
 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30年度 平成31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

6万円 6万円 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

2,364万円 1,874万円

3

4

②男女共同参画の促進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 男女共同参画推進業務 ・男女共同参画に対する支援 予算なし 予算なし 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30年度 平成31年度 担当課

1 一般管理業務 ・市役所の運営 2,927万円 2,927万円

2 法務研修 ・法務関連研修会への参加 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

238万円 238万円

4 法律相談等
・弁護士相談
・顧問弁護士への報酬

105万円 105万円

5 表彰等事務
・市政功労者善行者への表彰
・寄附者に対する感謝状贈呈

26万円 26万円

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

529万円 529万円

7 嘱託職員等関係事務 ・嘱託職員等の管理 5,267万円 5,267万円

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

9 職員研修 ・職員の各種研修への参加 292万円 292万円

10 職員福利厚生事業
・職員の健康診断
・職員の福利厚生

642万円 642万円

11 職員採用事務 ・職員採用試験の実施 26万円 26万円

12 その他人事管理事務 ・関係団体への負担金等 87万円 87万円

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

4,818万円 4,818万円
行財政改革

推進課

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 企画政策課

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

2万円 2万円
行財政改革

推進課

16 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

217万円 217万円

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

予算なし 予算なし

予算なし 予算なし

・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
・広聴事業（市長への手紙・電子メールなど）
※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。

企画政策課

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

総務課

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

企画政策課

企画政策課

重点
1

(32P)
市民参加と協働推進

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

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 2万円 2万円 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

2,760万円 2,760万円

20
重点
17

(49p)
庁舎等維持管理業務 ・市庁舎の維持管理 4,009万円 4,009万円

21 地域づくり推進促進
・地域活性化活動、人材育成、国内外交流活動に対
する助成

717万円 717万円 企画政策課

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

26万円 26万円 市民課

23

24

25 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

265万円 158万円

26 総合戦略進行管理
・芦別市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管
理

18万円 18万円

27 総合教育会議 ・総合教育会議の開催 予算なし 予算なし

28
重点
4

(35P)
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
※効率的・効果的な行政運営を目的とした事務事業の広域連
携を行う政策的かつ重要な取組のため重点事業とします。

588万円 432万円

29 住民基本台帳事務
・住民基本台帳の管理
・住民票の発行等

556万円 556万円

30 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

31 公的個人認証事務 ・電子申請用の証明書の発行 予算なし 予算なし

32 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

②財政運営の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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

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

247万円 247万円

3
重点
2

(33P)
行財政改革推進事業

・行財政運営と改革の基本方針に基づく財政基盤強
化集中改革プランの進行管理
※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。

54万円 54万円

4
公共施設等総合管理計画進
行管理

・公共施設等総合管理計画の進行管理
・公共施設等総合管理計画第１期アクションプラン
の管理運営

予算なし 予算なし

5 会計管理事務 ・会計事務 229万円 229万円 会計課

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

重点
3

(34P)
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
・旧緑小跡地の利活用の検討
※地域の振興発展に向け、旧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。

2,635万円 2,635万円

基金の管理 ・基金（貯金）の運用管理 672万円 672万円

財政課
企画政策課

市民課
福祉課

商工観光課
農林課

都市建設課
生涯学習課
星の降る里
百年記念館
体育振興課

企画政策課
財政課
農林課

都市建設課
学務課

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

行財政改革
推進課

財政課

総務課

総務課
市民課

企画政策課

市民課
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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 財政調整事務
・長期的財政調整のための財源に充てる資金とし
て、芦別市財政調整基金へ積立

－ －

21 ふるさと納税寄附金事務 ・ふるさと納税制度の寄附事務 8,821万円 8,821万円

22 税務総務 ・固定資産評価審査委員会の開催 2万円 2万円

23 市税等賦課業務 ・各種市税の賦課（税金の割り当て） 596万円 596万円

24 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

425万円 419万円

25 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

8億9,652万円 8億9,652万円

26 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 7億6,162万円 7億6,162万円

27 他会計貸付事務 ・特別会計（国民健康保険）への貸付金 1,895万円 -

28 長期債元金償還事務
・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

8億986万円 8億986万円

29 長期債利子償還事務 ・市債の償還における利子の適正管理 7,360万円 7,360万円

30 一時借入金利子償還事務
・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

③広域連携の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1
重点
4

(35P)
広域行政事務

・中空知広域圏４市５町との連携
・戸籍事務電算システムの共同運用
・中空知定住自立圏構想の形成
・し尿等の共同処理
・空知地域創生協議会
「空知地域の総合的な魅力発信をはじめとする活性
化に向けた取組」
・学生地域定着推進広域連携協議会
「～ようこそ！つながる「まち」と「学生」～学生
地域定着自治体連携プロジェクト」
※効率的・効果的な行政運営を目的とした事務事業の広域連
携を行う政策的かつ重要な取組のため重点事業とします。

290万円 290万円 企画政策課

財政課

財政課

税務課
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