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１６分野(中) 推進すべき施策(小) 事務事業(細)

①情報共有・市民参加と協働の促進 3事業
②男女共同参画の促進 1事業

①行政運営の充実 31事業

③広域連携の推進 1事業

①都市計画･都市開発の推進 1事業
②交通網の充実 3事業
③交通体系の充実 1事業
④通信・情報化の推進 1事業

①自然環境の保全 8事業
②環境衛生の充実 6事業
③住宅環境の充実 5事業
④水道施設の充実 3事業
⑤下水道・排水施設の充実 1事業
⑥公園・緑化の充実 3事業

①消防・防災対策 14事業
②治山・治水・河川整備 2事業

④交通安全・防犯対策 2事業
⑤消費者対策 1事業

①農業の振興 10事業
②林業の振興 9事業

①商業の振興 4事業
②工鉱業の振興 2事業

①観光事業の振興 2事業
②観光資源の有効活用 9事業

①保健の充実 6事業

③医療の充実 2事業

①地域福祉の充実 5事業
②高齢者福祉の充実 13事業
③障がい者（児）福祉の充実 10事業
④多様な子育て支援の充実 17事業
⑤家庭児童相談の充実 1事業
⑥ひとり親家庭福祉の充実 1事業

①生活安定福祉の充実 4事業
②国民年金の充実 1事業
③国民健康保険の充実 1事業
④介護保険の充実 2事業

①社会教育の充実 11事業
②家庭教育の充実 2事業

④芸術文化の振興 2事業
⑤文化財の保護 3事業

①幼児教育の推進 1事業
②小中学校教育の推進 26事業
③高等学校教育の推進 2事業
④専門学校・大学による高等教育の推進 5事業

①スポーツの振興 9事業
②スポーツ合宿の推進 1事業

③青少年の健全育成

①国際交流の促進

1事業

 生涯学習 4事業

1事業

 学校教育

 スポーツ

 国際交流

②食育の推進

②財政運営の充実 16事業

1事業

3事業①雇用・労働環境の充実

５分野(大)

５
教
育
・
文
化

 雇用・労働環境

 観光

 保健・医療

 福祉

 社会保障

 参加と協働

 行財政運営

 都市基盤

 生活環境

 安全・安心な生活

 農林業

 商工鉱業

４
保
健
・
医
療
・
福
祉

３
産
業
・
経
済

・人口指標（目標人口）
・土地利用方針

基礎指標

人が輝き
豊かな自然と共生する
安全・安心なまち
あしべつ

目指すまちの将来像の実現
に向けた５つの方向

１　自治体運営
２　生活・環境
３　産業・経済
４　保健・医療・福祉
５　教育・文化

・「情報共有」と「市民参
加と協働」による自主・自
立を進めるまちづくり
・「星の降る里」にふさわ
しい良好で快適な環境を守
り育てるまちづくり
・だれもが心豊かで安全・
安心に暮らせるまちづくり
・広域連携と多様な交流に
よる効率的で賑わいのある
まちづくり

③除排雪対策

１
自
治
体
運
営

２
生
活
・
環
境

目指すまちの将来像設定に
あたってのまちづくりの基
本方向

目指すまちの将来像

基本構想 基本計画 実施計画

Ⅰ 計画の体系図
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１　自治体運営　　基本目標：市民とともに歩み、だれもが住み続けたいと思えるまち

事業数 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 参加と協働 4事業 1,828万円 1,828万円 1,828万円

①情報共有・市民参加と協働の促進 3事業 1,816万円 1,816万円 1,816万円

②男女共同参画の促進 1事業 12万円 12万円 12万円

 行財政運営 48事業 30億9,970万円 33億1,649万円 31億5,089万円

①行政運営の充実 31事業 2億5,024万円 3億9,393万円 3億4,043万円

②財政運営の充実 16事業 28億4,772万円 29億2,082万円 28億0,872万円

③広域連携の推進 1事業 174万円 174万円 174万円

52事業 31億1,798万円 33億3,477万円 31億6,917万円

２　生活・環境　　基本目標：環境にやさしく、快適で安心して暮らせるまち

事業数 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 都市基盤 6事業 2億5,375万円 2億0,372万円 2億1,883万円

①都市計画･都市開発の推進 1事業 12万円 1,015万円 949万円

②交通網の充実 3事業 2億0,708万円 1億9,194万円 2億0,771万円

③交通体系の充実 1事業 44万円 26万円 26万円

④通信・情報化の推進 1事業 4,611万円 137万円 137万円

 生活環境 26事業 25億1,575万円 22億1,964万円 21億1,202万円

①自然環境の保全 8事業 2億2,976万円 2億2,900万円 2億2,276万円

②環境衛生の充実 6事業 1億5,614万円 1億4,173万円 1億3,957万円

③住宅環境の充実 5事業 4億1,275万円 3億2,859万円 2億0,209万円

④水道施設の充実 3事業 8億5,893万円 6億8,913万円 7億3,867万円

⑤下水道・排水施設の充実 1事業 7億6,306万円 7億3,562万円 7億0,814万円

⑥公園・緑化の充実 3事業 9,511万円 9,557万円 1億0,079万円

 安全・安心な生活 20事業 3億5,935万円 3億3,007万円 8億2,740万円

①消防・防災対策 14事業 1億2,693万円 1億0,327万円 6億0,048万円

②治山・治水・河川整備 2事業 1,233万円 1,233万円 1,314万円

③除排雪対策 1事業 1億9,426万円 1億8,966万円 1億8,897万円

④交通安全・防犯対策 2事業 2,542万円 2,440万円 2,440万円

⑤消費者対策 1事業 41万円 41万円 41万円

52事業 31億2,885万円 27億5,343万円 31億5,825万円

３　産業・経済　　基本目標：いきいきとした産業がきらめくまち

事業数 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 農林業 19事業 3億7,847万円 3億6,016万円 3億6,002万円

①農業の振興 10事業 2億6,900万円 2億5,053万円 2億5,039万円

②林業の振興 9事業 1億0,947万円 1億0,963万円 1億0,963万円

 商工鉱業 6事業 1億8,753万円 1億8,663万円 1億8,596万円

①商業の振興 4事業 1億8,437万円 1億8,437万円 1億8,437万円

②工鉱業の振興 2事業 316万円 226万円 159万円

 雇用・労働環境 3事業 1,140万円 254万円 230万円

①雇用・労働環境の充実 3事業 1,140万円 254万円 230万円

 観光 11事業 2億0,578万円 4億0,621万円 1億5,361万円

①観光事業の振興 2事業 2,163万円 2,024万円 2,024万円

②観光資源の有効活用 9事業 1億8,415万円 3億8,597万円 1億3,337万円

39事業 7億8,318万円 9億5,554万円 7億0,189万円

区分と推進すべき施策

３　産業・経済　合計

区分と推進すべき施策

区分と推進すべき施策

１　自治体運営　合計

２　生活・環境　合計

Ⅱ 集計表
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４　保健・医療・福祉　　基本目標：健康にみちあふれ、生活を支えあうぬくもりのまち

事業数 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 保健・医療 9事業 34億3,364万円 24億4,628万円 24億8,667万円

①保健の充実 6事業 5,877万円 5,888万円 5,864万円

②食育の推進 1事業 31万円 11万円 11万円

③医療の充実 2事業 33億7,456万円 23億8,729万円 24億2,792万円

 福祉 47事業 16億3,777万円 16億3,745万円 16億0,523万円

①地域福祉の充実 5事業 1億0,728万円 1億2,878万円 9,660万円

②高齢者福祉の充実 13事業 6億2,811万円 6億2,430万円 6億2,421万円

③障がい者（児）福祉の充実 10事業 5億5,802万円 5億4,854万円 5億4,859万円

④多様な子育て支援の充実 17事業 3億3,492万円 3億2,639万円 3億2,639万円

⑤家庭児童相談の充実 1事業 1万円 1万円 1万円

⑥ひとり親家庭福祉の充実 1事業 943万円 943万円 943万円

 社会保障 8事業 59億1,295万円 59億3,918万円 59億9,076万円

①生活安定福祉の充実 4事業 6億8,453万円 6億8,108万円 6億8,075万円

②国民年金の充実 1事業 2万円 2万円 2万円

③国民健康保険の充実 1事業 26億5,711万円 26億5,711万円 26億5,711万円

④介護保険の充実 2事業 25億7,129万円 26億0,097万円 26億5,288万円

64事業 109億8,436万円 100億2,291万円 100億8,266万円

５　教育・文化　　基本目標：健やかで心豊かに学べるまち

事業数 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 生涯学習 22事業 8,600万円 8,385万円 7,880万円

①社会教育の充実 11事業 6,102万円 6,252万円 5,572万円

②家庭教育の充実 2事業 12万円 12万円 12万円

③青少年の健全育成 4事業 345万円 333万円 330万円

④芸術文化の振興 2事業 302万円 243万円 243万円

⑤文化財の保護 3事業 1,839万円 1,545万円 1,723万円

 学校教育 34事業 3億4,162万円 3億2,546万円 3億7,145万円

①幼児教育の推進 1事業 1,573万円 1,573万円 1,573万円

②小中学校教育の推進 26事業 3億0,090万円 2億8,503万円 3億3,102万円

③高等学校教育の推進 2事業 122万円 93万円 93万円

④専門学校・大学による高等教育の推進 5事業 2,377万円 2,377万円 2,377万円

 スポーツ 10事業 1億0,906万円 1億2,489万円 1億5,822万円

①スポーツの振興 9事業 9,969万円 1億1,591万円 1億4,935万円

②スポーツ合宿の推進 1事業 937万円 898万円 887万円

 国際交流 1事業 395万円 385万円 395万円

①国際交流の促進 1事業 395万円 385万円 395万円

67事業 5億4,063万円 5億3,805万円 6億1,242万円

274事業 185億5,500万円 176億0,470万円 177億2,439万円
第５次芦別市総合計画／
実施計画(H24～H26)合計

区分と推進すべき施策

４　保健・医療・福祉　合計

区分と推進すべき施策

５　教育・文化　合計
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 参加と協働

①情報共有・市民参加と協働の促進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 情報公開・個人情報保護
・情報公開個人情報保護審査会の開催
・情報公開の推進と個人情報の保護 7万円 7万円 7万円 総務課

2 広報業務
・広報あしべつの発行
・市ホームページでの情報提供 1,809万円 1,809万円 1,809万円

3
重点

１
(24P)

市民参加と協働推進

・審議会等の委員公募の実施
・意見の公募（パブリックコメント）の実
施
・まちづくり懇談会、市民説明会等の開催
・男女共同参画推進協議会による一日特別
職等の実施
※まちづくり基本条例に基づき、市民との情報
共有及び市民の参加による協働のまちづくりを
積極的に進めるため重点事業とします。

予算なし 予算なし 予算なし

②男女共同参画の促進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 女性団体活動支援業務
・各種女性団体に対する支援

12万円 12万円 12万円 生涯学習課

 行財政運営

①行政運営の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 一般管理業務
・市役所の運営

2,991万円 2,962万円 2,962万円

2 法務研修
・法務関連研修会への参加

1万円 1万円 1万円

3 例規整備
・例規類集データベースの作成
・各種参考図書等の購入 335万円 335万円 335万円

4 法律相談等
・弁護士相談
・顧問弁護士への報酬 103万円 102万円 102万円

5 表彰等事務
・市政功労者善行者への表彰
・寄付者に対する感謝状贈呈 35万円 35万円 35万円

6 秘書業務
・市長及び副市長の秘書業務
・市長会への負担金 519万円 517万円 517万円

7 嘱託職員等関係事務
・嘱託職員等の管理

6,309万円 5,719万円 5,455万円

8 公務災害補償等事務
・公務災害補償認定委員会の開催
・公務上の災害に対する補償 2万円 2万円 2万円

9 職員研修
・職員の各種研修への参加

358万円 358万円 358万円

10 職員福利厚生事業
・職員の健康診断
・職員の福利厚生 493万円 493万円 493万円

11 職員採用事務
・職員採用試験の実施

10万円 10万円 10万円

12 その他人事管理事務
・関係団体への負担金等

92万円 34万円 34万円

13 情報管理業務
・庁内ＬＡＮの活用による情報共有
・ネットワーク、サーバ、クライアント、
周辺機器の運用及び維持管理

3,764万円 4,279万円 4,283万円

14 総合計画進行管理
・第５次総合計画の進行管理
・第５次総合計画/実施計画の策定 予算なし 予算なし 予算なし

15 行政評価推進
・行政評価制度の確立
・行政評価システム構築の調査研究 予算なし 予算なし 予算なし

16
重点

２
(25P)

地域振興業務

・関係団体等との連携による国や北海道の
制度活用及び情報収集
・関係団体等との連携による要望活動
・緑小跡地の利活用の検討
※地域の振興発展に向け、緑小跡地の有効活用
を検討する重要な取組のため重点事業としま
す。

60万円 57万円 57万円

17 政策研究・調査業務
・各種施策の推進に必要な情報収集及び先
進地視察等の実施 87万円 6万円 6万円 政策推進課

18 土地売買等届出事務
・土地売買等の届出確認及び北海道への報
告 3万円 3万円 3万円 都市建設課

19 車両維持管理業務
・市有車両の維持管理
・市有車両の定期点検及び整備 2,454万円 2,383万円 2,383万円 総務課

　
「予算なし」～予算を要さないこ
と
「-」～事業を実施しないこと

１　自治体運営　　基本目標：市民とともに歩み、だれもが住み続けたいと思えるまち

企画課

企画課

企画課

総務課

総務課

Ⅲ 事務事業一覧
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１　自治体運営　　基本目標：市民とともに歩み、だれもが住み続けたいと思えるまち

20
重点
２０

(44P)
庁舎等維持管理業務

・市庁舎の維持管理
※市庁舎の耐震化、次世代型照明の導入を計画
的に実施するため重点事業とします。 6,708万円 7,587万円 1億5,753万円 総務課

21 人材育成・国際交流助成事業
・人材育成及び国際交流活動に対する助成

200万円 200万円 200万円 企画課

22 市民生活向上推進事務
・市民生活に関する相談
・市民総合賠償補償保険事業 30万円 30万円 30万円 市民課

23 その他行政事務
・自衛隊の健全発展支援事務
・北方領土返還要求運動に関する事務 6万円 6万円 6万円

総務課
市民課

24 各種統計調査業務
・国が行う各種統計調査の実施
・統計書の作成 63万円 317万円 75万円 企画課

25 戸籍事務
・戸籍の保管、登録等の管理及び公証
・戸籍の電子化 127万円 1億3,680万円 665万円

26 住民基本台帳事務
・住民基本台帳の管理
・住民票の発行等 244万円 247万円 247万円

27 住民基本台帳カード登録・発行事務
・住民基本台帳カードの発行
・住民基本台帳カードの周知及び広報 16万円 17万円 18万円

28 印鑑登録証明事務
・印鑑登録事務
・印鑑登録証明書の発行 予算なし 予算なし 予算なし

29 外国人登録事務
・市に在住する外国人の登録
・登録証明書の交付 1万円 予算なし 予算なし

30 公的個人認証事務
・電子申請用の証明書の発行

13万円 13万円 13万円

31 埋葬、火葬及び改葬許可事務
・埋葬、火葬及び改葬の許可事務

予算なし 予算なし 予算なし

②財政運営の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 工事請負契約・物品調達等業務
・土木建築工事及び物品購入の入札契約
・常用物品の整備 144万円 144万円 144万円

2 財政管理事務
・予算の調製と財政運営
・財務会計システムの管理 622万円 618万円 618万円

3
重点

３
(26P)

財政健全化計画進行管理

・財政健全化計画の進行管理
※将来にわたって持続可能な行財政運営を目指し、
自主・自立のまちづくりを進めるため重点事業としま
す。

予算なし 予算なし 予算なし

4 会計管理事務
・会計事務

225万円 231万円 225万円 会計課

5
重点
１５

(39P)
財産管理業務

・市有財産の取得、管理、処分、賃貸借等
に伴う登記及び登録
・各公共施設に係る修繕対応
・旧医師住宅跡地を活用した定住環境整備
※旧医師住宅跡地を活用して定住促進を図る重
要な取組のため、重点事業とします。

1,514万円 690万円 690万円

6 基金の管理
・基金（貯金）の運用管理

759万円 759万円 759万円

7 財政調整事務
・財政調整資金として、北海道市町村備荒
資金組合超過納付金へ積立 - - -

8 税務総務
・固定資産評価審査委員会の開催

3万円 3万円 3万円 税務課

9 ふるさと納税寄附金事務
・ふるさと納税制度の寄附事務

15万円 15万円 15万円 財政課

10 市税等賦課業務
・各種市税の賦課（税金の割り当て）

506万円 474万円 474万円

11 市税等徴収業務

・市税の徴収
・滞納者に対する各種催告及び滞納処分
・口座振替の推進

447万円 448万円 448万円

12 他会計繰出事務
・特別会計（国民健康保険、後期高齢者医
療、介護保険、介護サービス及び下水道）
への繰出金

8億7,464万円 8億9,078万円 8億7,827万円

13 他会計繰出等事務
・企業会計（市立病院及び水道）への繰出
金 6億8,667万円 8億7,228万円 8億6,807万円

14 長期債償還元金
・市債の償還元金に係る償還計画の構築及
び償還の適正管理 10億8,630万円 9億6,892万円 8億7,864万円

15 長期債償還利子
・市債の償還における利子の適正管理

1億5,426万円 1億5,152万円 1億4,648万円

16 一時借入金利子
・歳出現金が不足した場合における収支の
不均衡を解消するための一時借入金に係る
利子の適正管理

350万円 350万円 350万円

③広域連携の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 広域行政事務
・中空知広域圏４市５町との連携

174万円 174万円 174万円 企画課

市民課

財政課

財政課

財政課

税務課
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 都市基盤

①都市計画･都市開発の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 都市計画管理業務
・都市計画審議会の開催
・土地区画整理事業区画変更
・公園施設長寿命化計画の策定

12万円 1,015万円 949万円 都市建設課

②交通網の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 土木管理事務
・国道、道道の整備要請
・道路台帳の整備
・駐車公園の清掃等道路施設の管理

665万円 545万円 547万円

2
重点

４
(27P)

道路維持管理業務

・道路パトロール
・道路施設の管理及び修繕
・道路の清掃及び草刈
・歩道及び車道の整備
※道路の整備及び維持管理による生活基盤の充実を
図る政策的かつ重要な取組のため重点事業としま
す。

1億9,160万円 1億7,681万円 1億9,356万円

3 橋りょう維持管理業務
・橋りょうのパトロール
・橋りょうの補修及び修繕
・長寿命化計画の策定

883万円 968万円 868万円

③交通体系の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点

５
(29P)

生活交通確保対策事業

・生活交通の確保に向けた取組
※市民が日常生活を維持するうえで、必要不可
欠である生活交通路線を維持・確保するため、
重点事業とします。

44万円 26万円 26万円 市民課

④通信・情報化の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点

６
(30P)

情報通信基盤整備業務

・地上デジタル放送完全移行に伴う難視聴
区域の解消
※地上デジタル放送への移行に伴い、新たに発
生した難視聴地域の解消を図る重要な取組のた
め重点事業とします。

4,611万円 137万円 137万円 総務課

 生活環境

①自然環境の保全

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 環境審議会運営事務
・環境基本計画の進行管理
・環境審議会の開催 20万円 19万円 19万円

2
重点

７
(31P)

地球温暖化・省エネル
ギー対策推進事業

・省エネ法及び温対法に基づく公共施設及
び公用車等における二酸化炭素排出量の削
減に関する取組の推進
※環境基本条例、環境基本計画及び省エネ法等
に基づき、地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）の取組とあわせて、公共施設等における省
エネ対策の実践に向けた政策的かつ重要な取組
を行うため重点事業とします。

6万円 6万円 6万円

3
重点

８
(32P)

新エネルギー利活用事業

・木質バイオマス及び廃食油の事業化に向
けた取組の推進
※環境基本条例、環境基本計画及び地域新エネ
ルギービジョンに基づき、新エネルギーの有効
利用を行うため、特に有望と判断される木質バ
イオマス及び廃食油の事業化に向けた政策的か
つ重要な取組を行うため重点事業とします。

（内21万円） - -

4 ごみ減量化推進事業
・廃棄物減量等推進会議の開催等

13万円 13万円 13万円

5
重点

９
(33P)

資源ごみリサイクル推進事業

・資源ごみ分別の広報及び現地指導
・資源ごみの保管及びリサイクル
・資源ごみ保管施設の維持管理
※環境基本条例及び環境基本計画に基づき、ご
みの減量化を行い、環境への負荷低減に向けた
政策的かつ重要な取組を行うため重点事業とし
ます。

1,828万円 2,619万円 2,000万円

6 ごみ収集事業
・ごみの収集
・ごみ収集車両の管理及び更新 9,219万円 9,287万円 9,282万円

7
ごみ処理センター運営管
理業務

・ごみ処理センターの維持管理
3,647万円 3,648万円 3,648万円

8
重点

９
(33P)

ごみ処理事業

・指定専用ごみ袋の作成、配送及び保管
・ごみステーションの設置補助等
・生ごみの広域共同処理
※環境基本条例及び環境基本計画に基づき、ご
みの減量化を行い、環境への負荷低減に向けた
政策的かつ重要な取組を行うため重点事業とし
ます。

8,243万円 7,308万円 7,308万円

都市建設課

市民課

２　生活・環境　　基本目標：環境にやさしく、快適で安心して暮らせるまち

政策推進課
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２　生活・環境　　基本目標：環境にやさしく、快適で安心して暮らせるまち

②環境衛生の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 斎場運営管理業務
・斎場の維持管理
・火葬炉の定期点検及び補修 1,308万円 1,307万円 1,307万円

2
重点
１０

(34P)
墓地運営管理業務

・墓地の清掃等の維持管理
・墓地区画の造成
※墓地の造成を図ることにより、市民の需要に
応えるとともに、生活基盤の充実を図る政策的
かつ重要な取組のため重点事業とします。

2,146万円 309万円 309万円

3 公衆浴場確保事業
・公衆浴場の経営安定及び廃業防止に必要
な助成 590万円 588万円 588万円

4 環境衛生向上業務
・動物死骸及び有害ごみの回収
・畜犬登録及び狂犬病予防接種の啓発と実
施

385万円 310万円 319万円

5 し尿収集事業
・し尿の収集
・し尿収集車両の管理及び更新 2,436万円 2,444万円 2,444万円

6
重点
１１

(35P)
し尿処理事業

・し尿の処理
・浄化センターの維持管理
・合併処理浄化槽設置費の助成
※し尿の共同処理や合併処理浄化槽設置費の助
成等、生活環境の向上を図る重要な取組のため
重点事業とします。

8,749万円 9,215万円 8,990万円

③住宅環境の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 建築総務業務
・建築確認申請、工事完了検査申請等の建
築総務全般 31万円 31万円 31万円

2 市有住宅管理業務
・健民センター管理住宅、市職員住宅及び
特定公共賃貸住宅の維持管理 140万円 140万円 140万円

3
重点
１２

(36P)
公営住宅管理業務

・公営住宅、改良住宅及び道営住宅の維持
管理
・改良住宅の移転集約事業
※改良住宅の移転集約を行うことにより、地域
の居住環境と入居者の利便性の向上を図る重要
な取組のため重点事業とします。

6,724万円 6,720万円 6,262万円

4
重点
１３

(37P)
公営住宅建設事業

・さつき団地の建替
・さつき団地建替に伴う移転料補償
※さつき団地の建設を主に住環境の整備を図る政策
的かつ重要な取組のため重点事業とします。

2億9,970万円 2億1,598万円 9,406万円

5

重点
１４

(38P)
重点
１５

(39P)

移住・定住促進業務

・移住及び定住に向けた情報発信
・西芦別宅地分譲地の販売促進
・持ち家取得奨励金事業及び人生の節目祝
品の贈呈
・空き家・空き地情報バンク
※移住者・定住者の確保に向けた情報発信及び定住
促進条例に基づく持ち家取得奨励金、人生の節目祝
品により人口の流失を抑制する政策的かつ重要な取
組なため重点事業とします。

4,410万円 4,370万円 4,370万円
企画課
市民課

④水道施設の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

水道事業
・良質で安全な水道水の安定供給
・浄水施設及び設備の維持管理 7億1,561万円 6億8,913万円 7億3,867万円

　うち浄水場整備事業
・浄水場施設の整備及び設備の更新

750万円 1,050万円 1,730万円

　うち水道配水管整備事業
・老朽化した水道管の更新
・枝管の集約 8,840万円 4,290万円 4,740万円

重点
１６

(40P)
　うち簡易水道統合整備事業

・平成25年度に事業の効率化や受益者負担
の適正化を図るために上水道事業と簡易水
道事業の統合を行うことに伴う施設整備
※公営企業体として健全な運営に取り組むため
重点事業とします。

- 6,450万円 1億1,000万円

2 西芦別地区簡易水道事業
・良質で安全な水道水の安定供給
・浄水施設及び設備の維持管理 1億4,118万円 万円 万円

3 新城町簡易水道事業
・良質で安全な水道水の安定供給
・浄水施設及び設備の維持管理 214万円 万円 万円

⑤下水道・排水施設の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

下水道事業
・下水道の管理運営

7億6,306万円 7億3,562万円 7億0,814万円

　うち公共下水道の耐用年数延伸事業
・「下水道施設長寿命化計画」策定及び関
連委託 400万円 400万円 500万円

　うち流域下水道の整備促進
・中空知６市４町で構成及び運営する広域
下水処理施設に係る工事費負担金 1,875万円 1,843万円 1,982万円

　うち補償事業
・道道芦別赤平線歩道改修工事に伴う取付
管移設補償事業 - 440万円 480万円

都市建設課

上下水道課

1

1

上下水道課

市民課

※平成

２５年

度以後、

水道事

業に統

合され

るため。
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２　生活・環境　　基本目標：環境にやさしく、快適で安心して暮らせるまち

⑥公園・緑化の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
カナディアンワールド公
園管理運営業務

・カナディアンワールド公園の管理運営
1,496万円 1,474万円 1,474万円 商工観光課

2 公園管理業務
・公園遊具の定期点検
・公園内の清掃及び草刈
・公園施設の管理及び修繕

6,566万円 6,554万円 7,111万円

3
重点
１７

(41P)
緑化推進事業

・「花と木・緑化推進事業」の推進
・「花いっぱい運動」の推進
※まちづくりの一環として、みどり豊かな環境整備を図
るため重点事業とします。

1,449万円 1,529万円 1,494万円

 安全・安心な生活

①消防・防災対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 消防総務
・消防職員の健康管理
・各種研修、会議等による消防職員の知識
及び技能の習得

699万円 699万円 699万円

2 火災予防活動業務
・火災予防の普及及び啓発
・消防協力者及び団体への報償 12万円 12万円 12万円

3 防火対象物調査業務
・防火対象物（建物等）への立入検査

2万円 2万円 2万円

4 常備消防災害活動業務
・資機材及び消防庁舎の整備
・消防職員の技能訓練 721万円 508万円 401万円 警防第１課

5
危険物施設・火災調査活
動業務

・火災原因調査
・危険物規制事務及び立入検査 7万円 7万円 7万円

6 救急・救助活動業務
・救急救命講習の開催
・救急救助用設備等の点検及び整備 256万円 370万円 229万円

7 消防団活動業務
・消防団の予防広報及び災害等に対する出
動
・消防団員の各種研修及び健康管理

3,232万円 3,232万円 3,232万円 総務予防課

8 非常備消防災害活動業務
・消防庁舎及び分団施設の維持管理
・消防設備及び資機材の管理
・団員の技能訓練

372万円 372万円 372万円

9 消防車両維持管理業務
・消防車両とそれに付随する資機材の常時
点検及び修繕 536万円 531万円 531万円

10 消防設備維持管理業務
・無線機器やサイレン機器等の消防設備の
維持管理 58万円 58万円 58万円

11

重点
１８

(42P)
重点
１９

(43P)

消防用車両等整備事業

・消防用車両の更新
・消防救急無線デジタル化の整備
※市民を災害から守るため、消防用車両及び消
防救急無線のデジタル化を計画的に整備するこ
とから重点事業とします。

6,054万円 4,256万円 5億4,326万円

12 消防用水利整備事業
・消火栓の新設工事

- 91万円 -

13
重点
２１

(45P)
防災業務

・防災会議の管理
・防災体制の充実
・防災用備蓄物資の整備
※災害が発生した場合の生活必需品の備蓄及び
防災資機材を計画的に整備し、市民の安全を確
保する重要な取組のため重点事業とします。

740万円 185万円 175万円
総務課

警防第１課

14 国民保護事務
・国民保護協議会の管理
・国民保護に関する啓発等 4万円 4万円 4万円 総務課

②治山・治水・河川整備

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 河川維持管理業務
・河川の管理及び修繕
・河川工作物の改修 193万円 193万円 194万円 都市建設課

2
重点
２２

(46P)
河川整備事業

・河川工作物の整備
※集中豪雨による道路や田畑の被害を防止し、
市民の安全な生活環境を確保する重要な取組の
ため重点事業とします。

1,040万円 1,040万円 1,120万円 都市建設課

③除排雪対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点
２３

(47P)
除排雪対策事業

・除排雪の実施
・除排雪機械の更新
※冬期間の市民の安全・安心な生活環境を確保する
政策的かつ重要な取組のため重点事業とします。

1億9,426万円 1億8,966万円 1億8,897万円 都市建設課

都市建設課

総務予防課

警防第２課

警防第１課
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２　生活・環境　　基本目標：環境にやさしく、快適で安心して暮らせるまち

④交通安全・防犯対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 交通安全対策事業
・交通安全の確保、周知及び啓発
・交通指導員の管理
・交通安全関係団体との連携

505万円 505万円 505万円

2
重点
２４

(48P)
地域社会浄化事業

・防犯灯の整備等による犯罪対策
・更生保護及び人権擁護
※犯罪のない明るく住みよい都市推進条例の理念に
基づき、犯罪の防止及び抑止のための地域づくりを目
指し、防犯灯を次世代型照明へ整備を行うことから重
点事業とします。

2,037万円 1,935万円 1,935万円

⑤消費者対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 消費者対策事業
・消費生活相談事業
・消費生活啓発事業 41万円 41万円 41万円 市民課

市民課
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 農林業

①農業の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 農業経営基盤強化促進事業
・農業経営資金の助成（利子補給）

219万円 211万円 196万円

2 農業担い手対策事業
・新規就農者等に対する各種助成
・農業担い手等の就学資金の貸付 495万円 420万円 422万円

3
重点
２５

(49P)
中山間地域等直接支払事業

・農業生産条件の不利な地域に対する交付
金
※農業生産条件不利地域の適正な農業活動の確保
や農地の保全等に向けた重要な取組のため重点事業
とします。

2億0,824万円 2億0,823万円 2億0,823万円

4
重点
２６

(50P)
農業振興対策事業

・生産地としての情報発信及びＰＲ活動
・地産地消及びグリーンツーリズムの推進
・多様な経営体の育成及び確保のための支
援等
・農商工連携の促進
※本市の基幹産業である農業全般の振興に向け
た重要な取組のため重点事業とします。

1,805万円 481万円 481万円

5 農地・水保全管理支払事業

・農業者を中心に地域住民、児童等を含め
た活動組織による農業生産活動を通じた多
面的機能の維持（常磐地区）

119万円 118万円 118万円

6 畜産業振興事業
・家畜の診療及び伝染病予防
・酪農施設（堆肥舎）の整備補助 119万円 118万円 117万円

7 土地改良事業
・国営施設及び農業用施設の維持管理
・土地改良区運営事務費の一部負担 1,060万円 623万円 623万円

8 国営かんがい排水事業
・干ばつ被害防止への水源の維持
・畑作用水路の整備 1,413万円 1,413万円 1,413万円

9
農地農業用施設災害復旧
事業

・融雪、豪雨災害等の被害の復旧
1万円 1万円 1万円

10 農業委員会活動業務
・農地の権利移動の審査及び許可
・農用地利用集積計画の決定
・農地基本台帳の管理等

845万円 845万円 845万円
農業委員会

事務局

②林業の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 林業振興等業務
・関係団体との連携
・森林整備の担い手対策
・崕（きりぎし）山の自然保護

87万円 85万円 85万円

2 民有林振興対策事業
・市内で森林整備及び植林作業を行った森
林所有者に対し事業費の一部を助成 931万円 931万円 931万円

3
重点
２７

(51P)
猟政業務

・ヒグマ、エゾシカ等の有害鳥獣の駆除
※有害鳥獣による農作物や森林の被害を防止す
る重要な取組のため重点事業とします。 1,337万円 1,336万円 1,336万円

4 森林整備地域活動支援事業
・森林整備を行うにあたっての歩道、作業
路等の整備 726万円 726万円 726万円

5 市有林管理業務
・市有林の管理
・市有林作業路及び管理道の維持管理 28万円 30万円 30万円

6 市有林野育成事業
・人工造林後の根踏、補植及び野ネズミ駆
除による市有林整備 148万円 148万円 148万円

7 林道維持管理業務
・市が管理する林道の整備及び維持管理

72万円 73万円 73万円

8 生活環境保全林管理業務
・旭町生活環境保全林の維持管理

156万円 156万円 156万円

9
重点
２８

(52P)
森林環境保全整備事業

・人工造林、下刈り、除間伐等による森林
の保全
※森林が持つ多面的機能の発揮に向けた重要な取
組のため重点事業とします。

7,462万円 7,478万円 7,478万円

 商工鉱業

①商業の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 商工業振興・育成事業

・中小企業等に対する補助金の交付
・商工会議所への交付金の交付
・中小企業への融資（融資指定金融機関に
預託）

1億4,721万円 1億4,721万円 1億4,721万円

2
重点
２９

(53P)
住宅改修促進事業

・住宅の改修工事及び建築設備に係る費用
の一部を助成
※快適な住環境の整備並びに市内建設産業の振興
及び雇用の安定を図ることを目的に、要件（高齢者向
け、耐震化等）を満たした住宅の改修工事等に対し、
一定の政策的な取組を行うため重点事業とします。

1,500万円 1,500万円 1,500万円

3 市内購買促進事業
・地元消費促進を目的とするドリームフェ
スタ及び割増特典付商品券発行事業実施へ
の補助

2,100万円 2,100万円 2,100万円

３　産業・経済　　基本目標：いきいきとした産業がきらめくまち

農林課

農林課

商工観光課
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３　産業・経済　　基本目標：いきいきとした産業がきらめくまち

4 地元産品販売拡大事業
・地元産品ＰＲ事業への参加
・商工まつり開催補助金 116万円 116万円 116万円 商工観光課

②工鉱業の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 鉱業振興事業
・露頭炭採掘業者に対する助成

134万円 67万円 -

2 企業誘致事業
・企業誘致委員会の運営
・企業訪問の実施 182万円 159万円 159万円

 雇用・労働環境

①雇用・労働環境の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 雇用・労働環境向上事業
・優良勤労者、技能者に対する褒賞
・出稼ぎ労働者等への無料健康診断
・地区連合会及び技能協会への交付金

259万円 251万円 227万円

2 働く婦人の家運営事業
・働く婦人の家運営委員会の開催
・勤労婦人等の福祉増進及び教養向上 3万円 3万円 3万円

3
重点
３０

(54P)
緊急雇用創出推進事業

・失業者に対する雇用機会の創出
※緊急的に実施する短期雇用及び雇用機会の創出
を目的とした重要な取組のため重点事業とします。

878万円 - -

 観光

①観光事業の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点
３１

(55P)
観光イベント推進事業

・星の降る里芦別健夏まつり開催委託
・キャンドルアート開催補助
・星の降る里芦別映画学校開催補助
※芦別の3大イベントと呼ばれる重要な取組であるた
め重点事業とします。

1,043万円 1,043万円 1,043万円

2
重点
３２

(56P)
観光振興推進事業

・観光関係団体との連携
・芦別観光協会への交付金
・観光パンフレット等の作成
※観光協会及び観光関係団体と連携を図りなが
ら、広く本市の観光情報をＰＲするほか、アジ
ア圏観光客をターゲットに旭川、富良野等との
連携による広域観光ルートの形成を図る重要な
取組であるため重点事業とします。

1,120万円 981万円 981万円

②観光資源の有効活用

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 陶芸センター管理運営業務
・陶芸センターの管理運営

678万円 678万円 678万円

2
健民センター園地管理運
営業務

・健民センター園地の管理運営
1,194万円 1,194万円 1,194万円

3
健民センターオートキャ
ンプ場管理運営業務

・健民センターオートキャンプ場の管理運
営 495万円 482万円 482万円

4
滝里湖オートキャンプ場
管理運営業務

・滝里湖オートキャンプ場の管理運営
2,781万円 2,781万円 2,781万円

5
重点
３３

(57P)

道の駅を拠点とする「に
ぎわい」創出業務

・道の駅再整備及び旭ヶ丘公園等観光施設
等との一体的な「にぎわい」の創出に向け
たグランドデザインの策定
※観光資源の有機的な結合を検討する政策的か
つ重要な取組のため重点事業とします。

81万円 - - 政策推進課

6 道の駅等管理運営業務
・道の駅及び緑地等管理中央センターの管
理運営 2,827万円 2,827万円 2,827万円

7
株式会社芦別振興公社経
営管理事務

・芦別振興公社に対する経営安定資金の貸
付 3,000万円 3,000万円 3,000万円

8
重点
３４

(58P)
健民センター管理運営業務

・健民センター施設（ホテル、国民宿舎、
星遊館等）の管理運営
※本市の観光施設を代表するスターライトホテ
ルなど健民センター施設の整備を行うことは、
本市を訪れる観光客に対し魅力のあるものにす
る重要な取組であるため重点事業とします。

6,671万円 2億6,950万円 1,690万円

9
国設芦別スキー場管理運
営業務

・国設芦別スキー場の管理運営
688万円 685万円 685万円

商工観光課

商工観光課

商工観光課

商工観光課

商工観光課
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 保健・医療

①保健の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 母子保健事業

・妊婦管理（母子手帳交付、妊婦一般健康
診査交付等）
・乳幼児の健康診査及び健康相談
・パパママ学級の開催
・新生児訪問等

610万円 610万円 610万円

2 食品衛生事務
・食中毒予防の啓発
・食中毒警報による周知徹底 予算なし 予算なし 予算なし

3
重点
３５

(59P)
生活習慣病予防対策事業

・健康教育及び健康相談の実施
・各種がん検診の実施
・各種健康診査の実施等
※市民の健康増進を支援する政策的かつ重要な取
組のため重点事業とします。

1,609万円 1,609万円 1,593万円

4 歯科保健事業
・幼児歯科健康診査の実施
・歯科健康教育及び歯科健康相談の実施
・歯周疾患検診の実施等

63万円 63万円 63万円

5
重点
３６

(60P)
感染症予防対策事業

・各種予防接種の実施（インフルエンザ、
子宮頸がん、麻しん・風しん等）
※感染症の感染を予防し、市民の健康増進を図
る政策的かつ重要な取組のため重点事業としま
す。

3,412万円 3,412万円 3,412万円

6 保健センター維持管理業務
・保健センターの維持管理
・警備及び清掃業務の委託 183万円 194万円 186万円

②食育の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点
３７

(61P)
食育推進業務

・健全な食生活及び食習慣の啓発
・食育推進計画の進行管理
・食育推進会議の開催
※健全な食生活を実践する人を育てる政策的かつ重
要な取組のため重点事業とします。

31万円 11万円 11万円 健康推進課

③医療の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

市立芦別病院事業
・市立芦別病院の運営及び経営

33億6,702万円 23億7,975万円 24億2,038万円

重点
３８

(62P)

　うち医師・看護師修学
　資金貸付事業

・将来、市立病院に勤務しようとする医師
及び看護師に対する修学資金の貸与
※医師及び看護師の確保を図ることにより、地
域医療が確保され、市民に安全・安心な医療を
提供する政策的かつ重要な取組のため、重点事
業とします。

2,400万円 2,740万円 3,460万円

重点
３８

(62P)

　うち看護師就業支援金
　貸与事業

・市立病院に勤務しようとする看護師に対

する就業支援金の貸与
※看護師の確保を図ることにより、地域医療が
確保され、市民に安全・安心な医療を提供する
政策的かつ重要な取組のため、重点事業としま
す。

100万円 100万円 100万円

　うち市立芦別病院医療
　機器整備事業

・高度化する医療に対応すとともに、市民
に良質な医療を提供するための老朽化した
医療機器の更新

1,755万円 2,000万円 2,000万円

2 救急医療業務
・休日夜間医療に対応する在宅当番医の確
保及び病院群輪番制の整備 754万円 754万円 754万円 健康推進課

 福祉

①地域福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 社会福祉事務
・社会福祉施設（ケアハウス）建設に係る
借入金に対する利子補給金、離職者に対す
る住宅手当の支給等

157万円 139万円 134万円

2 社会福祉協議会関係事務
・社会福祉協議会に対する事業補助及び運
営補助
・生活困窮者への生活資金の貸付

3,406万円 3,406万円 3,406万円

3 コミュニティ推進事務
・町内会への行政事務委託
・町内会との連絡調整 1,061万円 1,062万円 1,062万円

4
コミュニティセンター管
理運営業務

・市内各コミュニティセンターの管理運営
1,515万円 1,704万円 1,291万円

5
重点
２０

(44P)

総合福祉センター管理運
営業務

・総合福祉センターの維持管理及び運営
※総合福祉センターの耐震化を計画的に実施す
るため重点事業とします。 4,589万円 6,567万円 3,767万円 福祉課

福祉課

市民課

４　保健・医療・福祉　　基本目標：健康にみちあふれ、生活を支えあうぬくもりのまち

健康推進課

1
市立芦別病院

事務局
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４　保健・医療・福祉　　基本目標：健康にみちあふれ、生活を支えあうぬくもりのまち

②高齢者福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 高齢者福祉事務

・高齢者への温泉券の交付
・高齢者福祉大運動会開催助成
・外国人高齢者等への給付金
・高齢者保健福祉計画等推進協議会の開催

1,398万円 1,398万円 1,409万円

2 敬老事業
・百歳祝品の贈呈
・敬老会の開催 66万円 66万円 66万円

3
老人福祉共同住宅管理運
営業務

・老人福祉共同住宅（静和荘）の管理運営
273万円 271万円 271万円

4 老人福祉施設入所事業
・養護老人ホーム等入所に関する事務

904万円 904万円 904万円

5 老人クラブ支援事業
・市内15の老人クラブへの活動助成
・老人クラブ連合会への交付金 224万円 224万円 224万円

6 緊急通報システム事業
・身体的不安を抱える高齢者等の安全・安
心な生活の確保を図るため、緊急通報シス
テムの設置

20万円 15万円 15万円

7 在宅福祉サービス事業
・在宅福祉サービスの実施

222万円 222万円 222万円

8
重点
３９

(63P)
門口除雪事業

・除雪車両通過後の残雪処理が困難な者に
対する住宅門口及び車庫前の除雪
※高齢者世帯等の冬期間の安全確保に向けた政策
的かつ重要な取組のため重点事業とします。

754万円 754万円 754万円

9
高齢者生きがいセンター
管理運営業務

・高齢者生きがいセンターの管理運営
374万円 - -

10 後期高齢者医療事務
・後期高齢者療養給付
・後期高齢者健康診査 2億9,948万円 2億9,948万円 2億9,928万円

11 後期高齢者医療事業
・後期高齢者医療制度に関する事務
・後期高齢者医療給付 2億8,623万円 2億8,623万円 2億8,623万円

12
戦没者戦傷病者遺族等援
護事務

・戦没者遺族及び戦没病者に対する援護事
業の周知 1万円 1万円 1万円

13 戦没者慰霊事務
・戦没者追悼式の開催

4万円 4万円 4万円

③障がい者（児）福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 障がい者福祉事務
・障がい者福祉事務全般
・障がい者計画等推進協議会の開催 52万円 52万円 57万円

2 障がい者自立支援審査事務
・障がい程度の区分認定
・障がい者自立支援審査会の開催 60万円 60万円 60万円

3 障がい者在宅サービス事業

・在宅の障がい者に対する福祉サービス
（送迎、温泉券交付、通所・通院交通費扶
助、ハイヤー券交付）

538万円 538万円 538万円

4 地域生活支援事業
・外出介護支援員の派遣
・地域活動支援センター支援
・日常生活用具の給付

1,413万円 1,425万円 1,425万円

5 障がい福祉サービス事業
・支援が必要な障がい者に対する施設入所
及びホームヘルパーの派遣等の介護給付
サービス等

4億5,727万円 4億5,727万円 4億5,727万円

6 障がい者手当事務
・障がい者やそれを扶養する者に対する手
当支給 542万円 543万円 543万円

7 障がい者社会参加支援事業
・身体障がい者スポーツ大会参加支援
・障がい者ふれあい広場開催助成 22万円 22万円 22万円

8 障がい者関係団体育成事務
・身体障がい者福祉協会への支援

予算なし 予算なし 予算なし

9
重度心身障がい者医療助
成事業

・重度心身障がい者に対する医療費の助成
7,448万円 6,487万円 6,487万円 健康推進課

10 障がい児援護事務
・手をつなぐ育成会への支援（障がい児
(者)の将来の社会生活への援護） 予算なし 予算なし 予算なし 児童課

④多様な子育て支援の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 乳幼児医療助成事業
・乳幼児等に対する医療費の助成

1,256万円 1,256万円 1,256万円 健康推進課

2 児童扶養手当支給事務
・児童を養育しているひとり親世帯等に対
する手当支給 9,835万円 9,835万円 9,835万円

3 遺児年金支給事務
・両親又は父を亡くした児童を養育する者
への扶助 18万円 18万円 18万円

4
子育て支援センター管理
運営業務

・子育て世帯の情報交換及び交流の場の提
供
・育児に関する相談

19万円 19万円 19万円 児童課

福祉課

健康推進課

福祉課

福祉課

福祉課
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４　保健・医療・福祉　　基本目標：健康にみちあふれ、生活を支えあうぬくもりのまち

5
重点
４０

(64P)
留守家庭児童会運営事務

・留守家庭児童に対する放課後、土曜日及
び夏休み等の長期休暇の一定時間における
適切な遊びと生活の場の提供
※長期休みや土曜日の開設時間を繰り上げるこ
とにより、利用者の利便性の向上を図る重要な

取組のため重点事業とします。

297万円 297万円 297万円 児童課

6 子ども手当等支給事務
・中学修了までの児童を養育している者に
対する手当の支給 1億6,576万円 1億5,830万円 1億5,830万円 福祉課

7 児童福祉サービス事業
・児童発達支援等、サービスの実施

219万円 219万円 219万円 児童課

8 母子福祉事務
・母子寡婦世帯及び団体への支援

101万円 101万円 101万円 福祉課

9 児童センター管理運営業務
・児童に対し健全な遊び及び交流機会を提
供 125万円 126万円 126万円

10
子どもセンター保育園管
理運営業務

・保育事業の実施
2,313万円 2,313万円 2,313万円

11
上芦別保育園管理運営業
務

・保育事業の実施
1,178万円 1,170万円 1,170万円

12 一時預かり事業
・子育て世帯の負担軽減のため、一時的な
預かり保育の実施 15万円 15万円 15万円

13
第３子以降の保育料無料
化等事業

・就学時前児童が２人以上保育所等に入所
の場合の第２子の保育料の半額
・義務教育修了前の児童が３人以上いる世
帯における第３子以降の入所児童の保育料
の無料化

予算なし 予算なし 予算なし

14 児童入所施設関係事務
・出産を希望する低所得家族に対し出産に
必要な費用の一部を助成 31万円 31万円 31万円

15 療育推進協議会運営事務
・療育に関する講演会の開催
・個別相談 6万円 6万円 6万円

16
重点
４０

(64P)

児童デイサービスセン
ター管理運営業務

・早期療育の実施
・療育世帯への専門的指導、支援等
※子どもの成長を継続的に支援するため、就学
前児童から就学児童に対象範囲を拡大する重要
な取組のため重点事業とします。

46万円 40万円 40万円

17
子どもセンター管理運営
業務

・子どもセンター施設の管理運営
1,457万円 1,363万円 1,363万円

⑤家庭児童相談の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 家庭児童相談業務
・子どもや家庭に関するさまざまなな相談
対応 1万円 1万円 1万円 児童課

⑥ひとり親家庭福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
ひとり親家庭等医療費助
成事業

・ひとり親家庭等に対する医療費の助成
943万円 943万円 943万円 健康推進課

 社会保障

①生活安定福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 民生委員・児童委員事務

・援護が必要な高齢者、障がい者、児童等
に対する民生委員・児童委員による相談援
助
・民生委員児童委員協議会への支援

623万円 656万円 623万円

2 生活保護適正実施業務
・生活保護の適正実施に向けた各種調査や
審査 622万円 244万円 244万円

3 生活保護扶助事務
・生活保護被保護者への生活、住宅、医療
扶助等 6億7,200万円 6億7,200万円 6億7,200万円

4 災害救助事務
・非常災害により家屋の被害を受けた市民
に対する扶助 8万円 8万円 8万円

②国民年金の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 国民年金推進事務
・国民年金制度の周知及び啓発
・国民年金に関する相談 2万円 2万円 2万円 市民課

③国民健康保険の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 国民健康保険事業
・国民健康保険制度に関する事務
・被保険者への療養給付等 26億5,711万円 26億5,711万円 26億5,711万円 健康推進課

児童課

福祉課
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４　保健・医療・福祉　　基本目標：健康にみちあふれ、生活を支えあうぬくもりのまち

④介護保険の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 介護保険事業
・介護保険制度に関する事務
・保険給付、要介護認定事務等 20億2,541万円 20億4,426万円 20億9,138万円

2 介護サービス事業
・保健福祉施設すばるの管理運営、訪問看
護、居宅介護支援、地域包括支援事業等 5億4,588万円 5億5,671万円 5億6,150万円

介護保険課
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 生涯学習

①社会教育の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 社会教育委員活動事務
・社会教育に関して市民と行政をつなぐ活
動 26万円 26万円 26万円

2 各種講座・教室等実施事業
・市民講座、生涯学習まちづくり出前講
座、ザ・チャレンジ教室等の開催 24万円 24万円 24万円

3 各種大学等実施事業
・高齢者大学及び女性大学の開催

24万円 24万円 24万円

4 一般社会教育事務
・社会教育関連研修会等への参加

11万円 11万円 11万円

5 成人式実施事業
・成人式の実施（式典及び交流会）

13万円 13万円 13万円

6
重点
４１

(65P)
学習活動情報提供事務

・生涯学習団体、サークル、人材情報誌
「芦別市マナビィリーダーバンク」の発行
等による学習活動機会の情報提供
※生涯学習を促す重要な取組のため重点事業としま
す。

予算なし 予算なし 予算なし

7
重点
２０

(44P)

市民会館・青年センター
管理運営業務

・市民会館及び青年センターの管理運営と
活用推進
※市民会館及び青年センターの耐震化と次世代
型照明の導入を計画的に進めるため重点事業と
します。

4,537万円 5,029万円 4,349万円

8
社会教育施設有効活用業
務

・市民が気軽に芸術・文化活動に参加し、
活動できるようにするための社会教育施設
の有効活用

予算なし 予算なし 予算なし

9 図書館管理運営業務
・図書館施設の維持管理
・図書館の運営 1,015万円 670万円 670万円

10 読書普及活動
・図書資料や地域資料の収集と管理及び活
用 429万円 432万円 432万円

11 視聴覚ライブラリー運営事務
・視聴覚資料の収集と管理及び活用

23万円 23万円 23万円

②家庭教育の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
家庭教育講演会等実施事
業

・家庭教育講演会等の開催
12万円 12万円 12万円

2 家庭教育情報提供事務
・家庭教育だより「子育て通信」の発行等
による家庭教育に関する広報 予算なし 予算なし 予算なし

③青少年の健全育成

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 青少年育成事業

・子ども会リーダー養成講習会の実施
・青少年健全育成市民の集いの開催
・地域子ども会行事等への助成

230万円 229万円 229万円

2 青少年非行防止活動業務
・青少年センターの管理運営
・街頭補導、環境浄化活動等の実施 88万円 90万円 87万円

3
青少年問題協議会運営事
務

・青少年問題協議会の管理運営
14万円 14万円 14万円

4 青少年安全対策事務

・子ども１１０番緊急避難所の設置
・子ども１１０番緊急避難所駆け込み訓練
の実施
・巡回パトロールの実施

13万円 予算なし 予算なし

④芸術文化の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 芸術・文化活動業務
・芦別市文化賞の表彰
・芸術作品の展示発表機会の提供等 95万円 69万円 69万円

2
芸術文化交流館管理運営
業務

・芸術文化交流館の管理運営及び活用推進
207万円 174万円 174万円

⑤文化財の保護

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 文化財保護事業
・文化財保護審議会の開催
・市内文化財の保存管理
・芦別獅子伝承者養成補助

561万円 25万円 25万円

2 百年記念館管理運営業務
・星の降る里百年記念館施設の管理運営

850万円 847万円 836万円

3
重点
４２

(66P)
市史編さん事業

・平成５年から平成２５年までの出来事を
収録する「新芦別市史第３巻」の編さん及
び発刊
※本市の歴史を正しく後世に伝承する重要な取
組のため重点事業とします。

428万円 673万円 862万円

生涯学習課

５　教育・文化　　基本目標：健やかで心豊かに学べるまち

生涯学習課

図書館

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課
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５　教育・文化　　基本目標：健やかで心豊かに学べるまち

 学校教育

①幼児教育の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 幼児教育推進事業
・私立幼稚園への運営費の助成
・私立幼稚園が園児の保護者に対し保育料
等を減免した場合の補助金の交付

1,573万円 1,573万円 1,573万円 学務課

②小中学校教育の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 開かれた学校づくり事業
・学校経営や教育活動全般に係る助言指導
を行う学校評議員活動の運営 17万円 16万円 16万円

2 学校支援地域本部事業
・地域住民による学校支援ボランティア活
動の推進 28万円 28万円 28万円

3 就学指導事業
・就学指導委員会の運営

3万円 3万円 3万円

4 外国語教育推進事業
・英語指導助手（ＡＥＴ）の配置

468万円 468万円 468万円

5
重点
４３

(67P)

教職員研修・研究等推進
事業

・教職員研修会、講習会等への参加奨励
・校内研修体制の確立に向けた支援
・教育関係諸団体との連携による研究の推
進
※教育課題の解決や教職員の指導力向上に向け、
研修機会等を拡充するため重点事業とします。

157万円 157万円 157万円

6 教育課程管理事務
・学校教育専任指導員による学校に対する
助言、指導及び教育相談の実施 1万円 1万円 1万円

7 いじめ・不登校対策事業
・児童相談所等の関係機関との連携
・適応指導教室の配置及び専任指導員の配
置による指導助言

1万円 1万円 1万円

8
重点
４３

(67P)
学力向上事業

・市内統一学力テストの実施
・家庭学習用教材の配布
※児童生徒の学力向上に向けた重要な取組のため
重点事業とします。

205万円 205万円 205万円

9 文化・体育活動振興事業

・教育振興会と連携した小中学校の芸能鑑
賞、陸上記録会、音楽発表会等行事の開催
・児童生徒等の対外競技出場に係る経費の
補助

186万円 186万円 186万円

10
重点
４３

(67P)
特別支援教育推進事業

・ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童
生徒に対する教育支援
・特別支援教育推進員の配置等
※つまづき感のある児童生徒への支援充実のため、
特別支援教育推進員（学習支援員）を引き続き２人
体制とする重要な取組であることから重点事業としま
す。

942万円 942万円 942万円

11 教員住宅管理業務
・教員住宅の維持管理

119万円 119万円 119万円

12 小学校管理業務
・小学校施設と教育環境の整備及び管理運
営 4,712万円 5,825万円 8,776万円

13 小学校教育振興事業

・各種教材の導入及び維持管理
・特別支援学級等に就学する児童の世帯へ
の経済的負担の軽減
・ことばの教室の設置及び運営

1,120万円 1,085万円 1,085万円

14 小学校就学援助事業
・経済的理由のため就学困難な児童の保護
者に対し就学援助費を支給 1,042万円 1,042万円 1,042万円

15 小学校情報化教育推進事業
・児童に対するコンピュータ教育の充実
・コンピュータ機器導入及び維持管理 950万円 950万円 950万円

16 中学校管理業務
・中学校施設と教育環境の整備及び管理運
営 3,096万円 3,890万円 5,538万円

17 中学校教育振興事業

・各種教材の導入及び維持管理
・特別支援学級等に就学する生徒の世帯へ
の経済的負担の軽減
・遠距離通学に係る通学費の補助

777万円 412万円 412万円

18 中学校就学援助事業
・経済的理由のため就学困難な生徒の保護
者に対し就学援助費を支給 1,163万円 1,163万円 1,163万円

19 中学校情報化教育推進事業
・生徒に対するコンピュータ教育の充実
・コンピュータ機器導入及び維持管理 876万円 876万円 876万円

20 通学自動車運行事業
・スクールバスの運行
・スクールタクシーの運行 1,272万円 1,272万円 1,272万円

21 その他教育総務事務
・教育関連団体への負担金

1万円 1万円 1万円

22 学校保健及び各種検診事業

・小中学校児童生徒及び教職員の健診の実
施
・学校医、学校歯科医等による学校の保健
管理

548万円 548万円 548万円

23 体育振興事業
・スキー授業の実施経費の負担

114万円 114万円 114万円

学務課
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５　教育・文化　　基本目標：健やかで心豊かに学べるまち

24 学校給食事業
・学校給食の調理及び運搬
・学校給食センター施設の管理運営 1億1,396万円 8,303万円 8,303万円

学校給食
センター

25 学校プール管理運営業務
・学校プール施設の管理運営

894万円 894万円 894万円

26 学校林管理運営事務
・学校林の管理運営
・学校営繕及び設備購入の資金造成 2万円 2万円 2万円

③高等学校教育の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点
４４

(68P)
高等学校教育推進事業

・市内私立高校への運営費の助成
・市内私立高校に修学した生徒の保護者へ
の奨励金の交付
・芦別高校支援制度の検討
※芦別高校の間口確保と新たな学校づくりの支
援制度を検討する政策的かつ重要な取組のため
重点事業とします。

93万円 93万円 93万円 学務課

2 奨学金貸付事業
・高校生に対する奨学金の貸付

29万円 - - 学務課

④専門学校・大学による高等教育の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
専門学校・大学による
高等教育推進事業

・市内の私立大学及び専門学校への運営費
の助成
・市内の私立大学及び専門学校に修学した
学生の保護者への奨励金の交付
・市内の専修学校の学生に対する奨学金の
貸付

603万円 603万円 603万円

2 奨学金貸付事業
・大学生、短大生、高等専門学校生のうち
４年生と５年生及び専修学校生に対する奨
学金の貸付

1,356万円 1,356万円 1,356万円

3 奨学金管理事務
・奨学金の貸付と償還に関する事務

8万円 8万円 8万円

4 奨学金管理運営事務
・大学生、短大生、高等専門学校生のうち
４年生と５年生及び専修学校生に対して貸
付する奨学基金の管理運営

392万円 392万円 392万円

5 高等教育機関支援業務
・北日本自動車大学校、星槎大学及び星槎
国際高等学校の学生募集活動の実施 18万円 18万円 18万円 企画課

 スポーツ

①スポーツの振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 スポーツ推進委員事務
・体育指導委員の選考及び委嘱
・市主催スポーツ行事、事務等の協力 34万円 24万円 34万円

2 スポーツ教室開設事業

・親子スポーツチャレンジ教室、少年野球
教室、サッカー教室、ソフトテニス教室、
スノーボード教室等の実施

36万円 27万円 27万円

3 健康都市宣言等事業
・あるけあるけ運動、市民ミニバレー大
会、市民水泳記録会、市民パークゴルフ大
会等の開催

90万円 88万円 88万円

4 Ｂ＆Ｇ海洋センター事業
・各種スイミングクラブの実施
・Ｂ＆Ｇスポーツ北海道大会への選手派遣 141万円 114万円 114万円

5 各種体育団体助成事業
・体育協会及び加盟団体への助成
・スポーツ少年団対外競技出場に対する助
成

105万円 105万円 105万円

6 学校体育施設開放事業
・学校体育施設（体育館及びプール）の開
放 78万円 78万円 78万円

7
重点
４５

(69P)

各種社会体育施設管理運
営業務

・社会体育施設（勤労者体育センター、Ｂ
＆Ｇ海洋センター、上芦別球場及び青少年
会館）の管理運営
※勤労者体育センター等の改修及び耐震化を計
画的に進めるため重点事業とします。

2,301万円 4,233万円 7,567万円

8 総合運動公園維持管理業務

・なまこ山総合運動公園施設（体育館、陸
上競技場、野球場、パークゴルフ場、球技
場等）の管理運営

7,184万円 6,922万円 6,922万円

②スポーツ合宿の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1
重点
４６

(70P)
合宿振興事業

・全日本、実業団クラス合宿受入れ
・一般及び学生団体の合宿受入れ
・宿泊交流センターの管理運営
※合宿の里構想による交流人口の増加及び地域経
済の活性化を図る政策的かつ重要な取組のため重点
事業とします。

937万円 898万円 887万円 体育振興課

学務課

体育振興課

学務課
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５　教育・文化　　基本目標：健やかで心豊かに学べるまち

 国際交流

①国際交流の促進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成24年度 平成25年度 平成26年度 担当課

1 国際交流促進事業

・国際交流員の配置
・英会話講座等の開催
・姉妹都市との連絡調整及びジュニア使節
団の受入れ

395万円 385万円 395万円 企画課
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Ⅳ 重 点 事 業 
 

 

 第５次総合計画では、社会経済情勢に柔軟に対応できるよう、その時代に必要な事業

選定と集中的な予算の投入による選択と集中の観点及び同計画に掲げる「成果指標」の

観点により、重点的に取り組む事業（重点事業）を設定しています。 

 

 

重点事業の選定にあたっての考え方 

 実施計画は、総合計画の基本計画に掲げる分野ごとの「重点目標」を達成するために

必要なものであると捉え、当該重点目標を達成する手段として、「重点事業」を掲げるも

のです（※重点目標を「目的」とし、重点事業をその「手段」として捉えるものです。）。 

 

 

重点事業の選定基準 

 重点事業の選定にあたっては、次の３つの視点により、重点事業を選定しています。 

 

① 重点目標を達成するために、特に推進すべき事業 

② 地域課題の解決に向けて、特に推進すべき事業 

③ 地域の振興及び地域経済の活性化のために、特に推進すべき事業 

 

 なお、重点事業の選定にあたっては、平成２４年度に実施する事業にとらわれること

なく、平成２５年度又は平成２６年度に実施する予定の事業を含めて、次の表に掲げる

「４６」の事業を重点事業として選定するものです。 
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重点事業一覧（４６事業） 
 

重点事業の名称 
総合計画の体系 

重点目標 ページ 
大区分 中区分

１ 市民参加と協
働の推進 

自治体運営 

市民参加と
協働 

 情報を共有し、だれもが参加する協働のまち
づくり ２４ 

２ 旧緑ヶ丘小学
校跡地利活用の
推進 行財政運営 健全で効率的な行政運営と自立した自治体経

営を確立するまちづくり 

２５ 

３ 財政健全化の
取組の推進 ２６ 

４ 道路整備事業 
 

生活・環境

都市基盤  便利で快適に暮らせるまちづくり 

２７ 

５ 生活交通確保
対策事業 ２９ 

６ 情報通信基盤
整備事業 ３０ 

７ 地球温暖化・省
エネルギー対策
推進事業 

生活環境  自然をいたわり環境にやさしいまちづくり 

３１ 

８ 新エネルギー
利活用事業 ３２ 

９ ごみの減量化
とリサイクル推
進事業 

３３ 

10 霊園整備事業 
 ３４ 

11 し尿処理事業 
 ３５ 

12 改良住宅移転
集約事業 ３６ 

13 公営住宅建設
事業 ３７ 

14 移住者の誘致
推進 ３８ 

15 定住促進事業 
 ３９ 

16 簡易水道統合
整備事業 ４０ 

17 緑化推進事業 
 ４１ 

18 消防用車両等
整備事業 

安全・安心
な生活  安全・安心に暮らせるまちづくり 

４２ 

19 消防救急無線
デジタル化整備
事業 

４３ 

20 公共施設耐震
化整備事業 ４４ 

21 防災対策の推
進 ４５ 

22 河川整備事業 
 ４６ 

23 除排雪対策事
業 ４７ 

24 防犯灯次世代
型照明化事業 ４８ 
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重点事業の名称 
総合計画の体系 

重点目標 ページ 
大区分 中区分 

25 中山間地域等
直接支払事業 

産業・経済

農林業  地域資源を生かした魅力ある農林業のまちづ
くり 

４９ 

26 農業振興対策
事業 

５０ 

27 有害鳥獣駆除
対策の推進 

５１ 

28 森林環境保全
整備事業 

５２ 

29 住宅改修促進
事業 

商工鉱業  活力がみなぎる商工鉱業のまちづくり ５３ 

30 緊急雇用創出
推進事業 

雇用・ 
労働環境  定住化を促す雇用環境の充実したまちづくり ５４ 

31 観光イベント推
進事業 

観光  訪れてみたいと感じる魅力ある観光のまちづ
くり 

５５ 

32 観光振興事業 
 ５６ 

33 道の駅を拠点
とした「にぎわ
い」創出事業 

５７ 

34 健民センター
整備事業 

５８ 

35 生活習慣病予
防対策事業 

保健・ 
医療・福祉

保健・医療
 健康な暮らしを支える保健・医療の充実した
まちづくり 

５９ 

36 感染症予防対
策事業 

６０ 

37 食育の推進 
 

６１ 

38 医師・看護師確
保対策事業 

６２ 

39 門口除雪事業 
 

福祉  健やかでぬくもりのある福祉のまちづくり 
６３ 

40 児童福祉の充
実 

６４ 

41 学習活動情報
提供事業 

教育・文化

生涯学習  生涯にわたって学習と活動ができるまちづく
り 

６５ 

42 市史編さん事
業 

６６ 

43 小中学校教育
の充実 

学校教育  地域に根ざした学校教育を進めるまちづくり 
６７ 

44 芦別高校支援
事業 

６８ 

45 体育施設整備
事業 

スポーツ 気軽にスポーツに親しめるまちづくり 
６９ 

46 合宿振興事業 
 

７０ 

  



 

主な取組内容（平成24年度～平成26年度）

主な事業内容
　まちづくり基本条例に基づき、市民がまちづくりに参加するために必要な情報をわかりやす
く適正に、かつ適切な手段で提供するとともに、各種審議会等への委員の公募、計画等の策定
に係る意見の公募をはじめ、広く市民が意見を述べることができる環境づくりとまちづくり懇
談会、市長への電子メール・手紙・ファクシミリ、一日特別職等の実施により、市民要望や意
見を的確に把握することで、今後のまちづくりに活用し、開かれた市政の推進に努め、市民一
人ひとりがまちづくりの主体となって、地方分権の時代に対応した、地域のことは地域で決定
する自主・自立のまちづくりを推進します。

「男女共同参画推進協議会による一日特別職等」

重点事業１

総合計画の体系 １自治体運営  参加と協働 ①情報共有・市民参加と協働の促進

市民参加と協働の推進
＜企画課まちづくり推進係・企画課秘書係　担当＞

これらの取組を毎年度継続して行ないます。

　審議会等の委員公募の実施
　意見の公募（パブリックコメント）の実施
　まちづくり懇談会、市民説明会等の開催
　市長への電子メール・手紙・ファクシミリ、意見箱
　男女共同参画推進協議会による一日特別職等
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主な事業内容
　旧緑ヶ丘小学校の跡地は、位置、面積や周辺環境など良好な立地条件にあることから、本市
の振興発展に資するため有効活用する必要があり、市民・市議会などの意見を踏まえながら、
跡地の利活用を検討します。

重点事業２

総合計画の体系 １自治体運営  行財政運営 ①行政運営の充実

旧緑ヶ丘小学校跡地利活用の推進
＜企画課まちづくり推進係　担当＞

「旧緑ヶ丘小学校除却後」

■　跡地の概要
　○敷地面積／１８，８６９㎡
　○用途地域／第２種中高層住宅
　　　　　　　専用地域
（建てることができる施設：
　　①住宅、共同住宅、兼用住宅
　　②１，５００㎡以下並びに２階
　　　建て以下の店舗、事務所等
　　③幼稚園、学校、図書館等
　　④病院、公衆浴場、診療所、
　　　保育所等
　　⑤老人ホーム、老人福祉セン
　　　ター、児童厚生施設等）

「旧緑ヶ丘小学校除却前」

スケジュール

取組の時期
平成24年度
利活用の検討

平成25年度
整備計画の策定

平成26年度
整備事業の着手

平成27年度以降

旧緑ヶ丘小学校跡地
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平成２４年度

スケジュール
財政健全化の

健全化計画の推進

目標・手段の検討

取組の時期
平成２７年度以降平成２６年度平成２５年度

財政健全化の目標達成に向けた取組の推進

　健全化計画の進行管理
　健全化法に基づく各指標の公表
　事務事業の改善

主な取組内容

主な事業内容

　将来に向けてのまちづくりや行政サービスの提供が安定的に続けられるよう持続可能な行財
政運営を確立するため、平成２０年度から平成２４年度までの５年間において、芦別市財政健
全化計画に基づいた行財政改革を行い財政の健全化を図ります。
　なお、取組に当たっては、①過去分析による改革及び行財政運営の抜本的見直し ②収支均
衡型財政構造の確立 ③市民との協働 の３項目を基本姿勢として取組を進めます。
　また、健全化の実施結果については、「まちづくり懇談会」において報告します。

重点事業３

総合計画の体系 １自治体運営  行財政運営 ②財政運営の充実

財政健全化の取組の推進
＜財政課財政係　担当＞

「芦別市財政健全化計画」
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主な事業内容
　「環境にやさしく、快適で安心に暮らせるまち」という基本目標に向けて道路環境の整備は重
要であり、生活に欠かせない道路の安全を確保するため、道路パトロール等による危険箇所の早
期発見など道路状況の把握に努めながら、道路整備を計画的に進めます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「上芦別かりがね７号線」 「北２条線」

重点事業４

総合計画の体系 ２生活・環境  都市基盤 ②交通網の充実

道路整備事業
＜都市建設課土木係　担当＞

主な経費

24

道路改良事業 上芦別かりがね７番線ほか５路線 8,030万円 市の負担額 1億3,560万円

排水整備事業 上芦別３８線 1,250万円 【うち市債(借金)】

1億3,560万円

(7,200万円)

道路維持事業 区画線・土木維持・舗装補修 4,280万円

(6,720万円)

平成24年度総事業費

25

道路改良事業 芦別霊園線ほか４路線 7,490万円 市の負担額 1億2,080万円

道路維持事業 区画線・舗装補修 4,590万円 【うち市債(借金)】

1億2,080万円平成25年度総事業費

26

道路改良事業 芦別霊園線ほか４路線 7,980万円 市の負担額

道路維持事業 区画線・舗装補修 5,775万円 【うち市債(借金)】

1億3,755万円平成26年度総事業費

1億3,755万円

(7,170万円)
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平成２４年度 道路改良等事業位置図

上芦別かりがね７番線道路改良工事

L=  147m W=6.9m

北２条線道路改良工事

L=  122.00 m W=6.9～7.5m

北１条東２丁目１１線道路改良工事

L=   165.00m W=7.6m

上芦別あかね３号線道路改良工事

L=  114.00m W=6.9m

すみれ２線道路改良工事

L=   155.00m W=6.9m

北２条東２丁目２２線道路改良工事

L=  45m W=6.9m
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主な経費

平成26年度総事業費

主な事業内容
　生活交通路線を確保することは、通勤・通学・買物・通院など市民の足と直結する問題であ
り、安心して便利で快適な生活を送るうえで非常に重要な問題であることから、「芦別市地域
公共交通会議条例」に基づき、現行の生活交通路線をどのように維持していくのか、また、ど
のような交通手段が必要なのかを検討し、将来の芦別市にふさわしい交通体系を整備していく
ことにより、快適な生活環境の維持を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業５

総合計画の体系 ２生活・環境  都市基盤 ③交通体系の充実

生活交通確保対策事業
＜市民課生活交通係　担当＞

「市内路線バス（キラキラバス）」

24

地域公共交通会議 44万円 市の負担額 44万円

44万円

25

地域公共交通会議 26万円 市の負担額 26万円

26万円

平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

26

地域公共交通会議 26万円 市の負担額 26万円

26万円
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■　北芦別デジタルテレビ中継局

平成24年度総事業費

主な事業内容
　地上デジタル放送完全移行に伴う新たな難視聴地域を解消するため、新城町・黄金町方面の
情報通信基盤整備を行います。

年度 取組内容

【うち市債（借金）】 (1,500万円)

24

整備事業 1,500万円

4,500万円

重点事業６

総合計画の体系 ２生活・環境  都市基盤 ④通信情報化の推進

情報通信基盤整備事業
＜総務課庶務係　担当＞

事業費 事業の財源

主な経費

北芦別デジタルテレビ中継局 4,500万円 国の負担額 3,000万円

市の負担額
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＜政策推進課政策推進係・生涯学習課生涯学習係・総務課庶務係　担当＞

平成26年度総事業費

主な事業内容
　本市は、各公共施設におけるエネルギー使用量の合計が一定以上の値であることから、省エ
ネ法に基づく「特定事業者」の指定を受け、市総合庁舎をはじめとする各公共施設のエネル
ギー使用量の削減を求められているため、対象となっている灯油・電気・Ａ重油及びＬＰＧの
エネルギー使用量の削減のため、日常的な取組とあわせて、順次、省エネに配慮した設備の更
新等を行い、省エネルギーの推進を図るとともに平成２２年１１月に策定した「地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）」に基づき、省エネ法の取組と連携した二酸化炭素排出量の削減を
図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業７

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ①自然環境の保全

地球温暖化・省エネルギー対策推進事業

低公害車導入事業 227万円

24

講習会・事例発表会への

次世代型照明導入事業 市総合庁舎・青年センター 1,085万円

地球温暖化・省エネ対策推進
事業

平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

25

講習会・事例発表会への 6万円 市の負担額

341万円

低公害車導入事業 215万円

低公害車導入事業 241万円

市総合庁舎 120万円

120万円市総合庁舎

主な経費

341万円

参加、先進地調査等

次世代型照明導入事業

1,318万円

6万円 市の負担額 1,318万円

参加、先進地調査等

「市総合庁舎」

26

講習会・事例発表会への 6万円 市の負担額 367万円

参加、先進地調査等

367万円

次世代型照明導入事業

地球温暖化・省エネ対策推進
事業

地球温暖化・省エネ対策推進
事業
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「木質バイオマス有効利用事業」 「廃食油有効利用事業」

主な事業内容
　環境基本条例及び環境基本計画に基づき、本市の豊かな自然環境を活用した新エネルギーの
有効利用を行うため、平成２１年度に新エネルギービジョンを策定し、７つの重点プロジェク
トの抽出を行いました。
　このうち、特に有望と判断される木質バイオマス及び廃食油の有効利用について、平成２２
年度に国の「緑の分権改革」推進事業を活用して、それぞれの利用可能量調査及び事業展開の
ための実証調査を実施したことを踏まえ、今後事業化に向けさらに検討を進めます。

年度

先進地調査業務

基本設計事業

主な経費
取組内容 事業費 事業の財源

市の負担額 2,648万円

24

木質チップボイラー導入整備事業 2,648万円

2,648万円平成24年度総事業費

管理用道路新設事業

重点事業８

総合計画の体系 ２生活・環境 (２)生活環境 ①自然環境の保全

新エネルギー利活用事業
＜政策推進課政策推進係　担当＞

25

市の負担額

2億5,260万円

実施設計事業

木質チップボイラー設置事業木質チップボイラー導入整備事業 2億5,260万円 道の負担額

平成25年度総事業費

取組の時期

スケジュール

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度以降

1億2,630万円

1億2,630万円管理用道路舗装事業

廃食油有効利用による事業化の検討 予算を要しない
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重点事業９

ごみの減量化とリサイクル推進事業
＜市民課環境衛生係　担当＞

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ①自然環境の保全

主な事業内容
　Recycle(リサイクル・再生利用）、Reuse(リユース・再使用）、Reduce(リデュース・発生抑制）、
これら３つのＲから始まるキーワードを合わせて、３Ｒ(スリーアール)と呼びます。３Ｒに取組むことに
よりごみの減量や資源を有効利用することに役立ちます。本市においては、４分別１０種類によるごみ
の分別の実施のうち、資源ごみ（缶ほか６種類）及び生ごみがリサイクルされることにより、ごみの減
量化が図られ、ごみ処理センターへの埋立量が減少し、施設の延命効果が現れていることから、資源ご
みについては、資源ごみ保管施設の適正な維持管理の実行及び空き缶等資源ごみ処理機械の計画的な更
新を行います。また、生ごみについては、中空知衛生施設組合（リサイクリーン）へ搬入して広域共同
処理を継続し、ごみの減量化と資源の有効活用を図ります。
　さらに、マイバック運動の普及啓発によるレジ袋の削減に努めるとともに、古着の拠点回収を行い繊
維類のリサイクルにも努めます。

※資源ごみ保管施設の概要
■空き缶処理施設（Ｈ7.12～）
　空き缶自動選別プレス機
■ペットボトル・紙パック処理施設（Ｈ10.10～）
　ペットボトル減容機・フォークリフト
■プラスチック製容器包装・紙製容器包装
　処理施設（Ｈ12.12～）
　プラスチック製容器包装減容機（1号機・2号機）
■空きびんストックヤード（Ｈ12.12～）
　色選別方式

主な経費
年度 取組内容 事業費 事業の財源

生ごみの広域共同処理事業 中空知衛生施設組合負担金 6,874万円

24

資源ごみ保管施設機器更新事業 プラスチック製容器包装 157万円 市の負担額 7,210万円

減容機賃料（2号機）

古着の回収・リサイクル事業 予算を要しない

ごみ減量化推進事業 廃棄物減量等推進会議の開催等 13万円

ごみ処理基本計画策定事業 本市区域内におけるごみ 166万円

処理に関する計画の策定

市の負担額 7,906万円

生ごみの広域共同処理事業 中空知衛生施設組合負担金 6,874万円

平成24年度総事業費 7,210万円

資源ごみ保管施設機器更新事業 空き缶自動選別プレス機更新 1,019万円

平成26年度総事業費 7,286万円

ごみ減量化推進事業 廃棄物減量等推進会議の開催等 13万円

古着の回収・リサイクル事業 予算を要しない

平成25年度総事業費 7,906万円

25

古着の回収・リサイクル事業 予算を要しない

7,286万円

減容機更新（1号機）

26

資源ごみ保管施設機器更新事業 プラスチック製容器包装 399万円 市の負担額

生ごみの広域共同処理事業 中空知衛生施設組合負担金 6,874万円

ごみ減量化推進事業 廃棄物減量等推進会議の開催等 13万円
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1,810万円

平成２５年度

取組の時期
平成２７年度以降平成２６年度

24

桜ヶ丘霊園整備事業 実施設計・整備工事

主な事業内容
　寄附を受けた桜ヶ丘霊園北側の土地について、地質調査を実施した結果、墓地用地として適地で
あることは明らかになったことから、桜ヶ丘霊園内に新規区画を計画的に造成し、市民の需要に応
えていきます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

■墓地区画数
　　桜ヶ丘霊園　1,942区画
　　芦別墓地　　1,987区画
　　新城墓地　　   368区画
　　常磐墓地      1,720区画
　　野花南墓地      450区画
　　滝里墓地　      200区画

主な経費

重点事業１０

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ②環境衛生の充実

霊園整備事業
＜市民課環境衛生係　担当＞

平成24年度総事業費

基金（貯金）の取り崩し 1,810万円1,810万円

※市民の需要に応じて新規区画を造成します。
スケジュール

平成２４年度

実施設計業務委託
基盤整備工事
休憩所設置工事
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重点事業１１

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ②環境衛生の充実

し尿処理事業

合併処理浄化槽設置補助事業 ２０基 1,700万円

主な事業内容
　西芦別町、頼城町、野花南町、新城町などについては公共下水道事業の計画区域外になって
おり、環境衛生の向上や水質保全が課題となっている。このため、環境省所管国庫補助事業の
「浄化漕設置整備事業（個人設置型）」に着手し、計画的に合併処理浄化槽の普及に努める必
要があります。
　し尿等の石狩川流域下水道奈井江浄化センターでの共同処理（※平成２６年度末までに奈井
江浄化センターに、新たにし尿投入施設を建設し、平成２７年度から下水道投入により６市６
町（芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、美唄市、奈井江町、新十津川町、上砂川
町、浦臼町、月形町、雨竜町）による共同処理を行う。）に参画し、し尿等の処理に係る経費
の削減に努めます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

「合併処理浄化槽イメージ図」

国の負担額 234万円

市の負担額

＜市民課環境衛生係　担当＞

【うち市債（借金）】 (1,360万円)

24

1,466万円

1,700万円

1,938万円

1,713万円

【うち市債（借金）】 (1,360万円)

市の負担額

(1,360万円)【うち市債（借金）】

市の負担額

2,172万円

平成24年度総事業費

25

合併処理浄化槽設置補助事業 ２０基 1,700万円

し尿共同処理事業負担金 基本設計分 472万円

平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

国の負担額 234万円

国の負担額 234万円

26

合併処理浄化槽設置補助事業 ２０基 1,700万円

し尿共同処理事業負担金 実施設計分 247万円

1,947万円
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移転集約着手

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度以降

主な取組内容
　全入居者、町内会代表者等への説明会の開催
　次年度集約対象団地入居者への事前説明会の開催
　対象となる団地の集約着手

重点事業１２

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

改良住宅移転集約事業
＜都市建設課住宅係　担当＞

主な事業内容
　西芦別及び頼城地区の改良住宅の入居率は、年々低く推移し、とりわけ入居者のいない棟や
１又は２世帯しか入居していない棟が増加しており、居住者間における除雪等の相互扶助や地
域コミュニティが衰退している状況にあることから、地域の居住環境と入居者の利便性の向上
を図るとともに、今後の適切な改良住宅の維持管理を行っていくため、改良住宅の再編（移転
集約）事業を計画的に推進していきます。

昭和４９年築頼城団
地１２棟５２戸

昭和５０年築西芦別
団地１２棟４８戸

昭和５１年築西芦別
団地１３棟５２戸

「頼城団地」

説明会の開催

取組の時期

スケジュール
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1億2,035万円

敷地造成・外溝工事 【うち市債(借金)】 （1億1,590万円）

主な事業内容
　老朽化した「さつき団地」の現地建替事業を実施し、住環境の整備充実を図ります。
　また、住み替えを終了した「さつき団地」の空き住宅の除却を行います。
（※これらの事業は、国の社会資本整備総合交付金の対象となるため、国の補助を利用して実
施します。）

年度 取組内容

9,563万円

1億3,287万円

住宅除却　５棟２０戸 市の負担額 1億6,683万円

国の負担額

2億9,970万円

実施設計・工事監理

主な経費

重点事業１３

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

公営住宅建設事業
＜都市建設課住宅係　担当＞

25

さつき団地建替事業 住宅建設　２棟１１戸 2億1,598万円 国の負担額

住宅除却　２棟１２戸 市の負担額

2億1,598万円

実施設計・工事監理

平成25年度総事業費

平成24年度総事業費

26

さつき団地建替事業 住宅建設　１棟５戸 9,406万円 国の負担額

敷地造成・外溝工事 市の負担額

9,406万円

5,263万円

工事監理 【うち市債(借金)】 （5,060万円）

4,143万円

平成26年度総事業費

事業の財源

（1億6,070万円）

建替移転料　２０件

敷地造成・外溝工事 【うち市債(借金)】

さつき団地建替事業

「さつき団地完成予想図」

建替移転料　１１件

事業費

24

住宅建設　３棟１４戸 2億9,970万円
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「北海道暮らし・フェア」

空き家・空き地情報バンク事業 予算を要しない

移住ＰＲ事業 旅費等 42万円

132万円平成24年度総事業費

空き家・空き地情報バンク事業 予算を要しない

重点事業１４

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

移住者の誘致推進

65万円

主な事業内容
　本市を移住候補地としてもらうため、「お試し移住体験ハウス」による短期移住体験事業を
展開するとともに、移住ガイドブックやホームページ、首都圏における「北海道暮らし・フェ
ア」等で積極的に情報発信し、関係機関団体や市内企業等との連携のほか、「芦別市空き家・
空き地情報バンク」制度を展開して移住者の誘致を図ります。
　また、本市のおかれた環境や地域資源と移住希望者のニーズとどの様な共通点を見出せるか
研究するとともに、地域に必要とされる人材確保の観点を持って狙いを絞った移住者の誘致施
策を検討します。

年度 取組内容

25

お試し移住体験事業 光熱水費等 23万円 市の負担額

65万円平成25年度総事業費

26

お試し移住体験事業 光熱水費等 23万円 市の負担額

移住ＰＲ事業 旅費等 42万円

65万円

空き家・空き地情報バンク事業 予算を要しない

65万円

平成26年度総事業費

事業の財源

132万円

移住ＰＲ事業 旅費、ガイドブック作成等 109万円

市の負担額お試し移住体験事業

＜企画課まちづくり推進係　担当＞

事業費

24

光熱水費等

「移住・定住ガイドブック」

主な経費

23万円
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＜企画課まちづくり推進係・市民課市民年金係・財政課契約管財係　担当＞

事業費

24

新築６件、中古４５件 2,977万円

事業の財源

5,148万円

人生の節目祝品事業 結婚６０組、出産７０人 1,302万円 【うち市債（借金）】 (2,200万円)

市の負担額持ち家取得奨励金事業

主な経費

基金（貯金）の取り崩し

4,132万円

4,132万円平成25年度総事業費

(1,660万円)

147万円

26

持ち家取得奨励金事業 新築５件、中古４５件 2,830万円 市の負担額

人生の節目祝品事業 結婚６０組、出産７０人 1,302万円 【うち市債（借金）】

4,132万円平成26年度総事業費

(1,660万円)

重点事業１５

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

定住促進事業

4,132万円

198万円

主な事業内容
　「定住促進条例」に基づく「持ち家取得奨励事業」及び「人生の節目祝品贈呈事業」を推進
し、人生の一大事業である持ち家の取得を奨励するとともに、結婚及び出産した市民を市とし
て祝福することにより、市民の定住を促進して人口の流出の抑制を図り、地域の活性化に資す
るとともに、制度活用に向けた積極的なＰＲに努めます。
　また、旧医師住宅跡地を有効活用し、住宅環境の整備を図るため、更地の宅地３区画と、中
古住宅付き宅地３区画の計６区画を整備売却することにより、それぞれの住宅取得ニーズに対
応した定住を促進します。

年度 取組内容

25

持ち家取得奨励金事業 新築５件、中古４５件 2,830万円 市の負担額

　「マイホーム建設の促進に」　　　　　　　　　　　　「人生の節目に」

人生の節目祝品事業 結婚６０組、出産７０人 1,302万円 【うち市債（借金）】

5,493万円平成24年度総事業費

道路整備事業 病院企業会計負担額

宅地分譲地造成事業 旧医師住宅除却事業 1,214万円
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　　・着水井　 １池

　　・混和池 　１池

　　・沈殿池　 ２池

　　・ろ過池　 ８池

　　・浄水池　 １池

　■取水施設

　　・取水ポンプ　３台

　　・送水ポンプ　５台

　■送水施設

4,300万円

主な事業内容

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業１６

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ④水道施設の充実

簡易水道統合整備事業
＜上下水道課業務係・施設係　担当＞

・芦別市浄水場

主な経費

　上水道事業と簡易水道事業（新城町及び西芦別・頼城町等地区）は、これまで会計や施設を
区分してそれぞれ運営してきましたが、事業の効率化や経営基盤の強化等を目的に平成２５年
４月１日をもって簡易水道事業を上水道事業に統合します。
　新城町簡易水道事業は、上水道事業に会計統合する一方、西芦別地区簡易水道事業は会計統
合に加え配水管接続による施設統合を行うことから、運営経費の合理化や受益者負担の適正化
が図られ水道事業の健全経営による市民生活の安定が図られます。

　■施設能力　10,000 /日

　■浄水施設

24

【うち市債（借金）】 (4,040万円)

7,340万円

【うち市債（借金）】 (6,890万円)

－平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

25

西芦別地区との配水管接続 調査・測量・実施設計 450万円 国の補助額 2,150万円

配水管接続 6,000万円 市の負担額

6,450万円

平成26年度総事業費

26

西芦別地区との配水管接続 増圧ポンプ所新設 1億1,000万円 国の補助額 3,660万円

市の負担額

1億1,000万円
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総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ⑥公園緑化の充実

主な事業内容
　「環境にやさしく快適で安心して暮らせるまち」の将来像に向けて、「花いっぱい運動」に
より道路の植樹桝や公共施設の花壇等の景観整備を今後も町内会など各種団体の協力によって
事業展開するほか、「花と木・緑化推進事業」により観光スポットを花と木がみちあふれる、
緑豊かな環境とし市民や来訪者に楽しんでもらえるよう緑化によるまちづくりを進めます。

重点事業１７

緑化推進事業
＜都市建設課土木係　担当＞

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「花と木・緑化推進事業」「花いっぱい運動」

(500万円)

24

花いっぱい運動推進事業 植樹桝等の花の植栽 390万円 市の負担額 617万円

花と木・緑化推進事業 花や樹木の植栽 227万円 【うち市債（借金）】

617万円

(500万円)

平成24年度総事業費

25

花いっぱい運動推進事業 植樹桝等の花の植栽 400万円 市の負担額 697万円

花と木・緑化推進事業 花や樹木の植栽 297万円 【うち市債（借金）】

697万円

(500万円)

平成25年度総事業費

主な経費

平成26年度総事業費

25

花いっぱい運動推進事業 植樹桝等の花の植栽 410万円 市の負担額 707万円

花と木・緑化推進事業 花や樹木の植栽 297万円 【うち市債（借金）】

707万円
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平成26年度総事業費

主な事業内容
　近年の災害態様は、火災、地震及び風水害等、多種多様化する傾向にあり、これらの災害か
ら市民の生命、身体及び財産を保護する重要性も高まっていることから、市民の安全、安心な
暮らしを確保するとともに、被害を 小限に抑制するため、消防用車両を始めとする消防防災
施設等の計画的な整備、更新を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

(5,020万円)

24

水槽付消防ポンプ自動車更新事業 署２号車 5,030万円 市の負担額 5,030万円

（圧縮空気泡消火装置付） 【うち市債(借金)】

「水槽付き消防ポンプ自動車」

重点事業１８

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ①消防・防災対策

消防用車両等整備事業
＜警防第１課管理係　担当＞

「消防ポンプ自動車」

主な経費

(2,900万円)

(600万円)

5,030万円平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

25

消防ポンプ自動車更新事業 第４分団車 2,339万円 市の負担額 2,948万円

指令車更新事業 609万円 【うち市債(借金)】

2,948万円

26

広報車更新事業 609万円 市の負担額 609万円

【うち市債(借金)】

609万円

- 42 -



 

26

消防救急無線デジタル化事業 デジタル化導入整備 5億1,764万円 国の負担額 8,000万円

市の負担額

5億1,764万円

25

消防救急無線デジタル化事業 実施設計 1,279万円 市の負担額 1,279万円

【うち市債(借金)】

1,279万円

(1,270万円)

4億3,764万円

【うち市債(借金)】 (4億3,760万円)

平成25年度総事業費

1,000万円平成24年度総事業費

重点事業１９

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ①消防・防災対策

消防救急無線デジタル化整備事業
＜警防第１課管理係　担当＞

主な経費

「通信指令室」

平成26年度総事業費

主な事業内容
　近年の災害態様は、火災、地震及び風水害等、多種多様化する傾向にあり、これらの災害か
ら市民の生命、身体及び財産を保護する重要性も高まっていることから、市民の安全、安心な
暮らしを確保するとともに、被害を 小限に抑制するため、消防防災施設等の計画的な整備、
更新が必要です。
　現在、使用している消防救急アナログ無線は、平成28年5月30日までにデジタル化しなけ
ればならないことから、消防救急無線、サイレン及び通信指令装置等、関係設備を更新し、災
害から生じる被害に迅速に対応できるよう消防救急無線デジタル化に向けた整備を行います。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

24

消防救急無線デジタル化事業 基本設計 1,000万円 市の負担額 1,000万円
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■　耐震化が必要な公共施設

　①　市総合庁舎

　②　福祉センター・デイサービスセンター

　③　市民会館・青年センター

　④　勤労者体育センター

重点事業２０

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ①消防・防災対策

公共施設耐震化整備事業

耐震化診断事業 市総合庁舎 998万円

主な事業内容
　市民が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進するため、災害が発生しても芦別市の指令塔
が機能するよう災害対策本部である市役所総合庁舎及び市民の救助活動の拠点となる消防庁舎
並びに避難所となる総合福祉センター、市民会館などの耐震化改修を計画的に実施します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

＜総務課庶務係・福祉課福祉係・生涯学習課生涯学習係・体育振興課体育振興係　担当＞

24

(440万円)

1,492万円

耐震化実施設計事業 福祉センター・デイサービスセンター 494万円

福祉センター・デイサービスセンター 【うち市債（借金）】

勤労者体育センター

(3,070万円)

(1億1,780万円)【うち市債（借金）】

【うち市債（借金）】

25

耐震化診断事業 市民会館・青年センター 1,082万円

市総合庁舎（エレベーター含む） 1,534万円

耐震化整備事業 福祉センター・デイサービスセンター 2,800万円

勤労者体育センター

5,416万円平成25年度総事業費

勤労者体育館センター
耐震化整備事業

平成26年度総事業費

市の負担額 5,416万円

市の負担額 2億1,123万円

市の負担額 1,492万円

平成24年度総事業費

26

耐震化実施設計事業 市民会館・青年センター 1,092万円

市総合庁舎（エレベーター含む） 20,031万円

2億1,123万円

耐震化実施設計事業
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26

防災用備蓄物資整備事業 34万円 道の負担額 17万円

防災用資機材整備事業 121万円 市の負担額

155万円

138万円

166万円

25

防災用備蓄物資整備事業 44万円 道の負担額 22万円

防災用資機材整備事業 122万円 市の負担額

平成25年度総事業費

713万円

144万円

平成24年度総事業費

638万円122万円 市の負担額

「防災訓練（救護訓練）の様子」 「防災用備蓄物資の整備」

＜総務課庶務係・警防第１課警防係　担当＞

平成26年度総事業費

重点事業２１

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ①消防・防災対策

防災対策の推進

地域防災計画更新事業 350万円 【うち市債(借金)】 (300万円)

24

防災用備蓄物資整備事業 241万円 道の負担額 75万円

防災用資機材整備事業

主な事業内容
　想定外の被害をもたらした東日本大震災の教訓を生かし、防災訓練の充実を図るとともに、
いざという時の備えである生活必需品等、災害時の備蓄物資及び防災資機材を計画的に整備し
ます。

年度 取組内容 事業費

主な経費
事業の財源
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重点事業２２

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ②治山・治水・河川整備

河川整備事業

河川整備事業 黄金二股川護岸整備 1,040万円

主な事業内容
　近年の集中豪雨により河川が増水し、農地や耕作道路が洗堀される被害が発生している。
　このような豪雨被害を少しでも軽減するため、河川の護岸整備により増水による先堀防止
や、増水を抑制するため一定程度の河川断面を確保する必要があることから、河川を整備して
河川の増水による農地や耕作道路の被害を軽減することで、農地を保全し安定した農業経営と
農業の振興を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

「 黄金二股川 」

市の負担額 1,040万円

【うち市債(借金)】

＜都市建設課土木係　担当＞

24

(930万円)

1,040万円

(930万円)

(1,000万円)【うち市債(借金)】

【うち市債(借金)】

1,040万円

平成24年度総事業費

25

河川整備事業 黄金二股川護岸整備 1,040万円

平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

市の負担額 1,040万円

市の負担額 1,120万円

26

河川整備事業 黄金二股川護岸整備 1,120万円

1,120万円
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主な経費

平成26年度総事業費

「計画的な更新が必要な市保有除排雪機械」

26

除排雪事業 除排雪業務委託 1億6,800万円 国の負担額 5,010万円

除雪機械整備事業 除雪ドーザ 1,940万円 市の負担額

1億8,740万円

25

除排雪事業 除排雪業務委託 1億6,800万円 国の負担額 4,770万円

除雪機械整備事業 除雪ドーザ 2,010万円 市の負担額

1億8,810万円

1億4,040万円

【うち市債(借金)】 (890万円)

1億3,730万円

【うち市債(借金)】 (610万円)

平成25年度総事業費

1億9,280万円

その他の財源【下取】 200万円

平成24年度総事業費

重点事業２３

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ③除排雪対策

除排雪対策事業
＜都市建設課土木係　担当＞

【うち市債(借金)】 (790万円)

24

「市内幹線道路の排雪状況」

主な事業内容
　冬期間、市民が安全・安心に生活できる道路環境維持のため、除排雪機械の更新を計画的に
行い、除排雪機械の整備を図ります。
　また、除排雪業務を全面委託で実施している芦別道路維持管理協同組合との連携強化を図
り、除排雪作業従事者の確保や育成、除排雪人員体制の強化と充実に努め、道路交通網の確保
と交通安全に配慮した除排雪事業を実施します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

除排雪事業 除排雪業務委託 1億6,780万円 国の負担額 5,120万円

除雪機械整備事業 除雪グレーダ 2,500万円 市の負担額 1億3,960万円
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主な経費

平成26年度総事業費

26

防犯灯修繕事業 次世代型照明取替 1,490万円 市の負担額 1,490万円

【うち市債(借金)】

1,490万円

25

防犯灯修繕事業 次世代型照明取替 1,490万円 市の負担額 1,490万円

【うち市債(借金)】

1,490万円

(1,490万円)

(1,490万円)

平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

1,490万円

重点事業２４

総合計画の体系 ２生活・環境  安全・安心な生活 ④交通安全・防犯対策

防犯灯次世代型照明化事業
＜市民課生活交通係　担当＞

(1,490万円)

主な事業内容
　「犯罪のない明るく住みよい都市推進条例」の理念に基づく、犯罪の防止や抑止による安
全・安心な地域社会づくりのための社会資本の整備として、防犯灯の計画的な整備（省エネ効
果が高い次世代型のＬＥＤ照明等に交換すること）を行います。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

24

防犯灯修繕事業 次世代型照明取替 1,490万円 市の負担額 1,490万円

【うち市債(借金)】
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26

中山間地域等直接支払事業 補助金 2億0,823万円

2億0,823万円平成26年度総事業費

平成25年度総事業費
国の負担額 1億0,420万円

道の負担額 5,201万円

市の負担額 5,202万円

市の負担額 5,202万円

25

中山間地域等直接支払事業 補助金 2億0,823万円

2億0,823万円

国の負担額 1億0,420万円

道の負担額 5,201万円

国の負担額 1億0,420万円

5,201万円

市の負担額 5,202万円

道の負担額

主な事業内容
　高齢化及び後継者不足の進行による耕作放棄地の増加等、多面的機能の低下が懸念されてい
る農業生産条件の不利な地域に対し、適正な農業生産活動等を実施し、耕作放棄地の防止及び
多面的機能の維持・発揮を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

■交付対象面積
　田(急傾斜)４９７ｈａ,(緩傾斜)１，１４７ｈａ
　畑(急傾斜)　　３ｈａ,(緩傾斜)  　２０４ｈａ
　草地(急傾斜)　２ｈａ,(緩傾斜)  　１４７ｈａ

■交付金額(1,000㎡当り単価)
　田(急傾斜)   21,000円,(緩傾斜)8,000円
　畑(急傾斜)   11,500円,(緩傾斜)3,500円
　草地(急傾斜)10,500円,(緩傾斜)3,000円

※農地の草刈、水路の清掃・草刈、農道の草刈及び
水路の整備等に使用されています。

主な経費

「中山間地域の農地」

24

中山間地域等直接支払事業 補助金 2億0,823万円

平成24年度総事業費 2億0,823万円

重点事業２５

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ①農業の振興

中山間地域等直接支払事業
＜農林課農政係　担当＞
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26

農業振興対策 生産調整円滑化の推進

25

農業振興対策 生産調整円滑化の推進

市の負担額

481万円平成26年度総事業費

消費者との交流による生産意欲の高揚

道の負担額

消費者との交流による生産意欲の高揚

道の負担額

都市との交流

農業技術の普及

481万円

295万円

481万円

都市との交流

186万円

186万円

農業技術の普及 市の負担額

平成25年度総事業費

道の負担額

295万円

481万円

都市との交流

平成24年度総事業費

24

1,805万円

1,805万円

消費者との交流による生産意欲の高揚

1,330万円

意欲ある経営体の機械施設整備

農業振興対策 生産調整円滑化の推進 国の負担額

186万円

農業技術の普及 市の負担額 289万円

主な事業内容
　本市の基幹産業である農業の振興に向けた重要な取組である次の事業を行います。
　・生産地としての情報発信及びＰＲ活動
　・地産地消及びグリーンツーリズムの推進
　・戸別所得補償制度推進事業
　・多様な経営体の育成・確保のための支援
　・農商工連携の促進

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「産業フェスティバル農業まつり」 「農業用機械等の導入支援」

主な経費

重点事業２６

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ①農業の振興

農業振興対策事業
＜農林課農政係　担当＞
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重点事業２７

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ②林業の振興

有害鳥獣駆除対策の推進

駆除対策事業 1,336万円

主な事業内容
　エゾシカやヒグマ等有害鳥獣による農作物被害及び森林被害が甚大となっていることから、
駆除頭数の増加を図るとともに、有害鳥獣の駆除期間を狩猟期間（１０月１日から）と一部重
複する１０月末日まで延長することで、加速する農業、林業への被害の防止を図ります。
　また、有害鳥獣被害防止対策の実施にあたってはハンターによる駆除が有効ですが、高齢化
等によりハンター人口が激減していることから、北海道猟友会芦別支部の協力を得てハンター
の育成を推進します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

市の負担額 1,336万円

「エゾシカ 」 「ヒグマ」

＜農林課林務係　担当＞

24

1,336万円

1,336万円

平成24年度総事業費

25

駆除対策事業 1,336万円

平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

市の負担額 1,336万円

市の負担額 1,336万円

26

駆除対策事業 1,336万円

1,336万円
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26

森林環境保全整備事業 人工造林  　   35ha 7,478万円 国の負担額 3,813万円

単層林下刈　  282ha 道の負担額

7,478万円

作業路造成　1,000m

451万円

市の負担額 451万円

1,271万円

複層林下刈　   23ha 市の負担額

複層林下刈　   23ha

除間伐　      113ha 分担金 1,943万円

1,271万円

25

森林環境保全整備事業 人工造林  　   35ha 7,478万円 国の負担額 3,813万円

単層林下刈　  282ha 道の負担額

7,478万円

作業路造成　1,000m

除間伐　      113ha 分担金 1,943万円

道の負担額

7,478万円

複層林下刈　   23ha

平成24年度総事業費

市の負担額 451万円

作業路造成　1,000m

重点事業２８

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ②林業の振興

森林環境保全整備事業
＜農林課林務係　担当＞

主な経費

平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

主な事業内容
　森林は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産物の供給等
の多面的機能を有しており、これらの機能を持続的に発揮していくため、人工造林・下刈り・
除間伐等を行い効率的・効果的に適切な整備を行い、森林環境の保全に努めます。
　また、本事業は、森林整備を行った森林所有者に対し、国と道が事業費の６８％を補助し、
残り３２％を森林所有者が負担する事業です。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「森林の整備」

1,271万円

除間伐　      113ha 分担金 1,943万円

24

森林環境保全整備事業 人工造林  　   35ha 7,478万円 国の負担額 3,813万円

単層林下刈　  282ha
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1,335万円

住宅改修助成 1,400万円 【うち市債(借金)】 (500万円)

主な事業内容
　快適な住環境の整備や市内建設産業の振興と雇用の安定を図ることを目的として、住宅の改
修工事・建築設備工事に係る１００万円以上の費用に対して２０万円の定額助成を継続して行
うほか、高齢者向け及び耐震化等の要件を満たした住宅の改修工事に対しても一定の助成を行
い、住宅の改修を促進します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「住宅改修（リフォーム）」

24

住宅改修事業費助成事業 高齢者等住宅改修助成 40万円 道の負担額 165万円

耐震改修住宅助成 60万円 市の負担額

重点事業２９

総合計画の体系 ３産業・経済  商工鉱業 ①商業の振興

住宅改修促進事業
＜商工観光課商工振興係　担当＞

1,500万円

1,335万円

住宅改修助成 1,400万円 【うち市債(借金)】 (500万円)

1,335万円

住宅改修助成 1,400万円 【うち市債(借金)】 (500万円)

平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

25

住宅改修事業費助成事業 高齢者等住宅改修助成 40万円 道の負担額 165万円

耐震改修住宅助成 60万円 市の負担額

1,500万円

主な経費

平成26年度総事業費

26

住宅改修事業費助成事業 高齢者等住宅改修助成 40万円 道の負担額 165万円

耐震改修住宅助成 60万円 市の負担額

1,500万円
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24

緊急雇用対策事業 878万円 道の負担額

重点事業３０

総合計画の体系 ３産業・経済  雇用・労働環境 ①雇用・労働環境の充実

緊急雇用創出推進事業
＜商工観光課商工振興係　担当＞

主な事業内容
　雇用情勢の悪化により失業を余儀なくされているかたが増加しているため、国の対策として
こうした失業者のために次の雇用までの短期の雇用・就業機会の創出事業を行うことを目的と
した交付金を都道府県に交付し、道が事業主体となり地域の実情に応じた雇用創出事業を実施
することになりました。
　市では、この事業を活用して東日本大震災等の影響により失業を余儀なくされた市民のかた
の雇用機会の創出を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

■観光産業飲食部門人材育成事業

　観光産業の飲食部門に係る企画・営業・
接客等全般に渡る研修を行い、業務責任者
を目指すスキルを身につけます。

878万円観光産業飲食部門人材育
成事業

878万円平成24年度総事業費
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「健夏まつり（健夏山笠）」

263万円

263万円

平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

26

健夏まつりの開催委託 516万円 市の負担額 1,043万円

キャンドルアートの開催補助 264万円 【うち市債(借金)】

1,043万円

(600万円)

映画学校の開催補助

25

健夏まつりの開催委託 516万円 市の負担額 1,043万円

キャンドルアートの開催補助 264万円 【うち市債(借金)】

1,043万円

(600万円)

映画学校の開催補助

24

健夏まつりの開催委託 516万円 市の負担額 1,043万円

キャンドルアートの開催補助 264万円 【うち市債(借金)】

1,043万円

平成26年度総事業費

主な事業内容
　健夏山笠、千人踊り、花火大会など多彩な行事が繰り広げられる「健夏まつり」、カナディ
アンワールド公園を舞台に、約７千本ものローソクの炎による巨大絵を描き出す「キャンドル
アート」、大林宣彦映画監督を校長先生として迎え、ふるさとをテーマにまちづくりを語り合
う「映画学校」のこれら３大イベントに対し、観光協会など実施団体への委託または助成を行
い、市民、企業、関係団体等の支援・協力のもとで、より個性的で魅力的な内容の充実を図
り、多くの観光客を呼び込むことにより、交流人口の増加に努めていきます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３１

総合計画の体系 ３産業・経済  観光 ①観光事業の振興

観光イベント推進事業
＜商工観光課観光振興係　担当＞

「キャンドルアート」 「映画学校」

(600万円)

映画学校の開催補助 263万円

主な経費
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主な事業内容
　本市出身のタレント「ようへい」さん、観光協会、観光関係団体等との連携を図りながら、
広く道内外に本市観光のＰＲを行い、観光客の誘客を図ります。また、市内外の観光案内看板
の整備を行うとともに、「あさひかわ観光誘致宣伝協議会」等関係団体と連携し、広域観光
ルートの形成を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

(600万円)

観光環境美化事業 41万円

24

観光振興・宣伝事業 847万円 市の負担額 1,171万円

観光振興団体事業運営業務 283万円 【うち市債(借金)】

重点事業３２

総合計画の体系 ３産業・経済  観光 ①観光事業の振興

観光振興事業
＜商工観光課観光振興係　担当＞

「観光パンフレット」

主な経費

観光環境美化事業 41万円

1,171万円平成24年度総事業費

25

観光振興・宣伝事業 847万円 市の負担額 1,171万円

観光振興団体事業運営業務 283万円 【うち市債(借金)】

1,171万円

(600万円)

平成25年度総事業費

(600万円)

観光環境美化事業 41万円

26

観光振興・宣伝事業 847万円 市の負担額 1,171万円

観光振興団体事業運営業務 283万円 【うち市債(借金)】

1,171万円平成26年度総事業費
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「観光物産センター」 「農産物等直売所」

「旭ヶ丘公園」 「健民センター」

24

平成24年度総事業費 81万円

道の駅を拠点とする「にぎわい」創出事業

主な経費
年度 取組内容 事業費 事業の財源

81万円

先進地調査 21万円

セミナーの開催 60万円 市の負担額

市民会議の設置 予算を要しない

取組の時期

スケジュール

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度以降

グランドデザインの策定

重点事業３３

総合計画の体系 ３産業・経済  観光 ②観光資源の有効活用

主な事業内容
　本市の玄関口である道の駅について、市民や観光客など様々な人々が世代を超えて集まり交
流するなど、個性的で魅力ある場として位置付けし、国道４５２号線沿いに点在する本市の代
表的な観光施設である旭ヶ丘公園や健民センターとの一体的な「にぎわい」の創出に向けたグ
ランドデザインを策定します。

＜政策推進課政策推進係　担当＞

道の駅を拠点とする「にぎわい」創出事業の推進
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1億2,630万円

管理用道路舗装事業 市の負担額

木質チップボイラー基本設計事業

平成24年度総事業費
2億5,260万円 道の負担額

25

木質チップボイラー設置事業

管理用道路新設事業

2億5,260万円平成25年度総事業費

1億2,630万円

24

外壁補修事業 6,671万円 市の負担額 6,671万円

外壁補修監理事業

6,671万円

木質チップボイラー実施設計事業

主な事業内容
　道の駅からカナディアンワールド公園までの（仮称）油谷観光ルート上にあり、本市を代表
する観光施設であるスターライトホテルなど健民センター施設の改修工事を行うなど、本市を
訪れる観光客に対し魅力のある観光資源の整備に努め、観光客（交流人口）の増加を図り、地
域活性化を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３４

総合計画の体系 ３産業・経済  観光 ①観光資源の有効活用

健民センター整備事業
＜商工観光課観光振興係　担当＞

「芦別温泉スターライトホテル」 「芦別温泉」 「星遊館」

主な経費

取組の時期

スケジュール

平成24年度
花木園移設の検討
観光農園整備の検討

平成25年度 平成26年度 平成27年度以降
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平成26年度総事業費

26

健康手帳の交付 4万円

道の負担額 63万円健康教育及び健康相談 ウォーキング教室等 98万円

市の負担額

健康管理システム 保守点検手数料 51万円

1,593万円

健康診査 骨粗しょう症、肝炎ウィルス等 158万円

健康づくり財団助成金 30万円訪問指導 予防に関する研修等

国の負担額 132万円

平成25年度総事業費

がん検診 胃、肺、大腸、乳、子宮頸 1,279万円

受益者負担額 230万円

3万円

健康づくり財団助成金 50万円訪問指導 予防に関する研修等 3万円

1,138万円がん検診 胃、肺、大腸、乳、子宮頸 1,279万円

受益者負担額 230万円

25

健康手帳の交付 4万円

道の負担額 63万円健康教育及び健康相談 ウォーキング教室等 114万円

市の負担額

健康管理システム 保守点検手数料 51万円

国の負担額 132万円

1,609万円

健康診査 骨粗しょう症、肝炎ウィルス等 158万円

158万円

健康づくり財団助成金 50万円訪問指導 予防に関する研修等 3万円

1,134万円

平成24年度総事業費

1,134万円がん検診 胃、肺、大腸、乳、子宮頸 1,279万円

受益者負担額 230万円24

健康手帳の交付 4万円

道の負担額 63万円健康教育及び健康相談 自殺予防対策・ウォーキング教室等 114万円

市の負担額

健康管理システム 保守点検手数料 51万円

国の負担額 132万円

1,609万円

健康診査 骨粗しょう症、肝炎ウィルス等

主な事業内容
　生活習慣病等の疾病予防や市民一人ひとりの生涯を通じた健康増進を支援するため、健康相
談、健康教育、各種がん（胃・肺・大腸・乳・子宮頸）検診、各種（骨粗しょう症、肝炎ウイ
ルス）検診、健康増進法に基づく訪問指導及び健康づくり事業を実施します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３５

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ①保健の充実

生活習慣病予防対策事業
＜健康推進課健康推進係　担当＞

「健康運動講座（ウォーキング教室）」

主な経費
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平成26年度総事業費

26

予防接種事業 BCG、ポリオ、三種混合、二種混合、 3,408万円 市の負担額 3,412万円

麻しん･風しん、高齢者のインフルエンザ、

3,412万円

エキノコックス症検診事業 エキノコックス症検診 4万円

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌

エキノコックス症検診 4万円

平成25年度総事業費

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌

25

予防接種事業 BCG、ポリオ、三種混合、二種混合、 3,408万円 市の負担額 3,412万円

麻しん･風しん、高齢者のインフルエンザ、

3,412万円

エキノコックス症検診事業

4万円

平成24年度総事業費

2,844万円

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌

24

予防接種事業 BCG、ポリオ、三種混合、二種混合、 3,408万円 道の負担額 568万円

麻しん･風しん、高齢者のインフルエンザ、 市の負担額

3,412万円

エキノコックス症検診事業 エキノコックス症検診

主な事業内容
　各種予防接種（インフルエンザ、麻しん、風しん等）を実施するほか、新たに子宮頸がんワ
クチン予防接種等を実施し、感染症の感染を予防し、市民の健康増進を図ります。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３６

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ①保健の充実

感染症予防対策事業
＜健康推進課健康推進係　担当＞

主な経費
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※食育～「食」に関する知識と「食」を選択する力を養い健全な食生活を実践することができる人間を育てること

「食育関連授業（調理）」

26

食育推進会議の開催 ２回開催 11万円

市の負担額 9万円食育推進計画の進行管理

国の負担額

11万円

2万円

食育の啓発

25

食育推進会議の開催 ２回開催 11万円

市の負担額 9万円食育推進計画の進行管理

国の負担額

11万円平成25年度総事業費

2万円

平成24年度総事業費

食育の啓発

24

食育推進会議の開催 ６回開催 31万円

市の負担額 29万円食育推進第２次計画の策定

国の負担額

31万円

食育の啓発

主な経費

平成26年度総事業費

主な事業内容
  「食育推進計画」と「食育推進実施計画」に基づき、家庭、保育所、幼稚園、学校、地域、
生産者、事業者及び行政などがお互いに協力し、補完しあいながら取組を進めています。
　また、より充実した食育の推進を図るため、取組の成果や達成度を客観的な指標により把握
し、評価を行いながら今後の取組に反映します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３７

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ②食育の推進

食育の推進
＜健康推進課健康推進係　担当＞

2万円

食育推進計画の進行管理
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主な事業内容
　医師や看護師を目指す者に対する修学資金及び市立病院に勤務しようとする看護師に対する
就業支援金（新規）の貸与を行い、市立病院に勤務してもらえる環境を整備します。
　これにより、医師及び看護師の確保を図ることができ、ひいては地域医療が確保され、市民
に安全・安心な医療を提供することができます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３８

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ③医療の充実

医師・看護師確保対策事業
＜市立芦別病院事務局総務係　担当＞

「手術状況」 「研修状況」

主な経費

(1,440万円)

看護師修学資金貸付事業 月額１０万円 1,680万円

24

医師修学資金貸付事業 月額３０万円 720万円 市の負担額 2,500万円

入学支度金１００万円以内 【うち市債(借金)】

2,500万円

看護師就業支援金貸与事業 市外からの転入者３０万円 100万円

市外通勤者、市内潜在者１０万円

(1,440万円)

平成24年度総事業費

看護師修学資金貸付事業 月額１０万円 1,560万円

25

医師修学資金貸付事業 月額３０万円 1,180万円 市の負担額 2,840万円

入学支度金１００万円以内 【うち市債(借金)】

2,840万円

看護師就業支援金貸与事業
市外通勤者、市内潜在者１０万円

(1,440万円)

看護師修学資金貸付事業 月額１０万円 1,920万円

市外からの転入者３０万円 100万円

平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

26

医師修学資金貸付事業 月額３０万円 1,540万円 市の負担額 3,560万円

入学支度金１００万円以内 【うち市債(借金)】

3,560万円

看護師就業支援金貸与事業 市外からの転入者３０万円 100万円

市外通勤者、市内潜在者１０万円
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主な経費

平成26年度総事業費

主な事業内容
　道路除雪後の住宅の門口及び車庫前の残雪処理が困難な高齢者世帯等に対して、安全確保と
生活支援のため、除雪を行います。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業３９

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  福祉 ②高齢者福祉の充実

門口除雪事業
＜福祉課福祉係　担当＞

　国、北海道及び市が実施する除雪作業後、除雪
車が置いていった門口及び車庫前の雪を通行の
じゃまにならない範囲で寄せる作業をします。

　■利用料金(1箇所）
　　市民税課税世帯 　15,000円
　　市民税非課税世帯　7,500円
　　生活保護世帯　　　3,750円
　　※2箇所の場合は金額が2倍です。
　　※1世帯につき2箇所までです。

131万円

【うち市債(借金)】 (100万円)

24

門口除雪事業 ２７４件分 754万円 国の負担額 280万円

市の負担額

754万円

利用者負担額 343万円

131万円

【うち市債(借金)】 (100万円)

131万円

【うち市債(借金)】 (100万円)

平成24年度総事業費

平成25年度総事業費

25

門口除雪事業 ２７４件分 754万円 国の負担額 280万円

市の負担額

754万円

利用者負担額 343万円

26

門口除雪事業 ２７４件分 754万円 国の負担額 280万円

市の負担額

754万円

利用者負担額 343万円
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平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

市の負担額 337万円

市の負担額 337万円

26

留守家庭児童会事業 297万円

児童デイサービス事業 40万円

337万円

25

留守家庭児童会事業 297万円

児童デイサービス事業 40万円

343万円

(100万円)

(100万円)【うち市債(借金)】

【うち市債(借金)】

337万円

平成24年度総事業費

児童デイサービス事業 46万円 (100万円)

「留守家庭児童会の開設状況」

重点事業４０

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  福祉 ④多様な子育て支援の充実

児童福祉の充実

留守家庭児童会事業 297万円

主な事業内容
　留守家庭児童会については、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して放課後
の適切な遊びや生活の場を提供していますが、平成２２年度から新たに土曜日を開設し、長期
休み及び土曜日の開設時間を午前１０時から午前９時に繰り上げ開設を行ってきましたが、さ
らに、保護者等の要望から、平成２４年度の長期休み及び土曜日の開設時間を午前９時から午
前８時に繰り上げ開設を行うことにより、保護者と児童の利便性の向上を図ります。
　また、発達の遅れや障がいを持つ子どもに対して、児童相談所等の関係機関と連携しなが
ら、一人ひとりのニーズに合わせた個別の支援計画を設定するとともに、対象範囲を就学前児
童から就学児童に拡大を図ることで、子どもの成長を継続的に支援できる児童デイサービスの
体制づくりに努めます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

市の負担額 343万円

＜児童課児童センター係・子育て支援センター係　担当＞

24

【うち市債(借金)】
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「生涯学習情報誌」

登録数（平成２３年１１月現在）

■団体・サークル数　８１団体

■指導者　３４人

平成26年度総事業費

主な事業内容
　推進計画である、「いつでも、どこでも、だれでも学び交流できるまち」を目指し、各所管
より情報提供を受け、マナビィーリーダーバンク・年間行事等を掲載した情報誌を提供するほ
か、広報、新聞、チラシ、ホームページ等を活用し、学習活動に関する情報提供を行います。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

24

学習活動誌提供事業 予算を要しない

主な経費

重点事業４１

総合計画の体系 ５教育・文化  生涯学習 ①社会教育の充実

学習活動情報提供事業
＜教育委員会生涯学習課生涯学習係　担当＞

平成24年度総事業費 万円

万円平成25年度総事業費

25

学習活動誌提供事業 予算を要しない

万円

26

学習活動誌提供事業 予算を要しない
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「新芦別市史第１巻・第２巻」 「新芦別市史第３巻編さん用資料」

25

市史編さん事業 市史編さん委員会の開催 19万円 市の負担額

862万円

26

市史編さん事業 市史編さん委員会の開催 19万円 市の負担額

【うち市債(借金)】 (310万円)市史編さん委託料 819万円

調査等事務費 24万円

862万円

調査等事務費 24万円

673万円平成25年度総事業費

(310万円)

673万円

市史編さん委託料 630万円 【うち市債(借金)】

24

市史編さん業務 市史編さん委員会の開催 19万円 市の負担額 428万円

市史編さん委託料 378万円 【うち市債(借金)】

428万円平成24年度総事業費

平成26年度総事業費

主な事業内容
　本市の歴史を正しく後世に伝えるため、平成５年から平成２５年までの出来事を収録する
「新芦別市史第３巻」を編さんし、発刊します。
　なお、市史の完成時期は、平成２６年度を予定しています。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業４２

総合計画の体系 ５教育・文化  生涯学習 ⑤文化財の保護

市史編さん事業
＜教育委員会生涯学習課百年記念館管理係　担当＞

(310万円)

調査等事務費 31万円

主な経費
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重点事業４３

総合計画の体系 ５教育・文化  学校教育 ②小中学校教育の推進

小中学校教育の充実

教職員研修・研究等推進事業 157万円

主な事業内容

　未来のまちづくりを担う子どもたちの「生きる力」を育むため、児童生徒数の推移を見極
め、学校の統廃合について保護者や地域住民との協議を進め、望ましい教育環境の確保を図り
ます。児童生徒に確かな学力を身に付けさせるため、全国学力・学習状況調査に小中学校全校
が参加するほか、市内統一学力テストを実施し、児童生徒一人ひとりの力を適切に把握しなが
ら、少人数指導や習熟度別指導、長期休業日を活用した補充学習を実施します。また、子ども
たちの学習意欲の向上や家庭との連携による学習習慣の定着化のため、引き続き家庭学習用の
教材を配布します。さらに、教員の資質向上や実践的指導力・経営能力等を高めるため、外部
講師の招へいなど学校における研修体制の充実に努めます。また、学習に遅れやつまづきのあ
る児童生徒に対する指導の充実を図るため必要な学校に学習支援員等を配置するほか、各学校
の教員を専門的な研修に派遣し、特別支援教育コーディネーターを養成します。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

主な経費

学習支援員を活用し教諭とともに授業を実施絵本パフォーマーを招へいして読み聞かせの実践と研修を実施

市の負担額 1,304万円

特別支援教育推進事業 942万円

＜教育委員会学務課学校教育係　担当＞

24

学力向上事業 205万円 (200万円)

1,304万円平成24年度総事業費

【うち市債(借金)】

1,304万円

【うち市債(借金)】

(200万円)

(200万円)

942万円

【うち市債(借金)】

25

教職員研修・研究等推進事業 157万円

学力向上事業 205万円

特別支援教育推進事業 942万円

平成25年度総事業費

平成26年度総事業費

市の負担額 1,304万円

市の負担額 1,304万円

特別支援教育推進事業
26

教職員研修・研究等推進事業 157万円

学力向上事業 205万円

1,304万円
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平成２７年度以降

高校問題協議会の開催

支援制度の検討

平成２４年度 平成２５年度

　高校問題協議会の開催
　支援制度の検討
　支援制度の実施

この事業に予算は要しません

支援制度の実施

取組の時期
平成２６年度

スケジュール

主な取組内容

主な事業内容
　道立高等学校である芦別高校は、現在普通科４間口、情報ビジネス科１間口の計５間口と
なっているが、中卒者の減少により定員割れの状態が生じており、今後もこの間口を維持して
いくことは非常に困難な状況となっています。このため、芦別市高校問題協議会において示さ
れた、進学にも就職にも対応できる新しい芦別高校の形の実現に向けて関係機関との協議を進
めます。また、今後の生徒確保のための支援策について、具体的な検討を進めます。

「新しい高校づくりが求められる芦別高校」

重点事業４４

総合計画の体系 ５教育・文化  学校教育 ③高等学校教育の推進

芦別高校支援事業
＜教育委員会学務課総務係　担当＞
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重点事業４５

総合計画の体系 ５教育・文化  スポーツ ①スポーツの振興

体育施設整備事業
＜教育委員会体育振興課体育振興係　担当＞

主な経費

平成26年度総事業費

主な事業内容
　市内各種スポーツ少年団や中高生の部活動及び市民の冬期間等における体力づくりの場とし
て、勤労者体育センターの耐震化と合わせて床を人工芝へ改修するとともに、市内に点在する
テニスコートの集約を行い、本町テニスコートのコート面やフェンス等を改修するなど施設の
整備充実を図るための検討を進めます。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「勤労者体育センター」

5,401万円

本町テニスコート整備事業

2,800万円

1,225万円

26

勤労者体育館改修事業 1,376万円 市の負担額

耐震化整備事業

5,401万円

263万円

24

耐震化診断事業 263万円 市の負担額

平成24年度総事業費 263万円

25

耐震化実施設計事業 368万円 市の負担額 368万円

平成25年度総事業費 368万円

- 69 -



 

　

　

　

　

　

　

　

　

主な経費

平成26年度総事業費

主な事業内容
　本市は、全日本女子バレーボールチームホームタウンの指定、並びに総合運動公園整備を契
機に、スポーツ振興及び地域経済活性化策のひとつとして平成12年度より合宿誘致事業を積
極的に推進しており、道内団体の合宿受入数は全道でも常に上位に位置するなど、交流人口の
増加を図る大きな柱として取組を進めています。
　今後も、全日本・実業団クラスの受入れを進めるほか、大学・高校等による合宿が快適に実
施されるための環境づくりとして、宿泊交流センターの適切な管理運営を行います。

年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業４６

総合計画の体系 ５教育・文化  スポーツ ②スポーツ合宿の推進

合宿振興事業
＜教育委員会体育振興課体育振興係　担当＞

■主な合宿団体（平成20～23年度）

337万円

24

合宿団体誘致・受入れ事業 受入れ対応 103万円 利用者負担額等 600万円

宿泊交流センター管理運営事業 施設の維持管理 834万円 市の負担額

937万円

276万円

622万円

宿泊交流センター管理運営事業 施設の維持管理 788万円 市の負担額

平成24年度総事業費

622万円

898万円平成25年度総事業費

265万円施設の維持管理 777万円

25

合宿団体誘致・受入れ事業 受入れ対応 110万円 利用者負担額等

887万円

26

合宿団体誘致・受入れ事業 受入れ対応 110万円 利用者負担額等

宿泊交流センター管理運営事業 市の負担額

・全日本男子バレーボールチーム

・全日本女子バレーボールチーム

・実業団ＪＴサンダーズ

・実業団ＪＴマーヴェラス

・大阪商業大学バスケットボール部

・北海道大学合気道部

・旭川実業高校サッカー部

・北照高校野球部

・北海道バレーボール協会強化合宿

・天塩高校弓道部

・滝川市陸上競技協会
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