事業 】

高齢者の心身の健康保持及び生活の安
定のため、保健医療福祉制度や介護保険
サービス・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
職員による介護保険サー
ビスの活用などを通じた高
齢者の在宅生活支援

各高齢者支援センターの
職員による介護保険サー
ビスの活用などを通じた高
齢者の在宅生活支援
予防プラン作成担当者の
増員
（みなみ）

各高齢者支援センターの
職員による介護保険サー
ビスの活用などを通じた高
齢者の在宅生活支援
予防プラン作成担当者の
増員
（きた、にし、ひがし）

地域包括支援セン
ター運営事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当） 事業費（千円） 54,433 54,975

130 130

56,602

250

事業費（千円） 14,554 14,568 14,568

【 継続事業 】

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、高齢者虐待の防止と早期発見・
早期対応を図る。

相談活動（随時）相談窓口
設置５ヶ所
ネットワーク事業の運営
研修等によるスキルアップ
周知活動

相談活動（随時）相談窓口
設置５ヶ所
ネットワーク事業の運営
研修等によるスキルアップ
周知活動

相談活動（随時）相談窓口
設置５ヶ所
ネットワーク事業の運営
研修等によるスキルアップ
周知活動

高齢者虐待防止ネッ
トワーク事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当） 事業費（千円） 112

【 継続事業 】

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、健康や生活、福祉、介護
に関する相談を行う。
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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

【施策１　低所得者援護の充実】
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

20,564

臨時福祉給付金等
給付事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円）
H28繰越分           163,935
H29予算分             11,821
合計                    175,756

1,137,430

【 継続事業 】

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、生活保護
費を支給する。
また、永住帰国した中国残留邦人等への
支援のため、支援給付費を支給する。

生活保護費及び中国残留
邦人等支援給付費の支給

生活保護費及び中国残留
邦人等支援給付費の支給

生活保護費及び中国残留
邦人等支援給付費の支給

生活保護費等支給
事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 1,236,669 1,262,598

【 継続事業 】

平成26年4月の消費税率改定による低所
得者に与える影響を緩和するため、臨時
福祉給付金（経済対策分）を給付する。

臨時福祉給付金の給付
《平成29年度終了》

【 継続事業 】

生活困窮者自立支援法に基づき、自立相
談支援事業の実施、住居確保給付金の支
給,学習支援事業を行う。

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支
援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 20,140 20,564
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【施策２　医療援護の推進】
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 】

未熟児で出生し、医師が入院養育の必要
を認めた乳児に対し、養育医療を受けさせ
乳児の育成及び母子保健の向上を図る。

保健対象の医療費助成 保健対象の医療費助成 保健対象の医療費助成

未熟児養育医療給
付事業

[ 一般会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 2,565 2,625 2,625

【 継続事業 】

ひとり親家庭等に対して医療費の経済的
負担の軽減や健康増進を図るため、保険
診療の自己負担分に対する医療費の一
部を助成する。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

ひとり親家庭等医療
費助成事業

[ 一般会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 28,837 29,851 30,800

165,344 170,609

【 継続事業 】

重度心身障がい者の保健の向上と福祉の
増進を図り、医療にかかる経済的負担を
軽減するため保険診療の自己負担分に対
する医療費の一部を助成する。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

重度心身障がい者
医療費助成事業

[ 一般会計 ]

保険年金課 事業費（千円）

【 継続事業 】

慢性的な疾患等により医療機関等に定期
的かつ長期的に通院等の必要のある方の
通院等に要する費用の一部を助成するこ
とにより経済的負担を軽減し、福祉の増進
を図る。

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

重度心身障がい者
等通院交通費助成
事業

[ 一般会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 1,064

【 継続事業 】

子どもの保健の向上と、疾病の早期発
見、並びに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ため、保険
診療の自己負担分に対する医療費の一
部を助成する。

保険対象の医療費助成
保険対象の医療費助成
（4月診療分から中学生の
通院助成を拡大）

保険対象の医療費助成

子ども医療費助成
事業

[ 一般会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 157,809 179,411

1,138 1,234

187,553

150,932
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     第１０節 交流の促進 
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第１節　「生きる力」を育む学校教育の推進

幼稚園就園準備支
援事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円）

48,001

【 継続事業 】

幼稚園就園奨励費
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 48,001 48,001

1,342 1,342

施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進

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６　特別支援教育の充実

施策５　ICTの活用による教育の充実

1,250

【 継続事業 】

私立幼稚園（施設型給付の幼稚園を除
く。）を利用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、補助を実施する。

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

【施策１　幼児教育の振興・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

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

【 継続事業 】

幼稚園の実施する満2歳児を対象とした子
育て支援事業に参加する保護者の負担軽
減を行い、幼児教育への参加を支援す
る。

子育て支援事業の参加
費を助成

子育て支援事業の参加
費を助成

子育て支援事業の参加
費を助成

【 継続事業 】

幼児教育の振興と保護者の負担軽減を図
るため、幼稚園教員研修、教材教具の整
備並びに障がい児の受け入れに係る人件
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、障がい児教育費に
助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修、障がい児教育費に
助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修、障がい児教育費に
助成

6,886

幼稚園協会に助成

幼稚園協会連携事
業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 160 160 160

幼稚園振興事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 6,886 6,886

- 42 -



第２章　人と文化を育むまち

幼保小連携推進事
業

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会[ 一般会計 ]

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

小中一貫教育課 事業費（千円） 100 110

【 継続事業 】 乳幼児期の子どもたちの健やかな成長を
保障し、幼稚園や保育園の教育・保育環
境から小学校の学習・生活環境への円滑
な接続を行うため、交流会や研修会を継
続的に実施し、幼稚園・保育園・小学校そ
れぞれの担当者間・子ども同士・保護者間
の共通理解や連携を深め、就学前教育・
保育と小学校教育の連続性と「学びの芽
生え」「自覚的な学び」の育成を図る。

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演
会・研修会（教員間交流・
研修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

7,842 7,842

【 継続事業 】

小中学校に心の教室相談員を配置し、児
童生徒の悩みや不安、ストレス等の解消
を図るとともに、いじめや不登校の未然防
止と早期把握に努める。

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

学校教育振興事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 7,842

110

【 継続事業 】

総合学習や学校の創意工夫を生かした特
色ある学校づくり事業等を通して、子ども
たちの「生きる力」や、自ら課題を見つけ、
主体的、創造的に取り組む資質を養う。

特色ある学校づくり事業
総合的学習推進事業
郷土学習事業
学校行事推進事業
子どもインターンシップ事
業

特色ある学校づくり事業
総合的学習推進事業
郷土学習事業
学校行事推進事業
子どもインターンシップ事
業

特色ある学校づくり事業
総合的学習推進事業
郷土学習事業
学校行事推進事業
子どもインターンシップ事
業

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度

175 175

【 継続事業 】

科学技術への興味関心を高め、児童生徒
の創意・創造性を育成するため創意工夫
展を開催する。また、日本伝統の毛筆・硬
筆を通じて児童生徒の豊かな情操を養う
ため、書写展を開催する。

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展、書写展の開
催

創意工夫展、書写展の開
催

小中学校14校に心の教育
相談員を配置

心の教室相談事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 7,043 7,043 7,043

平成３０年度 平成３１年度

403 2,992

地域に根差した特色
ある学校教育推進
事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 382

175

【 継続事業 】

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、道徳時間な
どを中心とした豊かな心を養う教育の充実
や、きたひろ夢ノートを活用したキャリア教
育に取組む。

福祉読本編集委員会の開
催
社会科副読本編集員会の
開催
学校教育推進方針編集委
員会の開催
学校教育推進方針の印刷
きたひろ夢ノートの印刷
福祉読本の印刷
道徳準教科書の購入

福祉読本編集委員会の開
催
社会科副読本編集員会の
開催
学校教育推進方針編集委
員会の開催
学校教育推進方針の印刷
きたひろ夢ノートの印刷

福祉読本編集委員会の開
催
社会科副読本編集員会の
開催
学校教育推進方針編集委
員会の開催
学校教育推進方針の印刷
きたひろ夢ノートの印刷
社会科副読本の印刷

創意工夫展・書写展
事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円）
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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

【施策３　確かな学力を育てる教育の充実】
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

学校図書購入費
図書センター資料の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（巡回）

学校図書館活用事
業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円）

【 継続事業 】

「学校図書センター」を中心とし、ネット
ワークを活用した蔵書の有効活用を図る
とともに、学校司書３名を各小中学校に巡
回配置し、選書や図書館の整理、図書委
員会等と連携した学校図書館の活性化等
を図る。

学校図書購入費
図書センター資料の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（巡回）

学校図書購入費
図書センター資料の購入
学校図書館ネットワークシ
ステム借上げ
学校司書の配置（巡回）

17,012 16,771 16,771

【 継続事業 】

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

学力向上推進事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 5,347 5,474

【 継続事業 】

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
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調
査への参加
学力向上ＰＴの開催

2,421 2,421

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】
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

学校教育相談員活
用事業

[ 一般会計 ]

小中一貫教育課 事業費（千円） 2,519

5,474

中学校体育連盟支
援事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 5,323 5,323

【 継続事業 】

北広島市中学校体育連盟が実施する市
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
に事業費を交付することにより、生徒間の
交流や習得した技能を発揮する。

中体連春季大会の開催
中体連秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中体連春季大会の開催
中体連秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

中体連春季大会の開催
中体連秋季大会の開催
石狩管内中体連の開催

2,100

全国全道中体連・中
学校文化部活動大
会出場支援事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 2,100

5,323

【 継続事業 】

北広島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や、予選大会を
経て全道規模以上の文化部活動大会等
に出場する場合に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
を助成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
を助成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

全国・全道中体連大会
に出場する場合の経費
を助成
全国・全道規模の文化部
の大会に出場する経費を
助成

2,100
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【施策５　ICTの活用による教育の充実】

[ 一般会計 ]

学校給食センター 事業費（千円） 62 64

検討チームの開催
小学校体育授業のサポー
ト

子どもの体力向上
推進研究事業

[ 一般会計 ]

440 440

【 継続事業 】

義務教育9年間を修了するにふさわしい生
活習慣、運動能力・体力の育成に向けて、
幼稚園・保育園・小学・中学校と連携した
体育授業や学校教育活動全体の充実を
図る。

検討チームの開催
小学校体育授業のサポー
ト

検討チームの開催
小学校体育授業のサポー
ト

64

平成３０年度 平成３１年度

【 拡大事業 】

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

学校給食衛生管理
事業

[ 一般会計 ]

学校給食センター 事業費（千円） 5,300

学校給食衛生管理
事業（拡大）

[ 一般会計 ]

学校給食センター 事業費（千円）

【 継続事業 】

給食を実施するうえで、食品・調理施設の
安全衛生管理が最も重要であることから、
懸念される老朽化した施設設備機器類を
整備し、徹底した衛生管理により安心・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
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

給食用食品の微生物検
査・理化学検査の実施
給食施設・設備の更新
小中学校用食器の更新

8,188

【 継続事業 】
偏った栄養摂取により生活習慣病の若年
化が社会問題となってきている。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、給食や関連する教科等を通して
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

食に関する指導の
推進事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度

学校ＩＣＴ環境整備事
業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 73,841 82,723 82,920

927 0

8,022

学校教育課 事業費（千円） 440

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 】
情報化社会へ適応するための情報処理
能力の向上、ICTを活用した授業による学
力の向上、校務処理の効率化を図るた
め、教育用（生徒児童用）、校務用（教師
用）ＰＣ、周辺機器等の計画的な更新を行
うとともに、教員の校務効率化を図るた
め、校務支援システムを導入し、教員が児
童生徒と向き合う時間を確保する。

校務用PC更新
プロジェクター更新（小学
校、中学校）
デジタル教科書の更新（小
学校、中学校）
校務支援システム運用

中学校PC教室更新
電子黒板ユニット更新
校務支援システム運用

校務支援システム運用
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【 拡大事業 】

西の里中学校陽香分校に特別支援教育
支援員を1名配置とする。

特別支援教育支援員の
追加配置（1人）
相談・指導の実施

特別支援教育支援員の
追加配置（1人）
相談・指導の実施

特別支援教育推進
事業（拡大）

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 1,160 1,160

特別支援教育支援員の
配置
特別支援学級介助員の配
置
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
検査器具等の整備

特別支援教育推進
事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 41,854 42,430 42,430

【施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

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

【施策６　特別支援教育の充実】

特別な支援を必要とする子どもたちの教
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・特別支援
学級介助員を配置する。

特別支援教育支援員の
配置
特別支援学級介助員の配
置
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
検査器具等の整備

特別支援教育支援員の
配置
特別支援学級介助員の配
置
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
検査器具等の整備

特別支援教育就学
奨励費援助事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 2,205

【 継続事業 】

特別支援学級へ就学する児童生徒の保
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
通学費援助も行う。

支援対象者に学用品や
通学費などの助成

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

1,936 1,936

【 継続事業 】

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 】

22,905 22,220

外国語指導助手活
用事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 15,676

3,384

【 継続事業 】

児童・生徒の英語発音やコミュニケーショ
ン能力、国際理解の育成向上を目的に各
学校の外国語授業等に英語指導助手（Ａ
ＬＴ）を派遣し、外国語授業等の充実を図
る。

英語指導助手４名を計画
的に各小中学校に派遣

英語指導助手５名を計画
的に各小中学校に派遣

英語指導助手５名を計画
的に各小中学校に派遣

教育総務課 事業費（千円） 3,209

小中学生による姉妹都市東広島市との相
互訪問により、両市の友好親善を深めると
ともにふるさと意識を高める。また、広島
市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
への参列等を通して、平和を尊ぶ心を養
い、学習成果の還流を図る。

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
れ
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
れ
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

児童生徒を東広島市に派
遣
東広島市児童生徒の受入
れ
交流校訪問（児童生徒間
交流）の実施
広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式の参列

3,384

姉妹都市子ども大
使交流事業

[ 一般会計 ]
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【 継続事業 】

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
が行う活動の経費の一部を助成する。

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

【 継続事業 】 市内小・中学校に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
上を図るため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・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

学校評議委員・学校関係
者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催

事業費（千円） 513

207

○学校運営協議会運営費
(委員報酬・会議消耗品）
○講師による講演会(講師
謝礼）
○全国ＣＳ研究大会及び
研修会参加
○他中学校区学校運営協
議会の指定（1中学校区）

837 837

学校評議員等運営
支援事業

学校教育団体活動
支援事業

[ 一般会計 ]

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

【施策１　開かれた学校づくりの推進】

4,703教育総務課 事業費（千円） 4,630 4,703

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 274 274

【施策２　教育環境の整備】
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

【 拡大事業 】

補助金額の増額
・特別支援学級合同宿泊学習に係る旅費
・次期学習指導要領に基づくアクティブ・
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

補助金額の増額 補助金額の増額 補助金額の増額

私立学校教育振興
事業

[ 一般会計 ]

274

学校教育団体活動
支援事業（拡大）

1,500 1,500教育総務課 事業費（千円） 1,500

【 継続事業 】

本市に本校を有する私立高等学校が行う
教育活動を支援することにより、私立学校
の教育環境の充実と保護者への負担軽
減を図る。

市内に開校している札幌日
大高校に助成

市内に開校している札幌日
大高校に助成

市内に開校している札幌日
大高校に助成

[ 一般会計 ]

小中一貫教育課

○学校運営協議会運営費
(委員報酬・会議消耗品）
○講師による講演会(講師
謝礼）
○全国ＣＳ研究大会及び
研修会参加

[ 一般会計 ]

学校教育課

コミュニティ・スクー
ル推進事業

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

事業費（千円） 276 207

【 継続事業 】
地域とともにある学校づくりを推進するた
めのツールとして、平成２５年度に西部中
学校区に導入したコミュニティ・スクールの
これまでの実践を検証し、検証で明らかに
なった成果及び課題を踏まえ、同中学校
区における取り組みを継続して推進すると
ともに、他の中学校区に拡大するための
検討を行う。

○学校運営協議会運営費
(委員報酬・会議消耗品）
○講師による講演会(講師
謝礼）
○全国ＣＳ研究大会及び
研修会参加
○他中学校区準備検討委
員会の開催（1中学校区）
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成３１年度

各小中学校に理科教材
等の購入・更新

理科教材等整備事
業

[ 一般会計 ]

平成２９年度 平成３０年度

教育総務課 事業費（千円） 3,272 3,272 3,272

【 継続事業 】

国の補助を受け、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

学校施設管理機器
整備事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 2,876

3,676

【 継続事業 】

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、除雪機の購入

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、除雪機の購入

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、除雪機の購入

学校事務機器整備
事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 1,783 3,676

【 継続事業 】

学校事務の効率化、児童生徒の確かな学
力の定着・向上、保護者・地域との連携を
図るために、学習プリントや保護者・地域
へ配布する印刷物作成に必要な事務機器
等を整備する。

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

学校放送設備の更新

学校放送設備整備
事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 9,999 20,000 20,000

2,082 2,082

【 継続事業 】

学校の放送設備や視聴覚設備の老朽化
に伴う整備や時代に合った設備に更新す
ることにより、設備を有効に活用し、教育
活動の充実を図る。

学校放送設備の更新 学校放送設備の更新

学校施設空気環境
測定事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 673 686

【 継続事業 】

シックスクール対策の一環として、「学校環
境衛生上の基準」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

6,465 6,465

小中学校周辺環境
整備事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 10,184

686

【 継続事業 】

市内小中学校敷地内にある駐車場舗装
やグレーチングなどの外構工事、屋外物
置などの付属建築物及び屋外施設（遊
具、グランド散水栓、テニスコート、フェン
ス、防球ネット等）を計画的に更新する。

学校周辺環境整備
小学校遊具新設
駐車場等周辺整備
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ散水栓整備
屋外物置更新
グレーチング修繕

学校周辺環境整備
駐車場等周辺整備
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ散水栓整備
屋外物置更新

学校周辺環境整備
駐車場等周辺整備
屋外物置更新
屋外ﾌｪﾝｽ修繕
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【 継続事業 】

築後25年が経過し老朽化が進んでいるた
め、校舎棟の大規模改造工事を実施す
る。

大規模改造工事その１
工事監理委託その１

大規模改造工事その２
工事監理委託その２

東部中学校校舎大
規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 140,046 322,175

事業費（千円） 9,500 234,840

大規模改造工事
工事監理委託

実施設計委託

平成３１年度

大規模改造工事及び工事
監理

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

実施設計委託

学校施設非構造部
材耐震化事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 0 0 2,200

【 継続事業 】
屋内体育館において、大規模改造工事の
対象とならない小中学校7校（東部小、西
部小、大曲小、西の里小、双葉小、緑ヶ丘
小、広葉中の7校）については、目視点検
等の結果を踏まえて天井等落下防止対策
等（吊り天井、照明器具、バスケットゴール
等）を行う。

非構造部材耐震化の検討 非構造部材耐震化の検討

【 継続事業 】

東部中学校屋内体育館は、築後26年が経
過し、老朽化が顕著であるため、屋体の大
規模改造工事を実施する。
（H28に非構造部材耐震化工事は実施済
み）

屋体大規模改造工事及び
工事監理

大曲東小学校屋体
大規模改造・非構造
部材耐震化事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）
H28繰越分           106,000
H29予算分                    0
合計                    106,000

【 継続事業 】

築後24年が経過し、老朽化が顕著である
ため、屋体の大規模改造工事を実施す
る。
（H28に非構造部材耐震化工事は実施済
み）

9,200 211,920

大曲中学校校舎大
規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

東部中学校屋体大
規模改造・非構造部
材耐震化事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）
H28繰越分           171,350
H29予算分                    0
合計                    171,350

【 継続事業 】

築後24年が経過し、老朽化が顕著である
ため、校舎の大規模改造工事を実施す
る。

実施設計委託 大規模改造工事
工事監理委託

【 継続事業 】

築後37年から25年が経過し、老朽化が顕
著であるため、校舎の大規模改造工事を
実施する。

大曲東小学校校舎
大規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課
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教育総務課

【 継続事業 】

築後28年が経過し、老朽化が顕著である
ため、屋体の大規模改造工事を実施す
る。

《平成28年度終了》

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

東部小学校講堂防
音機能復旧事業

【 継続事業 】

築後28年が経過し、老朽化が顕著である
ため、屋体の大規模改造工事を実施す
る。

《平成28年度終了》

【 継続事業 】

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。

《平成28年度終了》

大曲小学校校舎防
音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 1,600 58,650

大曲東小学校講堂
防音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円） 41,678

【 継続事業 】

北の台小学校講堂
防音機能復旧事業

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

大曲中学校屋体大
規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

24,720

西の里中学校屋体
大規模改造事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

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。

防音機能復旧工事
工事監理委託

事業費（千円） 1,070

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）
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1,242 51,506

要保護・準要保護児
童生徒援助事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 127,341

1,145 41,019

西の里小学校校舎
防音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

【 継続事業 】

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。

実施設計委託
防音機能復旧工事
工事監理委託

【 継続事業 】

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。

《平成28年度終了》

東部中学校講堂防
音機能復旧事業

[ 一般会計 ]

教育総務課 事業費（千円）

教育総務課 事業費（千円）

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 3,153 3,153

【 継続事業 】

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
一部を支援する。

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

2,807

117,256

12,400

対象児童生徒の保護者
に通学費の一部を助成

児童生徒の通学費
支援事業

【 継続事業 】

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

126,790

平成28年度から使用する
中学校多学年使用の指導
書、教科書の配布

平成31年度から使用する
小学校前期分の指導書等
の配布

平成31年度から使用する
小学校後期分及び平成32
年度から使用する中学校
前期分の指導書等の配布

教師用指導書等整
備事業

西の里中学校校舎
防音機能復旧事業

事業名
（担当課）

事業内容

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 1,101 9,238

【 継続事業 】

教員に対し、指導書及び教科書を配布す
ることにより、効率的で統一的な授業を行
うとともに、指導方法の工夫改善等、授業
内容の充実を図る。

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
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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

奨学金支給事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円）

選考された奨学生に対し、
奨学金を支給

6,982事業費（千円） 8,438社会教育課

【 継続事業 】

経済的な理由によって高等学校等の就学
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。

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費助成
授業補助員の配置

学校支援地域本部
事業

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

5,400

高等学校等入学準
備金支給事業

【 継続事業 】

学校を地域全体で支える体制を整えていく
ために設置した学校支援地域本部によ
り、地域住民等による学校支援を推進す
る。

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費助成
授業補助員の配置

学校支援地域本部の設置
学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
置
学校支援ボランティア運営
経費助成
授業補助員の配置

5,400

[ 一般会計 ]

6,982

5,400

【 継続事業 】

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
費の一部として、入学準備金を支給する。

入学準備金の支給 入学準備金の支給 入学準備金の支給

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 2,600 2,600 2,600
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家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催
「子ども生活リズム向上事
業」の実施

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催
「子ども生活リズム向上事
業」の実施

【施策１　家庭の教育力向上への支援の充実】
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

425

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

【 継続事業 】

家庭の教育力向上のため、関係する団体
などと連携し、家庭教育支援に関する実
践活動・交流活動を行う。

家庭教育支援実践活動推
進事業の実施
家庭の教育力・生活力の
向上にむけた講習会の開
催
「子ども生活リズム向上事
業」の実施

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

不登校いじめ対策・
教育相談事業

【 継続事業 】

児童生徒の健全育成を進めるため、学校
単位のＰＴＡの連携を図り、保護者等を対
象とした研修会等を実施するＰＴＡ連合会
の活動を支援する。

ＰＴＡ連合会への支援 ＰＴＡ連合会への支援

ＰＴＡ連合会への支援
「第72回石狩管内ＰＴＡ連
合会研究大会」及び「第43
回母親研修会」北広島大
会の開催

【施策２　教育相談体制の充実】
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

家庭教育支援事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 373 480

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 13,108 13,522 15,583

【 継続事業 】
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。
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。

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

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

480

北広島市ＰＴＡ連合
会支援事業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 325 325
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コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子ども教室を開催する。

健全育成大会の開催
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

健全育成大会の開催
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

【 継続事業 】

1,860 1,860

放課後に小学校の余裕教室等を活用して
児童の活動拠点を設け、学習や体育活
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。
今後も条件が整備された学校から実施を
検討する。

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子ども教室を開催する。

コーディネーター、教育活
動推進員、教育活動サ
ポーターを配置して放課後
子ども教室を開催する。

青少年安全対策事
業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 6,986 7,090

[ 一般会計 ]

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

放課後子供教室事
業

【 継続事業 】
地域の子どもは地域で育てる活動を推進
するため、関係団体と連携した青少年健
全育成大会を開催。また子どもサポートセ
ンターだより「きずな」を年4回発行する。
学校・家庭・地域が一体となり、地域で子
どもたちを守り、育み、安全安心な地域づ
くりのため、各地区の青少年健全育成連
絡協議会の活動を支援する。

健全育成大会の開催
青春メッセージの開催
青少年リーダー養成事業
への参画
青少年の体験交流事業の
実施
健全育成連絡協議会への
支援

社会教育課 事業費（千円） 660 696

【 継続事業 】

成人としての自覚と責任を促すとともに、
祝福・激励の機会として成人式を実施す
る。

成人式の開催

成人式開催事業

[ 一般会計 ]

成人式の開催 成人式の開催

【 継続事業 】

青少年健全育成事
業

[ 一般会計 ]

学校教育課 事業費（千円） 974 1,005

1,886

696

関係機関や地域と連携を図り、青少年の
問題行動等の未然防止や非行防止を推
進する。
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。
また、不審者情報等を携帯電話等にメー
ル配信し、危険な事案に関する情報の発
信と注意喚起を行う。

専任指導員による補導
巡視活動専任指導員によ
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

専任指導員による補導
巡視活動専任指導員によ
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

専任指導員による補導
巡視活動専任指導員によ
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

社会教育課 事業費（千円）

7,090

【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

1,005
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【 継続事業 】

生涯学習の振興のために、市民団体が主
体的に企画実施する生涯学習に関する事
業へ財政的な支援を行い、市民に多様な
学習機会を提供するとともに、生涯学習に
取り組む団体を育成する。

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

生涯学習市民活動
団体支援事業

市民団体が企画した講座・
発表会・コンサート・スポー
ツ大会等に対し助成

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度

第４節　社会教育の充実

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

元気フェスティバル
連携事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 675

フレンドリーセンター
運営事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 762 992

【 継続事業 】

市民の生涯学習に対する理解や関心を深
めるとともに、市民及び団体の交流を促進
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

【 継続事業 】

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、各地区における住民主導
の組織「生涯学習振興会」に対する支援を
行い地域の生涯学習の推進を図る。

社会教育課

施策３　施設の充実による学習環境の整備

【施策１　学習活動への支援の充実】

675

【 継続事業 】

障がい者が生涯学習を通じて、学び、交
流する場を提供する。

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

スキー教室の開催
太鼓教室の開催
サッカー教室の開催
体操教室の開催
料理教室の開催
施設管理

992

19,117

[ 一般会計 ]

19,117

675

施策１　学習活動への支援の充実

施策２　学習機会の充実

平成３０年度 平成３１年度

1,500社会教育課 事業費（千円） 1,500 1,500

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
涯学習推進アドバイザー、
事務職員の配置
北広島団地地区生涯学習
振興会設立検討
全市的組織、組織体系の
検討

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置
北広島団地地区生涯学習
振興会設立検討
全市的組織、組織体系の
検討

【施策２　学習機会の充実】

生涯学習振興会支
援事業

事業費（千円） 18,747

[ 一般会計 ]

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会に
助成
生涯学習推進アドバイ
ザー、事務職員の配置
北広島団地地区生涯学習
振興会設立検討
全市的組織、組織体系の
検討
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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

【 継続事業 】

施設の老朽化が進んでいることから、安
全・快適に利用してもらうため、整備方針
について検討する。

整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

【 継続事業 】

平成21年度の耐震診断の結果、構造耐震
指標値（Is)が0.470で、耐震改修促進法で
定められた基準値0.6を下回っていること
から、耐震改修工事を実施する。

耐震改修工事に向けた検
討

耐震改修工事に向けた検
討

耐震改修工事に向けた検
討

【 継続事業 】

生涯学習支援情報システムを運用し、図
書館及び市内公共施設が持つ学習機能
の充実を図るとともに、使用料の管理など
安全で安心できる施設運営を補助する。

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実
システム運用

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実
システム運用

「生涯学習支援システム」
の活用による学習機会の
充実
システム運用

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

11,390

0 0

西の里公民館改修
事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

市民の主体的な学習活動を積極的に支援
するとともに、サークルや団体の学習成果
発表の場を提供する。

335 335

中央公民館活動推
進事業

【 継続事業 】

フレンドリーセンターの老朽化に伴い、施
設の取壊工事を行う。

解体に向けた検討 解体に向けた検討 解体に向けた検討

フレンドリーセンター
施設解体工事事業

0

11,390

事業費（千円） 0

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 335

生涯学習支援情報
システム整備事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 11,379

0

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 0 0

社会教育課 事業費（千円） 0 0

公民館まつりの実施
地区公民館活動連携事業
の実施

【施策３　施設の充実による学習環境の整備】

林間学園・レクリ
エーションの森整備
事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当）
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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

【 継続事業 】

国指定史跡旧島松駅逓所の改修 改修内容の調査 耐震診断

施策２　文化財の保存と活用

0

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 212 212

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

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

[ 一般会計 ]

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 5,525

郷土文化伝承支援
事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

北広島の郷土芸能の一つとして後世に伝
えるため、保存・継承していくことを支援す
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

【施策２　文化財の保存と活用】

【 継続事業 】

より多くの市民に観覧してもらい、駅逓所
を身近に感じ取ってもらうことによって、開
拓の歴史の理解を深めてもらうため、旧島
松駅逓所の周辺の整備に向けた検討を行
う。

隣地の整備方針策定
周辺区域の整備方針検討

周辺区域の整備方針検討 整備に向けた検討

【施策１　エコミュージアム構想の推進】

エコミュージアムセンターを拠点とし、市内
各地に存在する自然遺産や歴史遺産など
を現地において保存・育成・展示すること
により、魅力ある地域づくり・まちづくりを
行政と市民の協働で推進する。また、郷土
に関する講座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
郷土愛を育む学習機会を提供する。

施設の運営
エコミュージアム推進委員会
まちを好きになる市民大学の開
講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示・企画展示・講演会の
開催
サテライト整備に伴う地域遺産
説明板・標柱の設置

施設の運営
エコミュージアム推進委員会
まちを好きになる市民大学の開
講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示・企画展示・講演会の
開催
サテライト整備に伴う地域遺産
説明板・標柱の設置

施設の運営
エコミュージアム推進委員会
まちを好きになる市民大学の開
講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示・企画展示・講演会の
開催
サテライト整備に伴う地域遺産
説明板・標柱の設置

エコミュージアム普
及推進事業

【 継続事業 】
市内には、国指定文化財と市指定文化財
がある。いずれも自然・地質及び歴史的に
非常に貴重なものであり、郷土の自然や
歴史を後世に伝えるため適切な保存を図
る必要がある。近年は文化財見学を目的
に施設を訪れるものが増えていることか
ら、市の観光的要素としても担っている。

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成
非常勤職学芸員の配置

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成
非常勤職学芸員の配置

事業費（千円） 0

事業名
（担当課）

エコミュージアムセンター 事業費（千円） 6,830 7,443 7,443

旧島松駅逓所開館事業・
庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管
理
北広島市水稲赤毛種保
存会への助成
非常勤職学芸員の配置

文化財保存・活用事
業

[ 一般会計 ]

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当）

事業内容
年度計画

212

旧島松駅逓所大規
模改修事業

[ 一般会計 ]

エコミュージアムセンター

防災設備工事
修理基本設計

事業費（千円） 197 8,282

【 継続事業 】

20,062

8,321 7,997

0

旧島松駅逓所周辺
整備事業
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【 継続事業 】

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。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【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】

1,500文化課 事業費（千円） 1,500

22,050

施策２　子どもの読書活動推進

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

20,834 22,050

【 継続事業 】

図書館のボランティア団体で構成する北
広島市図書館フィールドネット運営委員会
を支援し、各種読書普及事業を通して市
民の読書への関心・興味を高める。

1,500

図書館フィールド
ネット連携事業

[ 一般会計 ]

図書館サービス提
供事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円）

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館資料の購入
情報検索データベース
の活用
高齢者等の宅配サービス
の実施

図書館フィールドネット運営
委員会に交付

図書館フィールドネット運営
委員会に交付

図書館フィールドネット運営
委員会に交付

第６節　読書活動の充実 施策１　図書館サービスの充実
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施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開

施策１　個性豊かな地域文化の振興

事業費（千円） 670 739

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

650 650

10,044 0

22,356 0

第７節　芸術文化の振興

芸術文化ホール設
備修繕事業

[ 一般会計 ]

文化課

【 継続事業 】

芸術文化活動を行う各種団体に対し、各
団体の芸術文化事業への支援を実施す
る。

事業名
（担当課）

芸術文化ホール設備大規
模改修工事実施設計委託
（費用未定）

事業費（千円） 11,772

文化施設大規模修繕工事
実施設計(費用未定）

[ 一般会計 ]

650

市民文化祭奨励事
業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円）

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

【 継続事業 】

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
ども考慮しながら、保守点検等で不具合が
確認された設備や箇所を計画的に修繕す
る。

オペラカーテン交換
幕開閉レール・ランナー修
繕

ワイヤーロープ、滑車類、
制御盤の交換
（芸術文化ホール設備大規
模改修調査委託）

文化課 事業費（千円） 26,508

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

739

文化賞・スポーツ賞
等表彰事業

[ 一般会計 ]

文化賞・スポーツ賞等表彰
式の式典開催

文化賞・スポーツ賞等表彰
式の式典開催

【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

【 継続事業 】

640 640

文化団体活動支援
事業

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・スポーツ賞等表彰
式の式典開催

事業内容

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 640

年度計画

【 継続事業 】

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
ども考慮しながら、保守点検等で不具合が
確認された設備や箇所を計画的に修繕す
る。

ガレリア・図書館屋上防水
改修工事（その４）
電話交換設備修繕
非常誘導灯修繕

文化施設大規模修繕工事
調査委託

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

文化課

【 継続事業 】

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。

北広島市文化連盟への
助成
北広島音楽協会への助
成

文化施設修繕事業
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320

花ホールスタッフの
会支援事業

[ 一般会計 ]

【 新規事業 】

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
の一部を助成することにより、芸術文化活
動の振興を図ることを目的とする。

市内の小学生、中学生、高
校生（指導者等を含む）
が、芸術文化に関する大会
において地区の予選大会
で優秀な成績を収め出場
する大会について、大会出
場に係る交通費等の経費
の一部の額を助成する。

市内の小学生、中学生、高
校生（指導者等を含む）
が、芸術文化に関する大会
において地区の予選大会
で優秀な成績を収め出場
する大会について、大会出
場に係る交通費等の経費
の一部の額を助成する。

市内の小学生、中学生、高
校生（指導者等を含む）
が、芸術文化に関する大会
において地区の予選大会
で優秀な成績を収め出場
する大会について、大会出
場に係る交通費等の経費
の一部の額を助成する。

青少年芸術文化大
会出場支援事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 1,000 1,000 1,000

【 継続事業 】
北広島市芸術文化ホール運営委員会に
交付金を交付し、北広島市芸術文化振興
プランに基づき、市と協働で芸術鑑賞型事
業及び芸術創造事業を展開する。また、
芸術文化ホール運営委員会の事務局体
制を確立するために、常勤の事務局員を
配置し、より市民の主体的な活動を促進
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

【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】

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

320

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

芸術文化ホール運
営委員会連携事業

[ 一般会計 ]

文化課 事業費（千円） 11,709 11,838 11,838

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

花ホールスタッフの会に助
成
花ホールボランティア講習
会の実施

【 継続事業 】
芸術文化ホール（花ホール）を拠点に活動
する花ホールスタッフの会に交付金を交付
し、市及び運営委員会が主催する鑑賞事
業のサポート活動やバーコーナー運営、
貸館サポート活動を展開する。また、花
ホールスタッフの会の会員数拡大とボラン
ティア活動の資質向上を図る。

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

320文化課 事業費（千円）
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【 新規事業 】

健康保持・増進に対する市民ニーズの高
まりや体育施設の老朽化など市民の健康
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、次期総合計画策定に向
け、スポーツ振興に係る基本計画策定を
準備する。

市民意識調査の実施 市民検討委員会の開催 計画の策定

スポーツ振興計画策
定事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 2,484 773 50

平成２９年度

1,500 1,500

457

事業内容

平成３１年度

事業費（千円） 716 1,000

スポーツ大会出場支
援事業

[ 一般会計 ]

事業費（千円）

【 継続事業 】

市民だれもが、生涯にわたりスポーツ・レ
クリエーション活動に親しむことができるよ
う、生涯スポーツ活動をはじめ、児童生
徒・障がいのある人のスポーツ・レクリエー
ション活動の支援を推進する。

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、スナッグゴルフ大会、
いちにのジャンプ大会など
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、スナッグゴルフ大会、
いちにのジャンプ大会など
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、スナッグゴルフ大会、
いちにのジャンプ大会など
各種スポーツ・レクリエー
ションイベントの開催

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

[ 一般会計 ]

544

1,000

平成２９年度 平成３０年度

きたひろしま３０ｋｍ
ロードレース連携事
業

社会教育課

スポーツ大会出場費の助
成

【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】

平成３０年度

[ 一般会計 ]

施策２　競技スポーツの振興

【 継続事業 】

健康で生きがいのあるスポーツ活動の促
進を図るためにきたひろしま30㎞ロード
レースを開催する実行委員会と連携する。

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援
参加記念品の提供
業務委託

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援
参加記念品の提供
業務委託

きたひろしま30㎞ロード
レース実行委員会への支
援
参加記念品の提供
業務委託

事業名
（担当課）

【 継続事業 】

全道・全国・国際規模のスポーツ大会に出
場するものに対して出場費の一部助成を
行うことによって、市民の自発的なスポー
ツ活動を助長し、市のスポーツ振興を図
る。

スポーツ大会出場費の助
成

事業費（千円） 460

年度計画

施策３　スポーツ施設の整備と運営

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成３１年度

1,500社会教育課

社会教育課

スポーツ大会出場費の助
成

市民スポーツ活動推
進事業
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[ 一般会計 ]

スポーツアカデミー
事業

社会教育課

社会教育課

体育協会活動支援
事業

[ 一般会計 ]

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
ポーツ少年団の運営費及び事業費に対
し、スポーツ少年団本部を通じて補助金を
交付する。

453

スポーツ少年団育成
事業

[ 一般会計 ]

【施策３　スポーツ施設の整備と運営】

参事（まちづくり担当） 事業費（千円）

スポーツ少年団本部に
助成

スポーツ少年団本部に
助成

平成３１年度

【 継続事業 】

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

本市のスポーツの普及・振興を図るため、
北広島市体育協会の運営費及び事業費
に対し、補助金を交付する。

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

3,118

1,178 1,178

事業名
（担当課）

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

453

3,118

【 新規事業 】
市民のスポーツへの興味・関心や参加意
欲を高め、トップアスリートの大会技術を
見る機会ができ、市民との交流機会を通じ
たスポーツ水準の向上や競技人口の拡大
及びスポーツを通じた本市の魅力発信、
まちの活性化を図るため、スポーツ合宿、
全道・全国大会を誘致する。

スポーツ合宿手法の検討 スポーツ合宿・全国大会の
誘致

スポーツ合宿・全国大会の
誘致

スポーツ合宿・全国
大会等誘致事業

スポーツ少年団本部に
助成

事業費（千円） 3,118

事業費（千円） 453

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】

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
キッズスポーツ塾、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
キッズスポーツ塾、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
キッズスポーツ塾、ジュニ
アスポーツ塾の開催

【 継続事業 】

市民のスポーツレクリエーションや市民の
集い・交流・健康づくりの場として運動広場
を整備する。

整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討 整備に向けた調査・検討

0 0 0

[ 一般会計 ]

総合運動公園等整
備事業（旧：運動広
場整備事業）

社会教育課 事業費（千円） 1,199

社会教育課 事業費（千円） 0 378 378
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建築後31年が経過し、雨漏り、天井材の
落下が見られるとともに、給排水・電気・暖
房等の設備の経年劣化が進んでいること
から、北海道大演習場周辺整備統合事業
として改修工事を実施する。

工事監理委託、改修工事

【 拡大事業 】

学校施設（体育館）開放に係る管理業務を
委託化する。

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

自然の森キャンプ場
整備事業

[ 一般会計 ]

5,273 5,2732,829

【 継続事業 】

市民の健康維持及び体力向上に資するた
め、小中学校体育館の開放を行いスポー
ツ活動の場を提供する。

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

3,110

学校施設（体育館）
開放事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円）

0

【 継続事業 】

整備手法の検討 整備手法の検討

0 0

駐車場34台では不足しており、路上に駐
車することが余儀なくされている状況にあ
り、利用者の利便性・安全性を向上し、更
なる利用者増加につなげるため、駐車場
を整備する。

整備手法の検討

社会教育課 事業費（千円）

学校施設（体育館）
開放事業（拡大）

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 2,826 3,110

【 継続事業 】

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 210,630

大曲ファミリー体育
館改修事業

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
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施策１　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】
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

大学連携推進事業

[ 一般会計 ]

施策２　地域活動の促進

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・協力を
推進する。

企画課 事業費（千円） 808

【 継続事業 】

学生地域活動支援事業の
実施
その他連携事業の推進

学生地域活動支援事業の
実施
その他連携事業の推進

学生地域活動支援事業の
実施
その他連携事業の推進

776776

第９節　大学との連携
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【 継続事業 】

20

【 継続事業 】 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とも
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」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

地域交流事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 20

【施策１　広域的な交流の促進】

事業費（千円） 1,059 1,060 1,060

【 継続事業 】

地域に根ざした国際交流事業の実施を通
して、市民レベルの相互理解と友好親善
を目的に活動する、北広島国際交流協議
会を支援する。

カナダ・サスカツーン市の
交流派遣
市民交流事業の実施
組織の強化

カナダ・サスカツーン市の
交流派遣
市民交流事業の実施
組織の強化

カナダ・サスカツーン市の
交流派遣
市民交流事業の実施
組織の強化

姉妹都市スポーツ交
流事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 0 0

【 継続事業 】

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。

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

生徒数、部活種目の減少
により、選手選抜が困難と
なってきているなどの理由
から休止

392 1,404

国際交流事業

[ 一般会計 ]

社会教育課 事業費（千円） 1,404

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

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
な交流機会を確保し、交流の拡大や交流
人口の増加を図る。

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）

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）

【施策３　国際交流の促進】
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３　国際交流の促進

【施策２　姉妹都市交流事業の拡充】

20

0

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

「北広島ふるさと祭り」「東
広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等に
グリーンアスパラを贈呈

姉妹都市交流事業

[ 一般会計 ]

秘書課
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【 継続事業 】

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

7,071

【施策２　公害対策の推進】
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

環境保全事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 6,786 7,127

1,007 1,007

温暖化対策推進事
業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 1,295

6,026

【 継続事業 】

北広島市地球温暖化対策実行計画に基
づき、地球温暖化の防止や温室効果　ガ
ス排出の削減を図るため、普及啓発事業
の実施や機器導入への支援等により省エ
ネや環境配慮行動を誘導する。

環境ひろばの開催
エコドライブ講習会の開催
温暖化対策事業の実施
高効率給湯暖房機等の設
置に対する助成
事業者向け融資制度案内
の実施

環境ひろばの開催
エコドライブ講習会の開催
温暖化対策事業の実施
高効率給湯暖房機等の設
置に対する助成
事業者向け融資制度案内
の実施

環境ひろばの開催
エコドライブ講習会の開催
温暖化対策事業の実施
高効率給湯暖房機等の設
置に対する助成
事業者向け融資制度案内
の実施

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

太陽光発電システム
等設置支援事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 5,726 6,026

【 継続事業 】

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
置に対する助成

太陽光発電システムの設
置に対する助成

太陽光発電システムの設
置に対する助成

施策４　環境保全意識の向上

【施策１　地球環境の保全】
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５　環境衛生の充実
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12,646

札幌市里塚斎場火
葬場利用サービス
事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円）

【施策４　環境保全意識の向上】
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 】

日常生活排水を適正に処理するため、合
併処理浄化槽の整備・普及を図ることと
し、公共下水道計画区域外に居住する市
民が合併処理浄化槽を導入する際の支援
を行う。

浄化槽設置費の助成 浄化槽設置費の助成

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指
導
迷い犬等の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除
支援

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指
導
迷い犬等の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除
支援

【施策５　環境衛生の充実】
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

12,717 12,806

【 継続事業 】

老朽化している火葬場の延命化や市民の
火葬場利用サービスの選択肢拡大を図る
ため、札幌市との広域連携による札幌市
里塚斎場・火葬場の利用サービスを実施
する。

里塚斎場火葬場利用サー
ビスの実施

里塚斎場火葬場利用サー
ビスの実施

里塚斎場火葬場利用サー
ビスの実施

浄化槽設置費の助成

浄化槽設置奨励事
業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 1,337 4,068 4,068

環境啓発推進事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 301 301

【 継続事業 】

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
エコクッキング
エコ講座

自然観察会
野鳥観察会
エコクッキング
エコ講座

自然観察会
野鳥観察会
エコクッキング
エコ講座

3,793 3,793

動物衛生等管理事
業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 3,928

301

【 継続事業 】

狂犬病の蔓延防止など公共衛生の向上を
図るとともに、動物・害虫などから市民の
安全な生活を確保するため、畜犬の管理
や野犬の掃討、狂犬病予防の推進、スズ
メバチ等の駆除などを実施する。

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指
導
迷い犬等の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除
支援

【施策３　自然環境の保全】

467 467

有害鳥獣駆除対策
事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 460

【 継続事業 】

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等の
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等の
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等の
交付

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
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施策２　ごみ処理体制の充実

19,470

リユース事業（収集、修繕、
展示、販売）の実施

粗大ごみリユース事
業

[ 一般会計 ]

【施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進】
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

【 継続事業 】

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、埋め立てるごみを
減量する。

リユース事業（収集、修繕、
展示、販売）の実施

リユース事業（収集、修繕、
展示、販売）の実施

ごみ減量化・資源化
対策事業（拡大）

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 401

環境課 事業費（千円） 76,994 65,655

[ 一般会計 ]

65,655

5,338

【 継続事業 】

最終処分場の延命化や循環型社会の形
成に寄与するため、引き続き生ごみのバ
イオガス化処理を実施する。

生ごみのバイオガス化処
理

生ごみのバイオガス化処
理

生ごみのバイオガス化処
理

生ごみ処理事業

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、
生ごみの堆肥化など、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
事業系生ごみ分別促進

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
事業系生ごみ分別促進

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
事業系生ごみ分別促進

487 487

環境課 事業費（千円） 5,416 5,338

【 拡大事業 】

ごみ処理量のさらなる削減に向けて、普通
ごみの組成分析で大きな割合を占める雑
紙をターゲットとしたミックスペーパーの資
源化を新たに実施する。

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

ごみ減量化・資源化
対策事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 18,859 19,470

【 継続事業 】
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道央廃棄物処理組合負担
金の支出

ごみ処理広域化事
業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 34,381 10,836 10,836

6,867 6,867

【 継続事業 】

北広島市、千歳市、南幌町、由仁町、長沼
町、栗山町で構成する道央廃棄物処理組
合において、広域での廃棄物中間処理
（焼却）施設の設置を進めるため、負担金
を支出する。

道央廃棄物処理組合負担
金の支出

道央廃棄物処理組合負担
金の支出

不法投棄対策事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 6,803

92,467

【 継続事業 】

不法投棄抑制のため、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・家電等の適正な処理を行
う。

廃棄物パトロール員による
不法投棄監視、適正排出
指導及び不法投棄ごみの
回収
廃タイヤ・廃家電等の処理
委託

廃棄物パトロール員による
不法投棄監視、適正排出
指導及び不法投棄ごみの
回収
廃タイヤ・廃家電等の処理
委託

廃棄物パトロール員による
不法投棄監視、適正排出
指導及び不法投棄ごみの
回収
廃タイヤ・廃家電等の処理
委託

家庭ごみ適正処理
推進事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 94,212 92,467

【 継続事業 】

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収集運搬、ごみ
ステーションの管理や整備への補助金交
付などの事業を行う。

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみｽﾃｰｼｮﾝの管理指導
庭先収集
個別収集等ｱﾝｹｰﾄ調査の
実施

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみｽﾃｰｼｮﾝの管理指導
庭先収集

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみｽﾃｰｼｮﾝの管理指導
庭先収集

1,115

【 継続事業 】

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、周辺に
居住する住民等が実施する鳥獣被害防除
に対し補助金を交付する。

最終処分場周辺環境改
善・保持のための有害鳥獣
の駆除
処分場周辺の飛散ごみ清
掃
生活環境等改善事業補助
金の交付

最終処分場周辺環境改
善・保持のための有害鳥獣
の駆除
処分場周辺の飛散ごみ清
掃
生活環境等改善事業補助
金の交付

最終処分場周辺環境改
善・保持のための有害鳥獣
の駆除
処分場周辺の飛散ごみ清
掃
生活環境等改善事業補助
金の交付
輪厚川床浚い状況調査

最終処分場周辺環
境整備事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 1,121

【施策２　ごみ処理体制の充実】
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

1,115
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森林ボランティア支
援事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 62

209

77

【 継続事業 】

森林整備等のボランティア活動をしている
グループを支援することにより、森林整備
の一端を担う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の無
償貸与

森林整備機器の整備
森林ボランティア等への無
償貸与

森林整備機器の整備
森林ボランティア等への無
償貸与

緑の活動拠点整備
事業

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 205 209

【 継続事業 】 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、また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とともに、家
屋・倉庫については資材の保管や作業場
などとして有効活用を図り、緑の活動拠点
として整備・活用を進める。

家屋等の維持管理
（屋根・外壁修繕塗装）
活動用資材等の購入

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入

73

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

緑化推進事業

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 5,444 5,547 5,547

2,198 4,025

【 継続事業 】 緑と花のある美しいまちづくりを推進する
ため、市民の参加による公共施設や街路
樹桝への花苗植栽等、花いっぱい運動を
展開するとともに、オープンガーデン見学
会や花のまちコンクール・誕生記念樹の贈
呈事業を実施する。
また、緑を適切に保全するため、「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

森林保全活用事業

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 13,038

8,422

【 継続事業 】
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
富ヶ岡市有林下刈委託
森林ボランティア等による
森林整備活動支援等

北広島団地周辺緑地樹木
管理委託
富ヶ岡市有林下刈委託
森林ボランティア等による
森林整備活動支援等

市有林樹木管理委託
富ヶ岡市有林下刈委託
森林ボランティア等による
森林整備活動支援等

緑の基本計画事業

[ 一般会計 ]

都市計画課 事業費（千円） 144 168

【 継続事業 】 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、各種緑事業の進行管
理を行う。
また、現在の北広島市緑の基本計画は、
平成32年度が目標年次となっていること
から、平成33年度から始まる新たな基本
計画の策定作業を実施する。

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
緑の基本計画策定準備

北広島市緑のまちづくり審
議会の開催
緑の基本計画策定委託

施策３　公園の整備

【施策１　緑化の推進】
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
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【 拡大事業 】

安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を
推進し、豊かな市民生活の実現を図るた
め、富ヶ岡の森、東の里遊水地の施設整
備を行う。

富ヶ岡の森の実施設計委
託

富ヶ岡の森の施設整備
東の里遊水地の実施設計
委託

都市公園整備事業
（拡大）

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 15,000 80,000

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】

安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を
推進し、豊かな市民生活の実現を図るた
め、公園の整備及び改修を行う。

こすもす公園他13公園の
施設改修
みはらし公園他3公園の便
所のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化

かわぞい公園他12公園の
施設改修
かぜの子公園他3公園の
便所のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
(仮称)輪厚中央公園の整
備
きたひろサンパークの施設
整備

緑葉公園他5公園の施設
改修

【 継続事業 】

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

1,195

173,772 95,822

都市公園整備事業

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 129,928

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２　親水空間の保全】

平成３１年度

輪厚川親水事業

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 1,213 1,195

【施策３　公園の整備】
事業名

（担当課）
事業内容
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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
図るとともに、地域における防災活動を担
う人材育成を実施する。

出前講座
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修

出前講座
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修

出前講座
要綱に基づく助成
地域防災リーダー研修

防災・庁舎建設課 事業費（千円）

837 63

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

801

自主防災組織育成
事業

[ 一般会計 ]

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２　自主防災組織の充実】

801751

【施策１　防災対策の推進】
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

防災資機材整備事
業

[ 一般会計 ]

防災・庁舎建設課 事業費（千円） 9,486 9,125

【 継続事業 】

北海道による地震被害想定の見直しを受
けた北広島市地域防災計画の改定や水
防法改正による浸水想定区域の見直しに
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

防災訓練事業

[ 一般会計 ]

防災・庁舎建設課 事業費（千円） 94

2,678

【 継続事業 】

【 継続事業 】
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
資機材や備蓄食糧品等の生活関連物資
を備蓄するほか、救助・応急対策等に必
要とする資機材を市がまとめて購入し、自
主防災組織に貸与する。また、福祉避難
所における備蓄品の整備を行う。

備蓄食糧品の購入
毛布・汚物収納袋・衛生用
品等の購入
防災備蓄物置等の購入
救助工具セットの購入
福祉避難所備品等の購入

備蓄食糧品の購入
毛布・汚物収納袋・衛生用
品等の購入
防災備蓄物置の購入
救助工具セットの購入
福祉避難所備品等の購入

備蓄食糧品の購入
毛布・汚物収納袋・衛生用
品等の購入
救助工具セットの購入

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、防災関係機関の
職員等を対象に各種災害対策訓練を実施
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
市役所新庁舎における災
害対策本部運営訓練の実
施

総合防災訓練の実施（前
回はH25年度に実施）
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

地域防災計画改訂
事業

[ 一般会計 ]

防災・庁舎建設課 事業費（千円） 3,550

【 継続事業 】
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【施策３　治山・治水の推進】

護岸工

輪上川局部改修事
業

[ 一般会計 ]

都市整備課

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 】

本河川は河川整備がなされていない原始
河川であり、一部では河畔の崩壊や河床
洗堀により平地の浸食や輪厚中の沢線輪
厚1号橋前後の充填護岸が転倒の危険が
あることから、災害の発生を未然に防ぐた
め護岸工を実施する。

護岸工

治水対策促進事業

[ 一般会計 ]

庶務課 事業費（千円） 135

【 継続事業 】

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
に支援する。

北広島市治水対策促進期
成会への補助金の交付

北広島市治水対策促進期
成会への補助金の交付

北広島市治水対策促進期
成会への補助金の交付

135 135

事業費（千円） 26,500 55,500
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【 継続事業 】

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。

小型動力ポンプ付積載車
更新（第4分団）
H23事業費の償還

高規格救急車更新（大曲
救急車）
小型動力ポンプ付積載車
更新（第2分団）

9,380

消防車両等更新事
業（拡大）

[ 一般会計 ]

警防課 事業費（千円）

事業費（千円） 29,693

817 817

【 新規事業 】
はしご自動車のように機構が複雑で高価
であり、かつ安全性や確実性がより強く求
められる消防自動車について、長時間に
わたってに安全性や性能維持の確保を図
る必要があることから、通常の点検整備に
加え、一定年数経過後に専門技術者によ
るオーバーホールを実施する。

【 拡大事業 】

平成10年に整備した連絡車は、運用開始
より18年が経過し、経年劣化による修繕
対応が今後さらに頻発することが予想され
るため、当該車両の更新を実施する。

活動支援車（旧連絡車）更
新

消防車両等更新事
業

[ 一般会計 ]

警防課 事業費（千円） 20,580 56,043

【 継続事業 】

消防団員の公務災害等を未然に防止する
ため、計画的に安全装備品の充実を図
り、団員の安全を確保する。

防火服一式の更新 防火服一式の更新 防火服一式の更新

消防団活動支援事
業

[ 一般会計 ]

消防本部総務課 事業費（千円） 180 180

【 継続事業 】

消防団は、消火活動のみならず、自然災
害等から住民を保護する使命のほか、地
域における防災意識の向上やコミュニ
ティーの活性化に向けた取り組みを行って
いる。これら防火指導や特別警戒等の自
主的な活動に補助する。

春・秋の火災予防運動
住宅用火災警報器普及啓
発活動
他消防団への視察研修
消防団ＰＲ活動
消防団員募集活動
歳末警戒
公務災害防止研修
救命講習の受講

春・秋の火災予防運動
住宅用火災警報器普及啓
発活動
他消防団への視察研修
消防団ＰＲ活動
消防団員募集活動
歳末警戒
公務災害防止研修
救命講習の受講

春・秋の火災予防運動
住宅用火災警報器普及啓
発活動
他消防団への視察研修
消防団ＰＲ活動
消防団員募集活動
歳末警戒
公務災害防止研修
救命講習の受講

事業費（千円） 5

180

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　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

はしご自動車オーバーホー
ル

はしご自動車オー
バーホール事業

[ 一般会計 ]

消防本部総務課

【施策１　消防体制の充実】

消防団員安全装備
品等整備事業

[ 一般会計 ]

消防本部総務課
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【 継続事業 】

北広島市の火災予防の推進のため、幼年
消防クラブ及び婦人防火クラブの育成並
びに市民への防火思想の普及活動を行っ
ている防火委員会の活動を支援する。

火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
福祉施設等への防火訪問

火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
福祉施設等への防火訪問

火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
福祉施設等への防火訪問

防火委員会推進事
業

[ 一般会計 ]

予防課 事業費（千円） 100 100 100

【 継続事業 】

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を設置するとともに、
耐用年数30年を経過した老朽消火栓を水
道事業が行う配水管改良事業に併せ計画
的に更新する。

消火栓の新設
防火水槽の設置
消火栓の更新

消火栓の新設
防火水槽の設置
消火栓の更新

防火水槽の設置
消火栓の更新

消防水利整備事業

[ 一般会計 ]

警防課 事業費（千円） 18,061 16,951 15,573

【 継続事業 】

大規模・特殊災害に対応するために消防
活動上必要な資機材を、災害特性並びに
地域性を勘案して計画的に更新、整備し、
隊員の安全管理を充実させるとともに、市
民生活の安心・安全を確保する。

軽量空気ボンベ更新
救助用ボート更新

軽量空気ボンベ更新
ＡＥＤ更新

軽量空気ボンベ更新
ＡＥＤ更新

消防活動用資機材
整備事業

[ 一般会計 ]

消防１課 事業費（千円） 392 1,425 1,788

【 拡大事業 】

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
の充実を図るため、事業を拡大する。

防火クラブ新規結成
火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
福祉施設等への防火訪問

防火クラブ新規結成
火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
福祉施設等への防火訪問

防火クラブ新規結成
火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
福祉施設等への防火訪問

100 100

防火委員会推進事
業（拡大）

[ 一般会計 ]

予防課 事業費（千円） 100

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２　火災予防の推進】

- 77 -



第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

事業費（千円） 1,815

884

【 継続事業 】

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、薬剤投与等の特定行
為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
気管挿管病院実習
気管挿管再認定講習
ビデオ喉頭鏡研修及び病
院実習
2行為拡大講習（輸液・ブド
ウ糖及び血糖測定）
MC連絡調整会負担金

就業前・就業中研修
気管挿管病院実習
気管挿管再認定講習
ビデオ喉頭鏡研修及び病
院実習
2行為拡大講習（輸液・ブド
ウ糖及び血糖測定）
MC連絡調整会負担金

就業前・就業中研修
気管挿管病院実習
気管挿管再認定講習
ビデオ喉頭鏡研修及び病
院実習
2行為拡大講習（輸液・ブド
ウ糖及び血糖測定）
MC連絡調整会負担金

応急手当普及啓発
活動事業

[ 一般会計 ]

救急指令課 事業費（千円） 759 884

【 継続事業 】

救急車が到着するまでの間、重篤な傷病
者に対して迅速・的確な応急手当ができる
市民を養成するため、AED(自動体外式除
細動器)の使用と心肺蘇生法を含めた救
命講習会を開催して救命率の向上を図
る。

救命講習会（普通・上級・
一般・救命入門コース）の
実施
講習会用資機材の購入
（成人用人形、AEDトレー
ナー、消耗品）

救命講習会（普通・上級・
一般・救命入門コース）の
実施
講習会用資機材の購入
（成人用人形、AEDトレー
ナー、消耗品）

救命講習会（普通・上級・
一般・救命入門コース）の
実施
講習会用資機材の購入
（成人用人形、AEDトレー
ナー、消耗品）

2,007 2,007

救急体制強化事業

[ 一般会計 ]

救急指令課

【施策３　救急救命体制の充実】
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
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平成３１年度

交通安全施設整備
事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 3,000 3,000

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６節　交通安全の推進 施策１　交通安全意識の充実

【 継続事業 】

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

【 継続事業 】

この計画は、交通安全対策基本法（昭和
45年法律第110号）に基づき、北海道が策
定する第10次北海道交通安全計画をう
け、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の推進を目的
に策定するものである。

《平成28年度終了》

交通安全推進事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 14,415 14,732

【 継続事業 】 交通安全に係る推進員、学童指導員、指
導員の配置、注意標識等の設置及び公安
委員会に対する規制要望等により、交通
安全意識の定着と事故の抑止を図る。
また、市全体が一体となった交通安全運
動を展開するため、北広島市交通安全運
動推進委員会が実施する広報・啓発活
動、交通安全教室等の実施に要する経費
に対し、交付金を交付する。

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
北広島市交通安全運動推
進委員会への交付金を交
付

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
北広島市交通安全運動推
進委員会への交付金を交
付

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
北広島市交通安全運動推
進委員会への交付金を交
付

3,000

【施策２　交通安全環境の整備】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

施策２　交通安全環境の整備

【施策１　交通安全意識の充実】

交通安全計画策定
事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 0

14,679
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【 継続事業 】 夜間における犯罪の防止、交通の安全確
保を図るため、街路灯を設置、維持する自
治会等に対し、維持費にあたる電気料金
及び街路灯の修繕に要する経費に対し、
補助金を交付する。
　　また、環境負荷に優しく、節電効果の
高いＬＥＤ街路灯への切り替えを計画的に
促進するため、ＬＥＤ街路灯の設置に要す
る経費に対し、補助金を交付する。

街路灯（水銀灯・LED灯）の
設置、維持・管理費用の助
成

街路灯（水銀灯・LED灯）の
設置、維持・管理費用の助
成

【施策２　犯罪が起きにくい環境づくり】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【 継続事業 】
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、市民が安全で安心
して暮らせるまちづくりを目指し、防犯意識
の普及・啓発活動を実施する。
　　また、市全体が一体となった防犯活動
を展開するため、北広島市防犯協会連合
会が実施する啓蒙活動等の実施に要する
経費に対し、交付金を交付し、さらに、自
主防犯活動団体等に対し、活動資材等の
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
北広島市防犯協会連合会
への交付金の交付

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
北広島市防犯協会連合会
への交付金の交付

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
北広島市防犯協会連合会
への交付金の交付
推進計画の見直し策定

985 985

犯罪のない安全で
安心なまちづくり推
進事業

[ 一般会計 ]

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

市民課

第７節　防犯対策の推進 施策１　防犯意識の普及啓発

平成３１年度

施策２　犯罪が起きにくい環境づくり

【施策１　防犯意識の普及啓発】
事業名

（担当課）
事業内容

事業費（千円） 934

街路灯（水銀灯・LED灯）の
設置、維持・管理費用の助
成

街路灯整備支援事
業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 25,216 19,215 16,625

年度計画
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商工業振興課 事業費（千円） 410 410 410

【 継続事業 】 消費者基本法の理念に基づき、消費者の
利益保護と消費生活の安定と向上を図る
ため、啓発及び消費者教育の場の提供を
目的として、消費者団体相互の連携の強
化と市民により身近にわかりやすく情報を
提供する消費生活展や消費者大会等の
開催。また、消費生活の講座を積極的に
開設し、市民に正しい知識の普及や啓蒙
を行う消費者協会に対し、補助を行う。

消費者協会の活動に対す
る支援

消費者協会の活動に対す
る支援

消費者協会の活動に対す
る支援

北広島消費者協会
活動支援事業

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

[ 一般会計 ]

3,621

平成３１年度

消費生活全般に関する相談や苦情に的確
かつ迅速に対応するため、専門相談員に
よる消費生活相談を実施し、消費者被害
の未然防止と拡大防止を図る。また、北海
道消費者行政推進事業補助金を活用し、
地域社会における消費者問題解決力の強
化を図る。

消費生活センターにおける
相談の実施
センター機能の整備
相談員研修の実施
啓発事業の実施
消費者大会の実施

消費生活センターにおける
相談の実施
センター機能の整備
相談員研修の実施
啓発事業の実施
消費者大会の実施

消費生活センターにおける
相談の実施
センター機能の整備
相談員研修の実施
啓発事業の実施
消費者大会の実施

施策２　消費者保護の推進

【施策１　消費者教育の拡充】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

【施策２　消費者保護の推進】

[ 一般会計 ]

商工業振興課

【 継続事業 】

消費者行政推進事
業

第８節　消費生活の安定 施策１　消費者教育の拡充

事業費（千円） 3,424 3,621

- 81 -



第３章　美しい環境につつまれた安全なまち

第９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

平和推進事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 178 96

【 継続事業 】

「平和都市宣言のまち」並びに平和首長会
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」種火の保守管
理
きたヒロシマ平和展の開催

「平和の灯」種火の保守管
理
きたヒロシマ平和展の開催

96

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１　恒久平和の希求】
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 】

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て、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

【施策２　人権意識の啓発】

52

人権意識の普及啓
発事業

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 862 52
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第４章　活気ある産業のまち

施策４　生産・流通の振興

【施策１　担い手の育成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 400

9,150

本市農業の持続的発展のために、次代の
担い手である農業後継者等の育成及び確
保を図るため、農業後継者等の研修への
補助（所要額の2/3、上限あり）や新規就
農者の定着促進を図る支援金（就農4年
目から2年間、対象経費の1/3、上限30万
円）を交付する。

農業後継者等の研修活動
等への助成
新規就農者支援金の交付

農業後継者等の研修活動
等への助成
新規就農者支援金の交付

農業後継者等の研修活動
等への助成
新規就農者支援金の交付

900 1,200

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

900

平成３１年度

【 継続事業 】

北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、ＪＡ
道央が共同し、広域事業として担い手の
育成支援や農用地の利用調整等の公社
事業費を負担し農業振興を図る。

構成員として運営に参画
負担金の納入

構成員として運営に参画
負担金の納入（見込額）

構成員として運営に参画
負担金の納入（見込額）

道央農業振興公社
負担金事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 2,274 2,274 2,274

農業後継者等育成
事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円）

【 継続事業 】

【 継続事業 】
新規就農者への支援を充実し、農業後継
者としての定着促進を図るため、新規就農
者の農地賃借料を助成する事業を実施す
る。
新規就農した年度から起算して3年度を支
援期間とし、1年度1人につき250千円を限
度に農地の賃借料の1/2の額を補助す
る。

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農経営安定支援金
の交付

新規就農・経営継承
総合支援事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 9,082 12,900

【 継続事業 】

新規就農を増やし、将来の日本農業を支
える人材を確保するため、青年の就農意
欲の喚起と就農後の定着を図り、経営が
不安定な就農直後（５年以内）の所得を確
保する給付金を交付

人・農地プランに位置付け
られた４５歳未満の新規就
農者に対する給付

人・農地プランに位置付け
られた４５歳未満の新規就
農者に対する給付

人・農地プランに位置付け
られた４５歳未満の新規就
農者に対する給付

新規就農経営安定
支援事業

1,250 500
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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

【 継続事業 】
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。

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全
管理に係る費用に対する
補助

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全
管理に係る費用に対する
補助

市内の活動組織が行う農
地・農業用施設等の保全
管理に係る費用に対する
補助

14,285

多面的機能支払交
付金事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 14,289 14,285

【 継続事業 】 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、暗渠
等の排水効果を高めるためにレーザーレ
ベラーを用いた圃場均平を実施する場合
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
動化を図るための農地復元を行う場合
や、客土、石れき除去を行う場合に助成す
る。

暗渠、明渠の排水整備、客
土、石れき除去、圃場均
平、農地復元に対する助成

暗渠、明渠の排水整備、客
土、石れき除去、圃場均
平、農地復元に対する助成

暗渠、明渠の排水整備、客
土、石れき除去、圃場均
平、農地復元に対する助成

事業費（千円） 3,930 4,590

農地改良事業

[ 一般会計 ]

4,590

【 継続事業 】

農地の湛水、過失被害を解消して農業経
営の安定化を図るため、平成27年度に完
成した農業排水施設の建設費の償還を行
う。

《平成28年度終了》

国営土地改良事業
江別南地区建設費
償還事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 0

【施策２　農地の利用・保全】

農政課
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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

食農教室事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 57

【 継続事業 】
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、市内の児童とその保護者を対象に、
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

交流農園マップの作製
グリーンツーリズム協議会
の実施事業への助成
新規施設・設備等の設置、
機械購入等の経費と借入
金に対する利子補給

認定市民農園開設の支援

菜園パーク促進事
業

グリーンツーリズム
推進事業

[ 一般会計 ]

10,930農政課 事業費（千円） 865 10,930

62 62

【 継続事業 】 市内で展開されているグリーンツーリズム
活動を市が紹介マップを作成し、市内外へ
配布・ＰＲする。
グリーンツーリズム活動の連携が図られる
ことで、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
内外に伝えられるため、実施者の連携し
た活動を支援する。
農業の振興と地域の活性化を図り、農業
を核とする新たな産業の創出のための施
設整備等を支援する。

交流農園マップの作製
グリーンツーリズム協議会
の実施事業への助成
施設整備等の制度策定
先進地視察の実施

交流農園マップの作製
グリーンツーリズム協議会
の実施事業への助成
新規施設・設備等の設置、
機械購入等の経費と借入
金に対する利子補給

【 継続事業 】
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
を行う。
講座の圃場で使用する用具等消耗品につ
いて、毎年必要な資材と３年毎に交換が
必要な資材があるため、３年毎に事業費
が変動する。

《平成28年度終了》

【 継続事業 】

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
行い、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支援 認定市民農園開設の支援

野菜づくり講座事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 0

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 100 250 250

【施策３　都市住民との交流】
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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

【 継続事業 】
農業経営の安定と国内生産力の確保を図
り、もって食料自給率の向上と、農業の多
面的機能を維持するための経営所得安定
対策直接支払制度の実施に当たって、事
務事業の推進や要件確認等にあたる北広
島市地域農業再生協議会に対して必要な
経費を助成する。

地域農業再生協議会に助
成

地域農業再生協議会に助
成

地域農業再生協議会に助
成

【施策４　生産・流通の振興】

経営所得安定対策
直接支払推進事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 6,651 6,834

農業資金利子補給
事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 183

6,834

【 継続事業 】 効率的かつ安定的な経営を実践できる経
営感覚に優れた農業経営者を育成するた
め、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（認定
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）を借り入れし
た場合に利子の一部を国・道とともに助成
する。

資金借入利子に対する助
成

資金借入利子に対する助
成

資金借入利子に対する助
成

370 370

【 継続事業 】

農業経営者等で構成する生産組織、酪農
家等に対し、以下の支援を主に道央農業
協同組合を通して行い、農業経営の近代
化、安定化を目指し、北広島市の農業の
振興を図る。

農業技術の向上や情報交
換等への支援
健全牛育成のための預託
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
換等への支援
健全牛育成のための預託
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
換等への支援
健全牛育成のための預託
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

農業振興奨励事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 2,620 3,000 3,000

市の定める人・農地プランに位置づけられ
た中心経営体等が、農業経営の発展・改
善を目的として、金融機関からの融資を活
用して、農業用機械等を取得等する場合
に、取得に要する経費から融資等の額を
除いた自己負担部分について助成する。
また、融資の円滑化を図るため、農業信
用基金協会への助成金の積み増しによる
債務保証の拡大も選択することができる。

補助対象経営体への助成 補助対象経営体への助成 補助対象経営体への助成

5,000 5,000

911 806

【 継続事業 】
担い手への農地利用が全体のうちの８割
を占める農業構造の確立のため、地域農
業の課題解決に必要な人・農地プランを
作成し、農地中間管理機構を通して地域
の中心となる経営体（担い手）に農地を集
積を図ることとし、その集積に協力をする
農業者に対して協力金を交付する。

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

人・農地プラン作成
農地集積に協力した農業
者に協力金を交付

担い手への農地集
積推進事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 806

経営体育成支援事
業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円）

【 継続事業 】

【 継続事業 】

農業者で組織する団体の構成員が化学
肥料等の使用削減などの条件に沿って地
球温暖化防止や生物多様性保全に効果
の高い営農活動を行う場合、取組面積に
応じ予算の範囲内で当該団体に交付す
る。

一定の条件に沿って環境
に配慮した農業者で組織
する団体に対して国・道と
ともに補助金を交付

一定の条件に沿って環境
に配慮した農業者で組織
する団体に対して国・道と
ともに補助金を交付

一定の条件に沿って環境
に配慮した農業者で組織
する団体に対して国・道と
ともに補助金を交付

環境保全型農業直
接支援対策事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 1,225 2,491

10,352

2,491

- 87 -



第４章　活気ある産業のまち

0 0 0

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 】

鳥獣による農作物等被害防止のため、平
成27年度に設置した鳥獣被害対策実施隊
によるエゾシカ等の有害鳥獣駆除を行う。

鳥獣による農作物等被害
防止のため、鳥獣被害対
策実施隊による鳥獣の駆
除を行う。

鳥獣による農作物等被害
防止のため、鳥獣被害対
策実施隊による鳥獣の駆
除を行う。

鳥獣による農作物等被害
防止のため、鳥獣被害対
策実施隊による鳥獣の駆
除を行う。

【 継続事業 】
畜産の収益性を地域全体で向上させるこ
とを目的とする国の畜産クラスター関連事
業として、畜産クラスター計画に定められ
た中心的な経営体の収益性の向上等に
必要な牛舎などの施設整備等を支援す
る。
今後も施設整備等の要望があれば、推進
計画に計上していく。

畜産競争力強化対
策整備事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円）

鳥獣による農作物等
被害防止対策事業

[ 一般会計 ]

農政課 事業費（千円） 188 144 144
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人材育成や能力開発セミ
ナー等への助成
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
ナー等への助成
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
ナー等への助成
高度な技術習得を目的と
する講習会参加への助成

事業費（千円） 100 150

【施策１　地元企業の育成】・【施策２　市内での連携】

【 継続事業 】

活力のあるまちづくりには、企業の健全経
営が根幹であり、企業の健全経営には有
能な人材の育成や確保が不可欠であるた
め、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。

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２節　工業の振興 施策１　地元企業の育成

150

企業人財づくり支援
事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課

施策２　市内での連携
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事業名
（担当課）

事業内容

1,425

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支援する。

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化にかか
る事業に対し、会員数に応
じた補助金の交付

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化にかか
る事業に対し、会員数に応
じた補助金の交付

事業費（千円） 570

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

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

684

【 継続事業 】

大型店の進出や店舗の移転、事業者の高
齢化による廃業など、空き店舗増加への
対策事業を実施する北広島商工会に対し
て支援する。

空き店舗を利用し開業する
事業者の申請に基づき北
広島商工会が認定し助成
した相当額を補助

空き店舗を利用し開業する
事業者の申請に基づき北
広島商工会が認定し助成
した相当額を補助

空き店舗を利用し開業する
事業者の申請に基づき北
広島商工会が認定し助成
した相当額を補助

1,800 1,800

商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化にかか
る事業に対し、会員数に応
じた補助金の交付

地域商店街活性化
事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課

空き店舗利用促進
事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円）

【 継続事業 】

684

平成３１年度

【施策１　各地域商業の振興・商業団体の育成】
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【 継続事業 】

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
及び事業費の一部を支援する。

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて、中小企
業の支援を行う北広島商
工会に対する助成

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて、中小企
業の支援を行う北広島商
工会に対する助成

小規模事業者の経営安定
化促進に向けて、中小企
業の支援を行う北広島商
工会に対する助成

282,456 282,456

28,154

【 継続事業 】

北広島市内の消費を喚起し、経済の活性
化及び商工業の振興に寄与する商工会
地域にぎわい応援事業に交付金を交付す
る。

北広島商工会地域にぎわ
い応援事業への交付金の
交付

北広島商工会地域にぎわ
い応援事業への交付金の
交付

中小企業者等融資
事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 269,594

0

地域にぎわい応援
事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 1,500 1,500

【 継続事業 】

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。

原資の預託及び融資利子
及び信用保証料に対する
助成

0

原資の預託及び融資利子
及び信用保証料に対する
助成

原資の預託及び融資利子
及び信用保証料に対する
助成

【施策２　商業経営の安定】
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

商工業振興課 事業費（千円） 28,601 28,154

小規模事業指導推
進事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】
「北広島市住宅リフォーム助成に関する条
例」に基づき、市民が市内建設事業者を
活用して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（10分の1、上限10
万円）を助成することにより住宅の改修を
促進し、もって快適な住環境の整備並び
に市内の建設産業の振興及び雇用の安
定を図る。

住宅リフォームする工事費
の一部補助

住宅リフォームする工事費
の一部補助

住宅リフォームする工事費
の一部補助

住宅リフォーム支援
事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 14,020 16,351 16,351
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12,681事業費（千円）

1,115

15,362

【 継続事業 】
北広島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
業の立地によって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
りを目指す。
また、企業誘致活動の一環である雇用創
出の場を確保するための支援策として、北
広島市企業立地促進条例に基づき、事業
所の新増設者に対する市内居住者雇用
奨励金を交付する。

進出希望企業を訪問する
などの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

進出希望企業を訪問する
などの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

進出希望企業を訪問する
などの誘致活動
事業所の新増設者に対す
る市内居住者雇用奨励金
の交付

11,862

企業誘致推進事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課

【施策１　企業誘致の推進】
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４節　企業誘致・創業支援 施策１　企業誘致の推進

施策２　創業支援

【 継続事業 】

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、地産地消などの地域課題の解
決を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

【施策２　創業支援】

1,115

コミュニティビジネス
創業支援事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 1,115

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
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[ 一般会計 ]

施策２　イベント等の充実

[ 一般会計 ]

観光振興課 4,430事業費（千円） 4,430 5,430

第５節　観光の振興 施策１　観光の振興

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１　観光の振興】・【施策２　イベント等の充実】

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に
よって地域の活性化に寄与、市内外の各
種イベントへの参加や観光資源の紹介、
宣伝等本市の観光事業の発展を図るた
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」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

1,850 1,850

都市型観光推進事
業

[ 一般会計 ]

観光振興課 事業費（千円） 2,191

観光振興課

市内の地域資源、観光資源を活用した良
好な都市イメージの創出と効果的なプロ
モーションにより交流人口の増加を目的と
して実施する。また、市民や観光関係団
体、商業事業者との連携により事業の推
進を図るため、きたひろしま都市型観光推
進協議会を運営する。

自然や歴史、産業、文化、
イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコ
ンテンツの作成と情報発
信。
きたひろ観光推進協議会
の運営・イベントへの参画
等・観光情報誌への広告
掲載等

自然や歴史、産業、文化、
イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコ
ンテンツの作成と情報発
信。
きたひろ観光推進協議会
の運営・イベントへの参画
等・観光情報誌への広告
掲載等

自然や歴史、産業、文化、
イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコ
ンテンツの作成と情報発
信。
きたひろ観光推進協議会
の運営・イベントへの参画
等・観光情報誌への広告
掲載等

事業費（千円） 2,220 1,620

【 拡大事業 】

都市型観光の推進と交流人口の増加を図
るため、AIRDO機内誌特集記事広告やモ
ニターツアーの開催を実施する。

AIR DO機内誌への広告掲
載
ゴルフツーリズムコンベン
ション2018の開催（主催
地）

AIR DO機内誌への広告掲
載

都市型観光推進事
業（拡大）

【 継続事業 】

【 継続事業 】
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3,002

[ 一般会計 ]

第６節　労働環境の整備 施策１　就業機会の拡大と安定化

就職支援推進員のを配置
による地域職業相談室の
管理・運営

2,432

施策２　勤労者福祉の充実

【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】
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 】

国との連携により、地域職業相談室を運
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。
就職支援推進員を配置する。

就職支援推進員のを配置
による地域職業相談室の
管理・運営

就職支援推進員のを配置
による地域職業相談室の
管理・運営

【 継続事業 】

市内の季節労働者の通年雇用化を促進
支援するための各種事業を実施する。

通年雇用人材育成・求人
開拓･セミナーの開催や職
場体験実習などの各種事
業に取り組む北広島市季
節労働者通年雇用促進支
援協議会の運営及び市負
担金の支出

通年雇用人材育成・求人
開拓･セミナーの開催や職
場体験実習などの各種事
業に取り組む北広島市季
節労働者通年雇用促進支
援協議会の運営及び市負
担金の支出

通年雇用人材育成・求人
開拓･セミナーの開催や職
場体験実習などの各種事
業に取り組む北広島市季
節労働者通年雇用促進支
援協議会の運営及び市負
担金の支出

地域職業相談室運
営事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 2,422 2,432

【 継続事業 】

新規に若年求職者を雇用した市内中小企
業に対して助成を行う。

新規に若年求職者を雇用
した市内中小企業に対す
る助成

新規に若年求職者を雇用
した市内中小企業に対す
る助成

新規に若年求職者を雇用
した市内中小企業に対す
る助成

【 継続事業 】

高年齢者に臨時的かつ短期的な仕事を組
織的に確保し、また提供して、高年齢者の
生きがいと活力ある地域社会づくりのため
の活動を行っているシルバー人材センター
への補助事業。事業実績と会員数に応じ
て国庫補助がある。

シルバー人材センターの運
営費及び事業費への補助

シルバー人材センターの運
営費及び事業費への補助

シルバー人材センターの運
営費及び事業費への補助

シルバー人材セン
ター活動支援事業

商工業振興課 事業費（千円）

商工業振興課 事業費（千円） 12,000 10,500

[ 一般会計 ]

3,002

10,500

395 395

季節労働者通年雇
用促進支援事業

[ 一般会計 ]

商工業振興課 事業費（千円） 395

雇用対策事業

3,002
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74

市街地活性化事業

[ 一般会計 ]

都市計画課 事業費（千円） 47 74

【 継続事業 】

既存市街地の未利用地の利用促進のた
め、協定を締結している宅地建物取引業
者と連携を図り、空き地・空き家などの不
動産の流動化に向けた取り組みを進める
とともに、人口実態調査を実施し、定住促
進に向けた基礎データを作成する。

空き地・空き家などの流動
化に向けた取組みの実施
人口実態調査の実施

空き地・空き家などの流動
化に向けた取組みの実施
人口実態調査の実施

空き地・空き家などの流動
化に向けた取組みの実施
人口実態調査の実施

共栄・北の里地区の町名
表示板外設置業務委託
住所表示板配付

町名・町界整備事業

[ 一般会計 ]

都市計画課 事業費（千円） 0 0 0

3,641 29,332

【 継続事業 】

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
未整備地区の整備を検討する。

未整備地区の整備検討
関係住民等の意向調査

共栄・北の里地区の町名・
町界整備業務委託
住宅地案内板更新業務委
託

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

市街地整備計画事
業

[ 一般会計 ]

都市計画課 事業費（千円） 325

平成３１年度

【 継続事業 】

平成２４年度に策定した「北広島市都市計
画マスタープラン」に基づき、北広島市に
ふさわしい、コンパクトシティの実現のため
に、用途地域や地区計画などの見直し及
び平成３２年度予定の区域区分の見直し
に向けた検討を行う。

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
都市計画基礎調査関連分
析業務委託

都市計画審議会の開催
GISデータベース保守現況
図作成委託

【施策１　市街地の形成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

- 96 -



第５章　快適な生活環境のまち

2,257

自転車駐車場管理
事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 3,000 2,217

【 継続事業 】

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
な管理運営を行うとともに、自転車の利用
促進を図る。

自転車駐車場等の管理運
営

自転車駐車場等の管理運
営

自転車駐車場等の管理運
営

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上
東駐車場自動管理機器借
上
東駐車場床面1部防水修
繕
東駐車場防雪ネット更新

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） 6,308 46,185 21,522

10,094 10,094

【 継続事業 】

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を図る。

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上

市営東西駐車場の管理運
営
西駐車場自動管理機器借
上
東駐車場自動管理機器借
上
東駐車場全体共用部屋上
防水修繕等負担金

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） 10,023

0

【 継続事業 】
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、戸籍等各種証明の交付などの行政
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

駅周辺まちづくり推
進事業

[ 一般会計 ]

参事（まちづくり担当） 事業費（千円） 0 0

【 継続事業 】 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。
ＪＲ上野幌駅周辺について、交通の利便
性を生かし商業・業務施設等の立地に向
けた検討を進める。

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

【施策２　駅周辺まちづくり】
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
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施策３　住み替えニーズへの対応

施策４　空き家対策の推進

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） 380 420

【 継続事業 】 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。
本事業は、平成27年度までの予定であっ
たが、国の方針が変わり耐震化の計画を
平成32年度まで延長することとなったた
め、引き続き事業を継続するものである。

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

【施策２　多様なニーズへの対応】
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

420

370,460 586,160

市営住宅共栄団地
建替事業

[ 一般会計 ]

建築課 事業費（千円）

【 継続事業 】

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を目
的とし、『北広島市公営住宅長寿命化計
画』に沿って、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（３号棟）
土質調査（４号棟）
実施設計（４号棟）
入居者移転

建設工事（４号棟）
既存住宅解体除却
土質調査（５号棟）
実施設計（５号棟）

建設工事（５号棟）
既存住宅解体除却
集会所建設

H28繰越分             64,823
H29予算分                    0
合計                      64,823

825,603

公営住宅長寿命化
事業

[ 一般会計 ]

建築課 事業費（千円）

【 継続事業 】
市営住宅は構造により耐用年限が45年又
は70年とされ、この間市営住宅としての役
割を果たすには、その性能を保持するた
めの計画的な修繕や改善が必須である。
平成23年度に策定した『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。

修繕・改善の実施

市営住宅広島団地４号棟
の屋上防水・外壁改修

【施策１　公営住宅等の整備促進】
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

【 新規事業 】

耐震改修促進法の改正（H25年11月）及び
H32年度末までに住宅等の耐震化率を
95％にすることを目標とした国の基本方針
の一部改正（H28年3月）に伴い、耐震化
率、被害想定等の見直しを行ない、耐震
改修促進計画の改定を行なう。

耐震改修促進計画の改定

耐震改修促進計画
改定事業

[ 一般会計 ]

建築課 事業費（千円） 3,640
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0 0

【 継続事業 】

空き家対策事業

[ 一般会計 ]

住宅住替え支援事
業

[ 一般会計 ]

建築課 事業費（千円） 0

【 継続事業 】

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と、子育てに適し
た環境の住宅を求めている世帯等との住
替えに係る相談、支援を行う。

住宅住替えの相談 住宅住替えの相談 住宅住替えの相談

市民課 事業費（千円） 1,950 403 403

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３　住み替えニーズへの対応】
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４　空き家対策の推進】

空家等の対策の推進に関する特別措置
法及び北広島市空家等の適切な管理に
関する条例に基づき、空家等対策計画を
策定し、空家等の発生抑制など空家等対
策を総合的かつ計画的に進める。

協議会の開催
審議会の開催
委託料

協議会の開催
審議会の開催
委託料

協議会の開催
審議会の開催
委託料
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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 34,000

【 継続事業 】

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。

照明灯新規取替照明灯地
際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化中央通線

照明灯新規取替照明灯地
際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化中央通線
     広葉通線

照明灯新規取替照明灯地
際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化広葉通線

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

735,312 718,990

【 継続事業 】

都市景観の保持と交通の安全性の確保
のため、枯れや倒木によって除去された
空き植樹桝約４３０箇所に、補植を実施す
る。

緑陽通線
稲穂通線
ひまわり通

緑陽通線
幹線緑道
稲穂通線
西の里中学校通線

34,000

【 継続事業 】

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。

負担金
　大曲椴山線

測量設計
　共栄南1号線
　輪厚三島線
　南9号線
道路改良工事
　輪厚中央通
　大曲椴山線
負担金
　大曲椴山線

道路改良工事
　共栄南1号
　大曲椴山線
負担金
　大曲椴山線
歩道整備工事
　輪厚三島線
　南9号線

【 継続事業 】

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。

道路改良工事
　あゆみ通線

道路改良工事
　あゆみ通線

【 継続事業 】

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
道路改良舗装
（二次改築）
路線測量設計
道路改良舗装

（一次改築）
道路改良舗装
（二次改築）
路線測量設計
道路改良舗装

【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

[ 一般会計 ]

平成２９年度

市道整備事業（単
独）

平成３０年度 平成３１年度

都市整備課 事業費（千円） 78,221 19,425

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

2,000

（一次改築）
路線測量設計
道路改良舗装
（二次改築）
道路改良舗装

生活道路整備事業

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 181,514 125,720 175,720

市道整備事業（補
助）

[ 一般会計 ]

都市整備課 事業費（千円） 452,669

緑陽通線
幹線緑道
稲穂通線
西の里白樺通線

事業名
（担当課）
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地域土木振興事業

[ 一般会計 ]

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2分の1
を補助する。

対象団体に助成 対象団体に助成 対象団体に助成

輪厚三島線

市道用地確定事業

[ 一般会計 ]

土木事務所

東西連絡橋施設補
修事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

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。

（補修工事）
・中央陸橋:（北側）、広葉陸
橋
（負担金）
・橋梁補修設計大曲橋

（補修設計）
・天使歩道橋、北進橋、広
葉橋、高台陸橋、広栄橋
（補修工事）
・輪厚橋、大曲橋、開拓橋
（負担金）
・中央陸橋:4径間、橋梁点
検曲東橋、輪東橋

（補修設計）
・泉陸橋、泉2号陸橋、東栄
橋外計12橋
（橋梁点検）
・37橋(近接目視)
（補修工事）
・北進橋、広葉橋、天使歩
道橋、広栄橋

橋梁長寿命化事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 129,584 371,027 275,627

土木事務所 事業費（千円） 4,000

1,320

【 継続事業 】
東西連絡橋(市道エルフィン通線)は、北広
島市の玄関口として「ふるさとの顔づくりモ
デル事業」で整備され、上屋が竣工してか
ら15～20年経過しており、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。

ドームシーリング修繕
天井・屋根修繕

ドームシーリング修繕
天井・屋根修繕
鉄骨柱塗装
床目地修繕

ドームシーリング修繕
天井・屋根修繕
鉄骨柱塗装
床目地修繕

土木事務所 事業費（千円） 1,250 1,320

【 継続事業 】

5,000 5,000

事業費（千円） 1,522 998 5,665

143,000 120,000

【 継続事業 】

道路区域内の所有権、使用権などの権原
が市に無い土地について、用地確定を行
い、買収、寄付により市道用地を取得す
る。

大曲椴山線ほか 裏の沢川沿通線ほか

舗装補修事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 153,000

【 継続事業 】

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
より順次、補修事業を計画的に進める。

広島輪厚線車道
輪厚中の沢線車道
中央通線車道
北進通線車道・歩道
緑陽通線歩道
輪厚三島線車道

中央通線車道
北進通線車道・歩道
稲穂通線車道・歩道
共栄西通線車道・歩道
緑陽通線歩道
東栄通線車道
輪厚三島線車道

中央通線車道
北進通線車道・歩道
稲穂通線車道・歩道
共栄西通線車道・歩道東
栄通線車道

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
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施策４　輪厚スマートインターチェンジの充実

市道排雪支援事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 47,002 50,600

【 継続事業 】

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。

自治会等に助成 自治会等に助成 自治会等に助成

51,555

【 継続事業 】

環境にやさしい自転車交通の利用促進の
ため、自転車道の整備・活用を図る。

自転車道の整備・活用に
向けた調査・研究

自転車道の整備・活用に
向けた調査・研究

自転車道の整備・活用に
向けた調査・研究

【施策３　冬期間交通の確保】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度

3,003 3,003

レンタサイクル事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 2,267

0

平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

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。

乗合バス事業者の市内不
採算路線の運行欠損額の
一部を補助金として交付

【 継続事業 】

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、自転車の貸し出しを
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

サイクルネットワーク
活用事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 0 0

企画課 事業費（千円）

施策２　サイクリング・ネットワークの形成

乗合バス事業者の市内不
採算路線の運行欠損額の
一部を補助金として交付

乗合バス事業者の市内不
採算路線の運行欠損額の
一部を補助金として交付

生活バス路線確保
対策事業

[ 一般会計 ]

平成３１年度

8,042 8,042 8,042

【施策２　サイクルリング・ネットワークの形成】
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

施策３　冬期間交通の確保

【施策１　公共交通の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２９年度 平成３０年度

第４節　交通の充実 施策１　公共交通の充実
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3,532 2,592

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） 3,662

55,200

小型除雪機械の貸出

小型除雪機械貸出
事業

[ 一般会計 ]

【 継続事業 】

雪対策基本計画に基づき、より地域の実
情に応じた除排雪を行うことを目指し、市
民、除雪業者、行政が地域の除排雪に関
する課題を共有するために地域除雪懇談
会を実施する。

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

地域除雪懇談会の開催

【 継続事業 】

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。

除雪グレーダの購入
道路維持作業車の購入

大型ロータリ除雪車の購入
道路パトロール車の購入
除雪トラックの購入

土木事務所 事業費（千円） 1,250 1,253 1,253

【 継続事業 】

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。

小型除雪機械の貸出 小型除雪機械の貸出

私道除雪支援事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 2,500

【 継続事業 】

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。

対象団体に助成 対象団体に助成 対象団体に助成

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

2,500 2,500

【施策４　輪厚スマートインターチェンジの充実】
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 】
安全性、利便性の高い都市間道路や市内
道路のネットワーク形成のため、市内幹線
道路等の交通量や道路現況等を調査し、
道路の計画、建設、維持修繕等の基礎資
料とするとともに、広域的な都市計画道路
網の見直しについて、関係機関との協議
を進める。

都市計画審議会の開催
交通量調査

都市計画審議会の開催
交通量調査

都市計画審議会の開催
交通量調査

道路計画事業

[ 一般会計 ]

都市計画課 事業費（千円） 5,228 3,837 3,718

除雪車等購入事業

[ 一般会計 ]

土木事務所 事業費（千円） 55,508 54,900
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休日等給水サービ
ス業務委託事業

[ 企業会計 ]

水道施設課 事業費（千円） 2,573

施策３　施設の維持

1,000

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

2,389

【 継続事業 】
近年給水装置の老朽化が進み、給水装置
に関する相談や漏水の発生件数も増加傾
向が見られる。また、水道使用者の高齢
化も進み、市内指定工事業者をかたり、工
事の勧誘をされた事例もあることから、安
心して水道を利用できるよう、休日等にお
ける相談や漏水等に迅速に対応するた
め、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

水道開閉栓業務委
託事業

[ 企業会計 ]

業務課 事業費（千円） 3,805

【 継続事業 】

市民や事業所等の水道使用者からの年
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。

当事業は水道事業検針・
収納等業務委託事業に統
合。

2,409

【 継続事業 】

市街化調整区域に居住する市民に対して
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
る費用の一部を助成する。

給水施設設置費、井戸設
置費を助成

給水施設設置費、井戸設
置費を助成

給水施設設置費、井戸設
置費を助成

【施策２　水の安定】
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

1,728

水質検査委託事業

[ 企業会計 ]

水道施設課 事業費（千円） 1,552 1,859

【 継続事業 】

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)
年４回検査(42項目)
配水池清掃時等の臨時検
査

毎月検査(9項目)
年４回検査(42項目)
配水池清掃時等の臨時検
査

毎月検査(9項目)
年４回検査(42項目)
配水池清掃時等の臨時検
査

【施策１　水の安心】
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４　水道経営基盤の強化

第５節　水道の整備 施策１　水の安心

施策２　水の安定
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石狩東部広域水道
企業団負担事業

[ 一般会計 ]

企画課 事業費（千円） 62,283 61,453 60,581

167,786

【施策３　施設の維持】

【 継続事業 】

石狩東部水道企業団への夕張シューパロ
ダム広域施設の当初計画規模施設分の
負担金（補助金）

補助金の支出 補助金の支出

平成３１年度

配水施設改良事業

[ 企業会計 ]

水道施設課 事業費（千円） 191,156 96,312

【 継続事業 】

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及び水道施
設更新計画を策定する。

配水管更新工事
水道施設更新計画策定委
託

配水管更新工事 配水管更新工事

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

水道第５期拡張事
業

[ 企業会計 ]

水道施設課 事業費（千円） 19,613

【 継続事業 】

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。

輪厚新生配水管布設工事
未普及地区配水管整備工
事

未普及地区配水管整備工
事

未普及地区配水管整備工
事

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

16,553 13,794

補助金の支出
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【施策４　水道経営基盤の強化】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

上下水道料金収納
業務委託事業

[ 企業会計 ]

業務課 事業費（千円） 2,423

【 継続事業 】

上下水道料金の未納者に対する個別収
納を行い、納入の促進、収納の向上を図
る。

当事業は水道事業検針・
収納等業務委託事業に統
合。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 新規事業 】

老朽化による施設更新の必要や、人口減
少等に伴う料金収入の減少に対応し、水
道水を安定的に供給できる経営を確保す
るため、総務省の通知等も受け、水道事
業の中長期的（10年以上）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

水道事業経営戦略
策定事業

[ 企業会計 ]

業務課 事業費（千円） 0 0 0

【 新規事業 】
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。
旧水道開閉栓業務委託事業と旧上下水
道料金収納業務委託事業は当事業に統
合する。

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（業
務開始平成29年8月）

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

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

水道事業検針・収納
等業務委託事業

[ 企業会計 ]

業務課 事業費（千円） 40,608 61,000 61,000
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2,906

【施策２　発生汚泥の有効利用】

【 継続事業 】

市内で発生するし尿・浄化槽汚泥及び長
沼町・由仁町・南幌町から発生するし尿・
浄化槽汚泥を事務委託により、引き続き
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

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

し尿処理事業

[ 一般会計 ]

環境課 事業費（千円） 86,101 115,978 115,980

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３　し尿・浄化槽汚泥の処理

302,061 258,061

下水処理センター整
備事業

[ 特別会計 ]

下水道課 事業費（千円） 300,721

311,771

施策２　発生汚泥の有効利用

【施策１　下水道の整備と利用の促進】

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

汚泥有効利用推進
事業

[ 特別会計 ]

下水処理センター 事業費（千円） 2,906 2,906

【 継続事業 】

下水処理センターで「バイオマス(生ごみ、
し尿・浄化槽汚泥)」を受入れ処理すること
から、緑農地還元を基本として発生汚泥
の性状や量の変化に対応した活用方法を
構築する。

フレコンバッグの購入
し尿等分析調査の実施
乾燥汚泥の保管・運搬

フレコンバッグの購入
し尿等分析調査の実施
乾燥汚泥の保管・運搬

フレコンバッグの購入
し尿等分析調査の実施
乾燥汚泥の保管・運搬

【施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理】

【 継続事業 】
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る
ため、老朽化した施設・機器の更新を平成
26年度策定の「下水処理センター基本計
画」及び平成27年度に策定した「下水処理
施設等長寿命化計画」に則り計画的に実
施する。

消化タンク機器更新
蓄電池設備更新
機器更新実施設計

水処理施設機器更新
消化タンク機器更新
水処理棟耐震補強工事
機器更新実施設計
ストックマネジメント基本計
画策定

水処理施設機器更新
消化タンク機器更新
汚泥処理施設機器更新
水処理棟機器更新実施設
計
機器更新実施設計

下水道（雨・汚水管）
整備事業

[ 特別会計 ]

下水道課 事業費（千円）
H28繰越分             39,200
H29予算分           300,299
合計                    339,499

243,321

【 継続事業 】

市街地における浸水の防除、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、未普及地区の雨汚水管
整備及び管渠施設長寿命化計画に沿って
老朽化した施設の更新を実施する。

大曲地区外雨水管整備
汚水管更新
人孔蓋更新
西の里ポンプ場電気・機械
設備更新
輪厚地区雨汚水管整備

稲穂地区外雨水管整備
大曲地区汚水管整備
汚水管更新
マンホールポンプ更新
人孔蓋更新
大曲ポンプ場耐震改修

稲穂地区外雨水管整備
大曲地区汚水管整備
汚水管更新
マンホールポンプ更新
人孔蓋更新

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６節　下水道の整備 施策１　下水道の整備と利用の促進
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35

都市景観形成事業

[ 一般会計 ]

都市計画課 事業費（千円） 31 35

【 継続事業 】 北海道景観条例に基づき、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意見照会
に対する回答。また、都市景観にかかる啓
発事業を実施するとともに、屋外広告物の
指導、違反広告物の簡易除去を実施す
る。また、景観づくりの方向性や基本理念
を定めた基本計画等が必要なことから要
領等（内部基準）の整備を完成させる。

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
要領等の策定

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

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

施策２　景観の維持

【施策１　景観づくり】・【施策２　景観の維持】
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７節　都市景観の形成 施策１　景観づくり
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【施策２　情報化の環境整備】
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

71,461

総合情報システム管
理事業

[ 一般会計 ]

行政管理課 事業費（千円） 63,800 44,774

141,588

情報化施策推進事
業

[ 一般会計 ]

行政管理課 事業費（千円）

【 継続事業 】

情報化の推進（平成28年度まで）
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に努める。
○電子納付システムの検討を行う。

総合情報システム管理事
業に統合
《平成28年度終了》

【 継続事業 】
情報化推進及び庁内で部署横断的に利
用するシステムの調達・維持全般を統合
し、一体的な管理を行う。
○総合市民情報システムの運用・管理（番
号制度対応含む）
○総合内部情報システム等、情報系シス
テムの運用・管理

総合市民情報システムの
管理運用
総合内部情報システムの
管理運用
その他庁内システムの管
理運用・調整等

総合市民情報システムの
管理運用
総合内部情報システムの
管理運用
その他庁内システムの管
理運用・調整等

総合市民情報システムの
管理運用
総合内部情報システムの
管理運用
その他庁内システムの管
理運用・調整等

基幹系情報システム
管理事業

[ 一般会計 ]

行政管理課 事業費（千円） 0

【 継続事業 】

基幹系ネットワーク・システムの運用管理

総合情報システム管理事
業、情報通信基盤設備管
理事業に統合
《平成28年度終了》

情報通信基盤設備
管理事業

[ 一般会計 ]

行政管理課 事業費（千円） 83,869 168,439

【 継続事業 】
システム利用の基盤となる通信環境・ハー
ドウェア等の管理全般を統合し、一体的な
管理を行う。
庁内ネットワーク及び外部接続、仮想化技
術によるサーバー基盤・統合バックアップ
機能、情報システム利用のための基盤端
末・複合機・プリンターの維持管理
情報セキュリティ総体の維持管理

通信環境を含む基盤機器
等の保守及び修繕
複合機の維持管理
端末の更新・維持管理
各種ソフトウェア更新

通信環境を含む基盤機器
等の保守及び修繕
複合機の維持管理
端末の更新・維持管理
各種ソフトウェア更新

通信環境を含む基盤機器
等の保守及び修繕
複合機の維持管理
端末の更新・維持管理
各種ソフトウェア更新

【施策１　行政事務の情報化】
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１　行政事務の情報化第８節　情報化の推進

施策２　情報化の環境整備
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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

第９節　情報公開・広報広聴の充実 施策１　情報の共有

施策３　個人情報の保護

施策４　広報広聴活動の充実

【 継続事業 】 これまで市は、地域情報の有力な発信手
段を持ち合わせていなかったが、第１次推
進計画期間中のシティセールス推進事業
を通じ「きたひろしま」を積極的に発信する
方策を進めている。「きたひろTV」は、こう
した市の施策を補完するツールとして、地
域の様々な情報を新たに開設するホーム
ページ上から映像コンテンツを配信するこ
とで情報発信していく。

映像コンテンツ作成等 映像コンテンツ作成等 映像コンテンツ作成等

2,508 2,508

協働事業きたひろＴ
Ｖ推進事業

[ 一般会計 ]

政策広報課 事業費（千円） 2,508

100

【 継続事業 】

統計調査の円滑かつ適正な実施のため
に、統計協議会が実施する事業に対し助
成する。
（統計協議会事業計画）
・夏季研修、冬季研修事業
・協議会だよりの発行

統計情報の周知や研修事
業に対する助成

【 継続事業 】

市議会議員の調査・研究に係る政務活動
費を交付し、議員活動の活性化を図る。

政務活動費の交付 政務活動費の交付

【 継続事業 】 文書の保存管理
開かれた市政運営を推進するため、公文
書の適切な管理（完結文書の登録・廃棄）
を行うとともに、情報公開に対応するため
保存文書台帳の更新等を行う。
新庁舎への移転に合わせて導入した、効
率的に文書の保存・管理を行うためのファ
イリングシステムについて、運用の徹底と
定着化を図る。

公文書の管理
電子化文書への対応
ファイリングシステムの維
持・運用

公文書の管理
電子化文書への対応
ファイリングシステムの維
持・運用

公文書の管理
電子化文書への対応
ファイリングシステムの維
持・運用

市勢要覧製作事業

[ 一般会計 ]

政策広報課 事業費（千円） 2,022

【 継続事業 】

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
作成する。

市勢要覧を作成

6,811 6,811

文書管理運営事業

[ 一般会計 ]

行政管理課 事業費（千円） 11,355

政務活動費の交付

市議会政務活動事
業

統計情報の周知や研修事
業に対する助成

統計情報の周知や研修事
業に対する助成

施策２　情報公開制度の充実

【施策１　情報の共有】・【施策２　情報公開制度の充実】

統計協議会活動支
援事業

[ 一般会計 ]

政策広報課 事業費（千円） 100 100

[ 一般会計 ]

議会事務局 事業費（千円） 3,432 3,432 3,146
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5,337

議会広報事業

[ 一般会計 ]

議会事務局 事業費（千円） 5,254 5,337

【 継続事業 】

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
議会中継
（新庁舎設備の議場システ
ムに対応した、議会中継シ
ステムによる議会中継に移
行）

議会だよりの発行
議会中継システムによる議
会中継

議会だよりの発行
議会中継システムによる議
会中継

市役所情報ＢＯＸ
きたひろ再発見
協定に基づき、災害時の緊
急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

市役所情報ＢＯＸ
きたひろ再発見
協定に基づき、災害時の緊
急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

政策広報課 事業費（千円） 1,886 1,886

【 継続事業 】

34,336

【 拡大事業 】

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）

1,265 1,265

広報紙発行事業（拡
大）

[ 一般会計 ]

政策広報課 事業費（千円） 622

【 継続事業 】

市の施策や市内の出来事などを市民に伝
えるために発行し、概ね全世帯に配布す
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

【施策４　広報広聴活動の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

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

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

広報紙発行事業

[ 一般会計 ]

政策広報課 事業費（千円） 33,627 33,843

[ 一般会計 ]

市民課 事業費（千円） 26 29 29

1,886

広聴活動事業

【 継続事業 】

市民と行政が信頼と協働によるまちづくり
を進めるために、多様化、複雑化する市民
ニーズを的確に把握するため、情報の公
開、意見集約、市民との直接対話など各
種広聴活動を継続して実施する。

市民、各種団体等からの
意見や要望等の受付、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
市政懇談会テープ起こし

市民、各種団体等からの
意見や要望等の受付、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
市政懇談会テープ起こし

市民、各種団体等からの
意見や要望等の受付、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
市政懇談会テープ起こし

コミュニティＦＭ広報
事業

[ 一般会計 ]

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「ＦＭメイプル」を通じ
て、市の施策や行事などを分かりやすくタ
イムリーに市民へ伝える。

市役所情報ＢＯＸ
きたひろ再発見
協定に基づき、災害時の緊
急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

【施策３　個人情報の保護】

【 継続事業 】

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、必要
な対策を講じる。
○情報セキュリティポリシーの運用
○セキュリティ研修実施等による職員意識
の啓発

セキュリティ研修の実施
関連書籍等の購入

セキュリティ研修の実施
関連書籍等の購入

セキュリティ研修の実施
関連書籍等の購入

個人情報セキュリ
ティ対策事業

[ 一般会計 ]

行政管理課 事業費（千円） 436 437 437
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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
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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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