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医療的ケアが必要な障がい児・者の受け入れ
環境促進のため、基準人数以上の看護師を配
置する障がい福祉事業所に対し補助を行う。

重度心身障がい者医療受給者のうち、後期高
齢者医療制度に加入し自己負担割合が2割とな
る者に対し、自己負担割合が1割となるよう助成
する。

健康寿命の延伸や生活習慣病予防、こころの
健康のために、市民への保健指導及び健康情
報の啓発を行う。

継続 6
健康づくり啓発・生活習慣病

予防事業

担当部課

2,673 千円 保健福祉部福祉課 3,288 千円 保健福祉部保険年金課 2,543 千円 保健福祉部健康推進課

介護保険制度改革事業拡大1 保育所等整備事業 2
子ども第三の居場所

整備事業
3

拡大 5
重度心身障がい者
医療費助成事業

新規

予算額予算額

298,266 千円

新規

50,000 千円

病児保育機能を併設した認定こども園を北海道
ボールパークＦビレッジ内に整備する。

旧北洋銀行西の里支店跡施設を活用し、児童
センター機能や学習・生活支援機能を備えた子
どもの居場所を整備する。

子育て支援部子ども家庭課

担当部課

担当部課

担当部課 予算額

在宅医療や介護に関する相談体制の充実を図
るため、高齢者支援センターに医療介護連携
コーディネーターを配置する。

医療的ケア児・者
受入促進事業

子育て支援部子ども家庭課 保健福祉部高齢者支援課5,829 千円

予算額予算額 担当部課 予算額

担当部課

新規 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◆



令和5年度に寒地稲作成功150周年を迎えるこ
とから、記念事業を見据えた企画展等を実施す
る。

ＧＩＧＡスクール構想推進のため、小学校校務用
パソコンの更新や教職員への運用支援を行う。

緑陽中学校の給水管、受変電設備を更新する
ための実施設計を行う。

大曲東小学校の大規模改造工事を実施する。

(うち令和3年度からの繰越予算額332,428千円)

拡大 4
要保護・準要保護
児童生徒援助事業

新規 5 夜間中学校費用負担事業 拡大 6 文化財保存・活用事業

7,728

担当部課 予算額

2
緑陽中学校内部設備

改修事業
新規

要保護・準要保護世帯の児童生徒に対し、イン
ターネット通信費の援助を行う。

令和4年4月から開校する札幌市立夜間中学校
「星友館中学校」への本市在住者の入学にか
かる費用を負担する。

予算額 担当部課

学校ＩＣＴ環境整備事業1継続

119,766 千円 教育部教育総務課 3,100 千円

予算額

千円 教育部学校教育課 541 千円 教育部学校教育課 教育部エコミュージアムセンター

継続

担当部課

349,446 千円 教育部教育総務課

3
大曲東小学校校舎
大規模改造事業

担当部課予算額

予算額 担当部課 予算額

116 千円

教育部教育総務課

担当部課

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆



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、老朽化した消
火栓を計画的に更新する。

市民の交通安全意識の向上や、交通環境の充
実などに向けて交通安全運動を推進する。

担当部課 予算額予算額

13,904 千円

多様な性のあり方への市民理解の促進を図る
ため、正しい知識を得る機会の提供や意識啓発
等を実施する。

担当部課

千円 市民環境部市民参加・住宅施策課

担当部課

消防本部警防課

817,187 千円 教育部学校給食センター 2,849

4 消防水利整備事業 継続 5

千円

継続

防災や食育学習機能、学校給食機能を兼ね備
えた拠点施設として、令和6年度の供用開始に
向けた建設工事を進める。
(継続費設定:令和4～6年度　3,485,960千円)

千円

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

多様な性のあり方への
理解促進事業

182市民環境部市民課

総務部危機管理課 1,873 消防署救急課

14,844 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、救急救命士の資質向上に努
めるとともに、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 担当部課 予算額 担当部課

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 担当部課

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆



775,843 千円 市民環境部環境課

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。

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、橋梁の長寿命化を図り、
道路網の安全性・信頼性を確保する。

道央廃棄物処理組合での広域によるごみ焼却
施設の稼働等に向けた事業を推進するととも
に、広域化に対応するため、可燃ごみ中継施設
建設などの収集運搬体制を構築する。

769,870 千円 建設部土木事務所 349,532 千円 建設部土木事務所

継続 5 ごみ処理広域化事業

予算額 担当部課 予算額 担当部課 予算額 担当部課

継続 4 除雪体制の充実 継続 5 橋梁長寿命化事業

675 千円 企画財政部企画課

ＪＲ北海道が実施するＪＲ北広島駅のバリアフ
リー化工事について、当該工事に係る経費の一
部を補助する。

北広島市公営住宅長寿命化計画に基づき、計
画的な管理や改善を推進し、ライフサイクルコス
トの縮減を図る。

持続可能な公共交通網の構築に向け、次期北
広島市地域公共交通計画を策定する。

31,668 千円 企画財政部企画課 4,427 千円 建設部建築課

拡大 3 地域公共交通計画推進事業

予算額 担当部課 予算額 担当部課 予算額 担当部課

継続 1
ＪＲ北広島駅バリアフリー

推進事業
継続 2 公営住宅長寿命化事業

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆



2,446 千円 経済部商工業振興課

観光分野における人材確保のため、新たに地域
おこし協力隊を活用する。

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
税の活用を促進する。

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。

5,719 千円 経済部観光振興課 311,523 千円 企画財政部企画課

継続 6 多文化共生推進事業

予算額 担当部課 予算額 担当部課 予算額 担当部課

拡大 4 観光振興事業 継続 5 ふるさと応援事業

2,696 千円 経済部商工業振興課

市内農産物等を原材料とした加工品の製造・販
売や地産地消など、農業者の所得向上につなが
る6次産業化や農商工連携等の取組を支援す
る。

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。

創業に関する情報・知識習得のためのフォーラ
ム開催や関係機関等と連携し創業相談に対応
するほか、コミュニティビジネス創業を支援す
る。

43 千円 経済部農政課 128 千円 経済部商工業振興課

継続 3 創業促進支援事業

予算額 担当部課 予算額 担当部課 予算額 担当部課

継続 1 六次産業化等支援事業 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◆



30,257 千円 総務部行政管理課

各種行政手続きのオンライン申請など市民の利
便性向上や業務効率化に向けた取組を推進す
る。

継続 6 DX推進事業

予算額 担当部課

住民票等の発行に対応したコンビニ交付の導入
に向けた整備を行う。

市税の申告や納税などの税務手続きの電子化
を推進する。

58,151 千円 総務部行政管理課 9,251 千円 総務部税務課

予算額 担当部課 予算額 担当部課

拡大 4 総合情報システム管理事業 新規 5 市税の電子化推進事業

435,458 千円 建設部土木事務所

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、自治会・町
内会等の活動費の一部を助成する。

土木事務所の移転に係る建築工事等を実施す
る。

222 千円 市民環境部市民参加・住宅施策課 11,733 千円 市民環境部市民課

継続 3 土木事務所移転整備事業

予算額 担当部課 予算額 担当部課 予算額 担当部課

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◆ ◆事業内容◆



－ 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、感染拡大防止及び市
民生活や経済活動への支援等を行う。

(当初予算及び補正予算にて対応)

－ － さらなる感染症対策事業の実施

予算額 担当部課

保健福祉部参事(ワクチン接種調整担当)

北海道の委託を受けて、ＰＣＲ検査センターの
運営を行う。

ワクチンの接種体制を確保し、市民に対し迅速
かつ適切に接種を行う。

(令和3年度から繰越)

14,544 千円 保健福祉部健康推進課 338,429 千円

新型コロナウイルス
ワクチン接種事業

予算額 担当部課 予算額 担当部課

継続 1 ＰＣＲ検査センター設置事業 継続 2

0

予算額 担当部課 予算額 担当部課

継続 1 公共施設等地震災害復旧事業 0 2

0

大曲並木地区における地下水位低下工事の効
果を確認するため、地下水位の観測を継続して
実施する。 0

4,560 千円 0 千円総務部災害復興支援課

◆事業内容◆

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆



ボールパーク開業後の更なるアクセス向上の
ため、ＪＲ新駅の整備に向けた取組を進める。

予算額 担当部課

73,163 千円 企画財政部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 担当部課 予算額 担当部課 予算額 担当部課

拡大 1 ボールパーク構想推進事業 継続 2

千円企画財政部ボールパーク推進課 企画財政部ボールパーク施設課 企画財政部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・拡幅道路の調査設計、用地
取得・物件移転補償や道路・橋梁工事など

(うち令和3年度繰越予算額　1,947,470千円)

ＪＲ北広島駅からボールパークまでのスムーズ
な来場者の誘導を図るため、誘導案内サイン
を整備する。

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】周辺緑地、駐輪場の整備など

9,632 千円 253,404 千円 2,933,645

継続 4 ＪＲ新駅整備推進事業

◆事業内容◆ ◆事業内容◆ ◆事業内容◆

◆事業内容◆


