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子どもの保健向上のため、中学生までの子ども
の医療費のうち、保険診療の自己負担額の一
部を助成する。

高齢者の心身の多様な課題に対し、きめ細や
かな支援を推進するため、食の個別相談、後期
高齢者健診後の重症化予防保健指導等を実施
する。

生活習慣病の重症化予防のため、健康相談、
講演会及び予防教室等を実施する。

継続 6 生活習慣病予防事業

担当

129,112 千円 保険年金課 6,432 千円 保険年金課 2,250 千円 健康推進課

障がい者雇用創出事業拡大1 子ども未来応援事業 2 福祉人材確保対策事業 3

新規 5 高齢者保健推進事業

継続

予算額予算額

4,105 千円

継続

8,149 千円

学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を
提供するため、生活が困難な世帯等を対象に、
中学生の学習塾・習い事に要する費用の一部
を助成する。

【助成内容】上限1月あたり5千円

市内事業所におけるサービス提供体制の確保
を図るため、介護、障がい、保育の現場におけ
る人材確保対策として、就労支援金の支給、く
らしサポーター養成研修、市内事業所合同説明
会を実施する。

【支援内容】就労支援金(基準額5万円、条件に
応じて加算)

子ども家庭課

担当

担当

担当 予算額

障がいのある方の自立した生活を促進するた
め、その意欲や能力に応じた就労の場(雇用機
会）の拡大を図る。

【会計年度任用職員】2名増員し7名を任用

子ども医療費助成事業

高齢者支援課 職員課15,624 千円

予算額予算額 担当 予算額

担当

継続 4

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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老朽化した施設の整備・改修に向けて、耐震診
断調査を実施し、整備基本計画を策定する。

「小中一貫教育全国サミット」を令和3年度に本
市で開催するため、実施に向けた準備を進め
る。また、この機会を活用し、本市の小中一貫
教育の取組を全国に発信する。

児童生徒の英語力及び学習意欲の向上並びに
グローバル人材の育成を図るため、児童生徒
が受検する英語検定等に係る費用を助成す
る。

【助成内容】検定料の半額（上限4,000円）を助
成

中学校の校務用パソコンの更新及び学校のＩＣ
Ｔ化を促進するため、ＧＩＧＡスクールサポーター
による巡回支援を実施する。

継続 4
小学校施設非構造部材

耐震化事業
継続 5

大曲東小学校校舎
大規模改造事業

継続 6
旧島松駅逓所
大規模改修事業

68,261

担当 予算額

2 英語検定等支援事業継続

西の里小学校及び西部小学校における非構造
部材(体育館吊り天井)の耐震化工事を実施す
る。

(うち令和2年度繰越予算額　65,621千円)

老朽化した大曲東小学校校舎の大規模改造工
事を実施する。

(うち令和2年度繰越予算額　232,964千円)

予算額 担当

小中一貫教育推進事業1継続

5,048 千円 小中一貫・教育施策推進課 508 千円

予算額

千円 教育総務課 233,103 千円 教育総務課 エコミュージアムセンター

継続

担当

117,195 千円 教育総務課

3 学校ＩＣＴ環境整備事業

担当予算額

予算額 担当 予算額

16,922 千円

学校教育課

担当

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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石狩振興局管内消防本部において、消防通信
指令の共同運用を令和7年度から実施するた
め、整備に向けた実施設計業務を行う。

市民の交通安全意識の向上を図るなど、交通
安全に関する各種施策を推進する。また、交通
安全対策基本法に基づき、次期交通安全計画
を策定する。

担当 予算額予算額

14,748 千円

男女共同参画社会の実現に向けて、意識啓発
や学習活動など各種事業を実施する。

担当

千円 市民参加・住宅施策課

担当

消防本部警防課

99,329 千円 教育部参事(防災食育施設整備担当) 3,258

4
札幌圏消防通信指令
共同整備事業

継続 5

千円

継続

防災機能と食育機能を併せ持つ防災食育セン
ターを整備するため、実施設計及び粗造成工事
を行う。

千円

避難所の円滑な開設・運営を行うため、防災資
機材や食料品等の備蓄品の整備を進める。

男女共同参画推進事業

717市民課

危機管理課 2,085 消防署救急課

14,841 千円

交通安全推進事業 継続 6

救急需要の増加や救急救命士の処置範囲拡大
に対応するため、救急救命士の養成及び医療
機関との連携強化を図る。

予算額

救急体制強化事業継続 継続 継続

予算額 担当 予算額 担当

1 防災食育センター整備事業 2 防災資機材整備事業 3

予算額 担当

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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92,111 千円 環境課

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修工事等を
計画的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。

災害時における安定した水の供給を維持するた
め、西の里旧配水池の耐震補強工事を実施す
る。

道央廃棄物処理組合での広域によるごみ焼却
施設の稼働に向けた事業を推進するとともに、
広域化に対応した本市のごみ処理体制の構築
について検討を進める。

304,866 千円 土木事務所 263,423 千円 水道施設課

継続 6 ごみ処理広域化事業

予算額 担当 予算額 担当 予算額 担当

継続 4 橋梁長寿命化事業 継続 5 基幹水道構造物耐震化事業

770,542 千円 土木事務所

市営住宅の長寿命化と居住環境の改善を図る
ため、次期公営住宅長寿命化計画を策定する。

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
完結路線である「さんぽまち・東部線」を運行す
るバス事業者に対し、運行欠損額を補助する。

バス路線や通学路等の冬期間の円滑な交通と
安全性を確保するため、除雪体制の充実を図
る。

4,790 千円 建築課 12,447 千円 企画課

継続 3 除雪体制の充実

予算額 担当 予算額 担当 予算額 担当

継続 1 公営住宅長寿命化事業 継続 2 生活バス路線確保対策事業

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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2,101 千円 商工業振興課

市の観光振興を図るため、各種イベントへの参
加や観光資源の紹介・宣伝、北広島市観光協会
が実施する事業及び運営を支援する。

市の知名度向上や来市につなげるため、返礼
品や提供事業者の拡充を図る。また、本市の取
組に共感し、応援してくれる企業との新たなパー
トナーシップを構築するため、企業版ふるさと納
税の活用に取り組む。

市内で生活・就労する外国人や外国人を雇用す
る事業主が抱えるコミュニケーションや生活環
境等における課題を把握し、必要な支援を行
う。

12,841 千円 経済部参事(観光協会担当)、観光振興課 290,761 千円 企画課

新規 6 多文化共生推進事業

予算額 担当 予算額 担当 予算額 担当

継続 4 観光振興事業 継続 5 ふるさと応援事業

2,440 千円 商工業振興課

グリーン・ツーリズムや６次産業化等に取り組む
農業者等への支援を行う。

地域社会と融合した活気ある商工業の推進を
図るため、次期商工業振興基本計画を策定す
る。

国との連携による職業紹介及び求人情報の提
供を行うジョブガイド北広島の運営や、市相談
員による失業者相談・案内等を実施する。

8,636 千円 農政課 1,601 千円 商工業振興課

継続 3 地域職業相談室運営事業

予算額 担当 予算額 担当 予算額 担当

継続 1
グリーンツーリズム

推進事業
継続 2

商工業振興基本計画
策定事業

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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市の施策や情報、市内の出来事や市民活動を
分かりやすく伝えるため、広報「北広島」を発行
する。

市民が日常生活の中で直面する法律上の問題
や疑問を解決するため、弁護士による無料法律
相談を実施する。

32,543 千円 政策広報課 673 千円 市民課

予算額 担当 予算額 担当

継続 4 広報紙発行事業 継続 5 市民法律相談事業

890 千円 市民課

市民参加推進会議による市民参加手続きの実
施状況の検証や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。

地域コミュニティの醸成を図るため、町内会・自
治会等の活動費の一部を助成する。

住民活動拠点の維持や地域コミュニティ活動の
円滑化を図るため、地区住民センター等の老朽
化した備品の更新を行うとともに、各住民集会
所の維持管理団体(自治会等)が整備する備品
等に対して補助金を交付する。

222 千円 市民参加・住宅施策課 11,733 千円 市民課

継続 3 コミュニティ施設整備事業

予算額 担当 予算額 担当 予算額 担当

継続 1 市民参加推進事業 継続 2 地域コミュニティ推進事業

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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－ 千円 －

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金等を活用し、感染症の感染拡大防
止及び市民生活や経済活動への支援等を行
う。

(令和2年度及び令和3年度補正予算にて対応)

－ －
さらなる感染症対策
事業の実施

予算額 担当

保健福祉部参事(ワクチン接種調整担当)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え
て、市内医療体制の維持や検査体制の強化を
図るため、検体採取を行うＰＣＲ検査センターを
設置する。

新型コロナウイルスワクチンの接種体制を整備
し、市民に対し迅速かつ適切に接種を行う。

(全額令和2年度繰越予算)

15,601 千円 健康推進課 338,286 千円

新型コロナウイルス
ワクチン接種事業

予算額 担当 予算額 担当

継続 1
ＰＣＲ検査センター
設置事業

継続 2

公共施設等地震災害
復旧事業

予算額 担当 予算額 担当

継続 1
北海道胆振東部地震
災害救助事業

継続 2

災害復興支援課

北海道胆振東部地震により被災した、大曲並木
地区のみどりの里住民集会所の代替施設を借
り上げる。

大曲並木地区の宅地耐震化及びみどりの里住
民集会所の建替工事を行う。

(うち令和2年度繰越予算額　144,933千円)

2,347 千円 399,062 千円災害復興支援課

◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆
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ボールパークに関連する道道きたひろしま総
合運動公園線の事業用地の取得に関する業
務を、北海道から受託し実施する。

予算額 担当

988 千円 ボールパーク施設課

都市公園整備事業
(ボールパーク関連)

継続 3
市道整備事業

(ボールパーク関連)

予算額 担当 予算額 担当 予算額 担当

継続 1 ボールパーク構想推進事業 継続 2

千円ボールパーク推進課 ボールパーク施設課 ボールパーク施設課

ボールパークに関連する周辺道路やアクセス
道路の整備を行う。

【主な取組】新設・拡幅する道路の調査設計、
用地取得・物件移転補償や道路工事・橋梁工
事など

(うち令和2年度繰越予算額　2,311,700千円)

官民一体となった機運の醸成や市民理解及び
市民参画の促進、北海道日本ハムファイター
ズや近隣市町村等との広域連携による関連事
業の実施などにより、ボールパーク構想を推進
する。

【主な取組】ボールパーク推進期成会への補
助、説明会やシンポジウムの開催、連携事業
やＰＲ事業の実施

ボールパークに関連する都市公園の整備を行
う。

【主な取組】用地取得、緑地の実施設計や造成
工事など

(うち令和2年度繰越予算額　83,500千円)

3,033 千円 184,886 千円 4,215,857

新規 4
道道きたひろしま

総合運動公園線整備事業

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆
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