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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 4事業
②男女共同参画の促進 1事業

①行政運営の充実 32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 2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 8事業
④水道施設の充実 １企会
⑤下水道・排水施設の充実 6事業
⑥公園・緑化の充実 3事業

①消防・防災対策 4事業
②治山・治水・河川整備 1事業

④交通安全・防犯対策 3事業
⑤消費者対策 1事業
⑥人権啓発活動活性化 1事業

①農業の振興 9事業
②林業の振興 6事業

①商業の振興 5事業
②工鉱業の振興 1事業

①観光事業の振興 2事業
②観光資源の有効活用 8事業

①保健の充実 5事業

③医療の充実 1事業/１企会

①地域福祉の充実 5事業
②高齢者福祉の充実 16事業
③障がい者（児）福祉の充実 9事業
④多様な子育て支援の充実 20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 34事業
④介護保険の充実 41事業

①社会教育の充実 12事業
②家庭教育の充実 1事業

④芸術文化の振興 2事業
⑤文化財の保護 2事業

①幼児教育の推進 1事業
②小中学校教育の推進 27事業
③高等学校教育の推進 1事業
④専門学校・大学による高等教育の推進 6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

・人口指標（目標人口）
・土地利用方針

1事業

 学校教育

 スポーツ

 国際交流

②食育の推進

③青少年の健全育成

①国際交流の促進

1事業

3事業

②財政運営の充実 30事業

1事業

1事業①雇用・労働環境の充実

③除排雪対策

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

４
保
健
・
医
療
・
福
祉

 生涯学習

 都市基盤

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

 生活環境

 安全・安心な生活

 農林業

目指すまちの将来像

・「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

１
自
治
体
運
営

３
産
業
・
経
済

２
生
活
・
環
境

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

 商工鉱業

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30年度 平成31年度

 参加と協働 5事業 2,370万円 1,880万円

①情報共有・市民参加と協働の促進 4事業 2,370万円 1,880万円

②男女共同参画の促進 1事業 予算なし 予算なし

 行財政運営 63事業 29億4,646万円 29億2,482万円

①行政運営の充実 32事業 2億4,126万円 2億3,863万円

②財政運営の充実 30事業 27億230万円 26億8,329万円

③広域連携の推進 1事業 290万円 290万円

68事業 29億7,016万円 29億4,362万円

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30年度 平成31年度

 都市基盤 7事業 3億1,906万円 2億5,467万円

①都市計画･都市開発の推進 1事業 6,011万円 11万円

②交通網の充実 3事業 2億2,646万円 2億2,207万円

③交通体系の充実 2事業 3,027万円 3,027万円

④通信・情報化の推進 1事業 222万円 222万円

 生活環境 31事業 24億3,543万円 22億1,690万円

①自然環境の保全 8事業 2億4,864万円 2億5,868万円

②環境衛生の充実 6事業 1億3,209万円 9,216万円

③住宅環境の充実 8事業 5億1,354万円 3億7,808万円

④水道施設の充実 1企会 8億6,349万円 8億1,191万円

⑤下水道・排水施設の充実 6事業 5億7,997万円 5億7,848万円

⑥公園・緑化の充実 3事業 9,770万円 9,759万円

 安全・安心な生活 11事業 7億7,298万円 7億9,312万円

①消防・防災対策 4事業 5億3,850万円 5億2,624万円

②治山・治水・河川整備 1事業 2,047万円 1,707万円

③除排雪対策 1事業 2億16万円 2億3,596万円

④交通安全・防犯対策 3事業 1,247万円 1,247万円

⑤消費者対策 1事業 133万円 133万円

⑥人権啓発活動活性化 1事業 5万円 5万円

49事業 35億2,747万円 32億6,469万円

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30年度 平成31年度

 農林業 15事業 3億8,521万円 3億8,508万円

①農業の振興 9事業 3億1,043万円 3億1,483万円

②林業の振興 6事業 7,478万円 7,025万円

 商工鉱業 6事業 2億3,411万円 2億3,411万円

①商業の振興 5事業 2億3,203万円 2億3,203万円

②工鉱業の振興 1事業 208万円 208万円

 雇用・労働環境 1事業 1,737万円 1,737万円

①雇用・労働環境の充実 1事業 1,737万円 1,737万円

 観光 10事業 2億4,993万円 6億1,069万円

①観光事業の振興 2事業 3,363万円 3,363万円

②観光資源の有効活用 8事業 2億1,630万円 5億7,706万円

32事業 8億8,662万円 12億4,725万円

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

１　自治体運営　合計

２　生活・環境　合計

区分と推進すべき施策

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30年度 平成31年度

 保健・医療 7事業 22億1,934万円 23億6,544万円

①保健の充実 5事業 5,654万円 5,654万円

②食育の推進 1事業 8万円 13万円

1事業

1企会

 福祉 52事業 18億1,430万円 17億9,865万円

①地域福祉の充実 5事業 1億1,143万円 1億694万円

②高齢者福祉の充実 16事業 6億3,730万円 6億3,583万円

③障がい者（児）福祉の充実 9事業 6億4,114万円 6億3,903万円

④多様な子育て支援の充実 20事業 4億1,568万円 4億949万円

⑤家庭児童相談の充実 1事業 8万円 8万円

⑥ひとり親家庭福祉の充実 1事業 867万円 728万円

 社会保障 80事業 48億7,285万円 49億755万円

①生活安定福祉の充実 4事業 6億1,862万円 6億1,862万円

②国民年金の充実 1事業 90万円 90万円

③国民健康保険の充実 34事業 22億1,079万円 22億860万円

④介護保険の充実 41事業 20億4,254万円 20億7,943万円

139事業 89億649万円 90億7,164万円

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30年度 平成31年度

 生涯学習 20事業 6,691万円 9,983万円

①社会教育の充実 12事業 5,121万円 5,413万円

②家庭教育の充実 1事業 17万円 17万円

③青少年の健全育成 3事業 311万円 311万円

④芸術文化の振興 2事業 274万円 274万円

⑤文化財の保護 2事業 968万円 3,968万円

 学校教育 35事業 3億8,695万円 3億6,282万円

①幼児教育の推進 1事業 52万円 52万円

②小中学校教育の推進 27事業 2億9,235万円 2億6,822万円

③高等学校教育の推進 1事業 2,458万円 2,458万円

④専門学校・大学による高等教育の推進 6事業 6,950万円 6,950万円

 スポーツ 10事業 1億4,251万円 1億4,268万円

①スポーツの振興 9事業 1億2,800万円 1億2,991万円

②スポーツ合宿の推進 1事業 1,451万円 1,277万円

 国際交流 1事業 7万円 7万円

①国際交流の促進 1事業 7万円 7万円

66事業 5億9,644万円 6億540万円

354事業

2企会

15事業
予備費

20億9,332万円 21億3,603万円

189億8,050万円 192億6,863万円

区分と推進すべき施策

４　保健・医療・福祉　合計

21億6,272万円③医療の充実

総　　　　　　　計

第５次芦別市総合計画／
実施計画(H30～H31)合計

168億8,718万円

５　教育・文化　合計

171億3,260万円

総合計画体系外合計

23億877万円

区分と推進すべき施策
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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

- 4 -



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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 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30年度 平成31年度 担当課

1
重点

5
(36P）

都市計画管理業務

・都市計画審議会の開催
・芦別駅前広場等整備事業
※地域公共交通機能の向上及び市民、観光客などの利便性
向上を図る重要な取組のため重点事業とします。

6,011万円 11万円
企画政策課
都市建設課

②交通網の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 土木管理事務
・国道、道道の整備要請
・道路台帳の整備

626万円 776万円

2
重点

6
(37P)

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重
要な取組のため重点事業とします。

1億3,091万円 1億7,082万円

3 橋りょう維持管理業務
・橋りょうのパトロール及び点検
・橋りょうの補修及び修繕

8,929万円 4,349万円

③交通体系の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1
重点

7
(39P)

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・確保するための政策的かつ重要な取組
のため重点事業とします。

2,785万円 2,785万円 市民課

2 ＪＲ芦別駅管理等業務 ・ＪＲ滝川駅からの駅舎管理、切符販売等業務の受託 242万円 242万円 企画政策課

④通信・情報化の推進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 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
及び中継局等の保守点検

222万円 222万円 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30年度 平成31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

18万円 18万円

2
重点

8
(40P)

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。

4万円 4万円

3
重点

9
(41P)

新エネルギー利活用事業

・木質バイオマスの利用促進及び木質チップ燃料の供
給体制確立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、木
質バイオマス利用促進及び木質チップ燃料の供給体制確立
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。

1,873万円 1,873万円
企画政策課

農林課

4 ごみ減量化推進事業 ・廃棄物減量等推進会議の開催等 12万円 12万円

5
重点
10

(42P)
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重要な取組を行うため
重点事業とします。

1,886万円 1,886万円

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

8,634万円 9,638万円

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 3,592万円 3,592万円

8
重点
10

(42P)
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重要な取組を行うため
重点事業とします。

8,845万円 8,845万円

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

企画政策課

都市建設課

市民課
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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30年度 平成31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

3,488万円 2,570万円

2 墓地運営管理業務 ・墓地の清掃等の維持管理 332万円 332万円

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 570万円 570万円

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

371万円 371万円

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

6,848万円 4,005万円

6

重点
4

(35P)
重点
11

(43P)

し尿処理事業

・し尿の処理（し尿等の共同処理）
・合併処理浄化槽設置費の助成
※効率的・効果的な行政運営を目的とした事務事業の広域
連携を行うほか、合併処理浄化槽設置費の助成を行い、生
活環境の向上を図る政策的かつ重要な取組のため重点事業
とします。

1,600万円 1,368万円

③住宅環境の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 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 33万円 33万円

2
重点
12

(44P)
市営住宅等管理業務

・特定公共賃貸住宅の維持管理
・公営住宅、改良住宅の維持管理
・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。

1億5,741万円 1億6,400万円

3
重点
13

(45P)
公営住宅建設事業

・公営住宅建替計画及び長寿命化計画に基づく、すみ
れ団地の建替え
※すみれ団地の建設を主に住環境の整備を図る重要な取組
のため重点事業とします。

3億1,883万円 1億7,833万円

4

5

6

7

8

④水道施設の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

水道事業 〔企業会計〕
・良質で安全な水道水の安定供給
・水道施設の整備及び維持管理

8億6,349万円 8億1,191万円

　うち浄水場整備事業 ・浄水場施設の老朽化した設備の更新 605万円 1,300万円

　うち水道配水管整備事業
・老朽化した配水管の更新及び耐震化
・枝管の集約を目的とした配水管整備

1億8,275万円 1億6,110万円

　うち消火栓整備事業 ・消火栓の新設 65万円 －

⑤下水道・排水施設の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

下水道事業

〔６事務事業〕

　うち補償事業
・道道芦別赤平線歩道改修工事に伴う施設移設補償工
事

870万円 600万円

　うち流域下水道の整備促進
・石狩川流域下水道組合を構成する６市６町が運営す
る広域下水処理施設に係る工事費負担金

1,475万円 1,498万円

企
業
会
計

上下水道課

市民課

3,697万円 3,542万円

都市建設課

上下水道課

重点
14

(46P)

重点
15

(47P)

移住・定住促進業務

・移住及び定住に向けた情報発信
・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
・地域おこし協力隊の配置
・ふるさと回帰フェア等への参加
・自治体連携による江別市内４大学の学生地域定着に
向けた受入
※移住者・定住者の確保に向けた情報発信、地域おこし協力隊の
配置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出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。

企画政策課
市民課
農林課

都市建設課
体育振興課

・下水道の管理運営
・下水道施設の維持管理

5億7,997万円 5億7,848万円

1
～
6
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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30年度 平成31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 1,416万円 1,416万円 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

7,118万円 7,107万円

3
重点
16

(48P)
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、市民との協働により、みどり豊かな環境整
備を図る重要な取組のため重点事業とします。

1,236万円 1,236万円

 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30年度 平成31年度 担当課

1
重点

4
(35P)

消防活動業務
・滝川地区広域消防事務組合への負担金
※消防の広域化を進める政策的かつ重要な取組のため重点
事業とします。

5億3,089万円 5億2,306万円

2 水道消火栓新設・維持業務 ・水道企業会計への負担金 171万円 106万円

3
重点
18

(50P)
防災業務

・防災会議の開催
・防災訓練の実施
※災害時に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。

211万円 211万円 総務課

4 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

379万円 1万円 総務課

②治山・治水・河川整備

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1
重点
19

(51P)
河川維持管理業務

・河川の管理及び修繕
・河川工作物の整備及び改修
※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。

2,047万円 1,707万円 都市建設課

③除排雪対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1
重点
20

(52P)
除排雪事業

・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重要な取組
のため重点事業とします。

2億16万円 2億3,596万円 都市建設課

④交通安全・防犯対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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

562万円 562万円

2 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

519万円 519万円

3 空き家等対策事業 ・管理不全な空き家等への対応 166万円 166万円

⑤消費者対策

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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

133万円 133万円 市民課

⑥人権啓発活動

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 人権啓発活動活性化事業 ・人権啓発事業 5万円 5万円 市民課

財政課

市民課

都市建設課
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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30年度 平成31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） 295万円 295万円

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

1,030万円 1,030万円

3
重点
21

(53P)
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。

2億296万円 2億2,698万円

4
重点
22

(54P)
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。

1,693万円 1,556万円

5 多面的機能支払事業
・農業者を中心に地域住民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

5,011万円 5,011万円

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

46万円 46万円

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

1,177万円 631万円

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

1,494万円 215万円

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

②林業の振興

№ 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
23

(55P)
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
※林業学校誘致に向けた重要な取組のため重点事業としま
す。

138万円 138万円

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

1,272万円 1,272万円

3
重点
24

(56P)
猟政業務

・ヒグマ・エゾシカ及びカラス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。

1,297万円 1,297万円

4 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

5
重点
23

(55P)
市有林・林道管理業務

・市が管理する林道の整備及び維持管理
・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
・民有林の購入
※林業によるまちづくりの推進に向けた重要な取組のため
重点事業とします。

800万円 300万円

6
重点
25

(57P)
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。

3,815万円 3,862万円

 商工鉱業

①商業の振興

№ 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
26

(58P)
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）
※企業振興による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。

1億9,897万円 1億9,897万円
商工観光課

2
重点
27

(59P)
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、一定の助成を行う政策的かつ重要な取組
のため重点事業とします。

1,000万円 1,000万円 都市建設課

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
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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

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 商工観光課

4

5

②工鉱業の振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 企業誘致事業
・企業誘致委員会の運営
・企業訪問の実施

208万円 208万円 商工観光課

 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30年度 平成31年度 担当課

1
重点
28

(60P)
雇用・労働環境向上事業

・優良勤労者、技能者に対する褒賞
・出稼ぎ労働者への無料健康診断
・地区連合会及び技能協会への交付金の交付
・新規学卒者等を雇用する中小企業等に対する奨励
  金の交付
・Ｕ・Ｉターン等により市内に居住し、市内中小企
  業等に就職した者に対する奨励金の交付
※雇用機会を創出し、定住及び移住を促進して地域活性化
を図る政策的かつ重要な取組のため重点事業とします。

1,737万円 1,737万円 商工観光課

 観光

①観光事業の振興

№ 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
29

(61P)
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
・キラキラフェスタあしべつ開催補助
※観光イベントは観光振興を図るうえで重要な取組であるため重点
事業とします。

898万円 898万円

2
重点
30

(62P)
観光振興推進事業

・観光関係団体との連携
・中空知広域圏各市町との連携
・芦別観光協会への交付金
※観光協会及び観光関係団体との連携を図りながら、広く
本市の観光情報をＰＲするほか、中空知広域圏各市町との
連携による広域観光ルートの創出の検討を図る重要な取組
であるため重点事業とします。

2,465万円 2,465万円

②観光資源の有効活用

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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 736万円 736万円

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 1,358万円 1,358万円

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 586万円 586万円

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 3,214万円 3,214万円

5 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 2,951万円 2,951万円

6
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支援 予算なし 予算なし

7 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）
の管理運営及び星遊館整備費

1億581万円 4億6,657万円

8
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 2,204万円 2,204万円

商工観光課

商工観光課

地元産品販売拡大事業
・地元産品ＰＲ事業への参加
・海外市場への販路拡大

206万円 206万円
企画政策課
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30年度 平成31年度 担当課

1 母子保健事業

・妊婦の健康管理及び相談支援（母子健康手帳の交
付、妊婦一般健康診査受診票の交付、保健指導等）
・乳幼児の健康診査及び健康相談
・新生児訪問、乳幼児の個別訪問等
・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
・フッ化物を利用した虫歯予防の実施

566万円 566万円

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

3
重点
31

(63P)
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重要な取組のため重点事業としま
す。

1,558万円 1,558万円

4
重点
32

(64P)
感染症予防対策事業

・予防接種法に基づく各種予防接種の実施
・エキノコックス症検診の実施
※感染症の感染を予防し、市民の健康増進を図る重要な取
組のため重点事業とします。

3,374万円 3,374万円

5 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

156万円 156万円

②食育の推進

№ 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
33

(65P)
食育推進業務

・第２次及び第３次食育推進計画の普及・啓発
・食育推進会議の開催
・食育推進事業の実施
※健全な食生活を実践する人を育てる重要な取組のため重点事
業とします。

8万円 13万円 健康推進課

③医療の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

市立芦別病院事業
     〔企業会計〕

・市立芦別病院の運営及び経営 21億5,365万円 22億9,970万円

重点
34

(66P)

　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・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。

1,080万円 1,200万円

重点
34

(66P)

　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。

60万円 60万円

重点
34

(66P)

　うち院内保育所運営
  事業

・院内保育所の運営
※医師・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。

1,613万円 1,613万円

　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

1,994万円 2,000万円

1 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

907万円 907万円 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30年度 平成31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

257万円 257万円

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 3,366万円 3,366万円

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

市立芦別病院
事務課

福祉課

企
業
会
計
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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

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

1,054万円 1,054万円

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 1,709万円 1,709万円

5
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 4,757万円 4,308万円 福祉課

②高齢者福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 高齢者福祉事務
・高齢者への温泉券等の交付
・高齢者福祉大運動会開催経費の一部助成
・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

2 敬老事業
・百歳祝品の贈呈
・七十五歳祝品の贈呈

67万円 67万円

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 295万円 295万円

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 430万円 430万円

5 老人クラブ支援事業
・市内14の老人クラブへの活動費用助成
・老人クラブ連合会への交付金

208万円 208万円

6
重点
35

(67P)
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、緊急通報システムを設置
※緊急通報システムを設置することにより、身体的に不安
を抱える高齢者等の安全・安心な生活の確保を図ることを
目的とした重要な取組のため重点事業とします。

17万円 17万円

7 在宅福祉サービス事業 ・在宅福祉サービスの実施 204万円 204万円

8
重点
35

(67P)
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重要な取組のため
重点事業とします。

1,188万円 1,187万円

9 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

3億1,543万円 3億1,543万円

後期高齢者医療事業

〔５事務事業〕

15
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

16 戦没者慰霊事務 ・戦没者追悼式の開催 3万円 3万円

③障がい者（児）福祉の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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

474万円 474万円

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

104万円 104万円

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）

697万円 697万円

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

1,851万円 1,851万円

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

5億6,232万円 5億6,232万円

6 障がい者手当事務 ・障がい者（児）に対する手当の支給 424万円 424万円

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

16万円 16万円

8
重点
36

(68P)

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
※子ども・子育て支援を行う政策的かつ重要な取組のため
重点事業とします。

4,316万円 4,105万円 健康推進課

9 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 児童課

10
～
14

福祉課

福祉課

・後期高齢者医療制度に関する事務
・後期高齢者医療給付

2億8,376万円

介護高齢課

市民課

2億8,230万円
健康推進課
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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多様な子育て支援の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1
重点
36

(68P)
乳幼児等医療助成事業

・中学生以下の子どもに対する医療費の助成
※子ども・子育て支援を行う政策的かつ重要な取組のため
重点事業とします。

2,562万円 2,423万円

2 未熟児養育医療給付事業 ・未熟児等に対する医療費の給付 307万円 307万円

3 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

6,845万円 6,845万円

4 遺児手当支給事務
・両親若しくはそのいずれか又は養育者を亡くした児
童を養育する者への扶助

11万円 11万円

5
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

41万円 41万円

6 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

1,525万円 1,525万円

7 児童手当等支給事務
・中学校修了までの児童を養育している者に対する手
当の支給

1億1,806万円 1億1,806万円 福祉課

8 児童福祉サービス事業 ・児童発達支援等、サービスの実施 867万円 867万円

9
重点
36

(68P)
子ども・子育て支援事務

・子ども・子育て支援事業計画の推進
・子ども・子育て支援の充実
※保育士等の資質と専門性の向上を図り、保育の質を確保
し、子ども・子育て支援を行う重要な取組のため重点事業
とします。

1億1,838万円 1億1,838万円

10 障がい児手当事務 ・特別児童扶養手当申請受付等 予算なし 予算なし

11 母子福祉事務 ・母子・父子・寡婦世帯への支援 130万円 130万円 福祉課

12 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 41万円 41万円

13
つばさ保育園管理運営業
務

・保育事業の実施 3,080万円 3,080万円

14 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

218万円 218万円

15
重点
36

(68P)

第３子以降の保育料無料
化等事業

・第２子の保育料の半額又は無料化
・第３子以降の保育料の無料化
・上記以外の世帯に対する保育料の軽減
※子ども・子育て支援を行う政策的かつ重要な取組のため
重点事業とします。

予算なし 予算なし

16 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

50万円 50万円

17 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

11万円 11万円

18
障がい児発達相談支援強
化事業

・相談会の実施
・関係者への支援、指導

4万円 4万円

19
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

44万円 44万円

20
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 2,188万円 1,708万円

⑤家庭児童相談の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 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 8万円 8万円 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30年度 平成31年度 担当課

1
重点
36

(68P)

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
※子ども・子育て支援を行う政策的かつ重要な取組のため
重点事業とします。

867万円 728万円 健康推進課

児童課

健康推進課

児童課

福祉課

児童課
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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

 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30年度 平成31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

637万円 637万円

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 330万円 330万円

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 6億890万円 6億890万円

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

5万円 5万円

②国民年金の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 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

90万円 90万円 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30年度 平成31年度 担当課

国民健康保険事業

〔３４事務事業〕

④介護保険の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

介護保険事業

〔３４事務事業〕

介護サービス事業

〔６事務事業〕

41
社会福祉事業団の経営管
理事務

・社会福祉事業団の経営支援 5,000万円 5,000万円

1
～
34

35
～
40

18億8,258万円

1億996万円
・保健福祉施設すばるの管理運営、訪問看護、地域包
括支援事業等

・介護保険制度に関する事務
・保険給付、要介護認定事務等
・介護予防・日常生活支援総合事業
・包括的支援事業・任意事業等

18億9,003万円

1億3,940万円
介護高齢課

・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

22億1,079万円 22億860万円 健康推進課

福祉課

1
～
34
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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30年度 平成31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 34万円 34万円

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、レッ
ツ・チャレンジ教室等の開催

11万円 11万円

3 各種大学等実施事業 ・高齢者大学及び女性大学の開催 16万円 16万円

4 一般社会教育事務 ・社会教育関連研修会等への参加 25万円 25万円

5 成人式実施事業 ・成人式の実施（式典及び交流会） 10万円 10万円

6 学習活動情報提供事務
・生涯学習事業及びサークル等を紹介する「まな
びぃ通信」の発行等による学習活動機会の情報提供

予算なし 予算なし

7 異文化活動事業 ・英会話教室等の実施 8万円 8万円

8
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 3,761万円 4,053万円

9 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

10 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

860万円 860万円

11 読書普及活動 ・図書資料や地域資料の収集、管理及び活用 369万円 369万円

12
視聴覚ライブラリー運営事
務

・視聴覚資料の収集、管理及び活用 27万円 27万円

②家庭教育の充実

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 家庭教育事業
・親子体験教室の実施
・通学合宿事業の実施
・芦別市ＰＴＡ連合会運営に対する補助金の交付

17万円 17万円 生涯学習課

③青少年の健全育成

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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
・青少年健全育成事業等の実施
・地域子ども会行事等への助成

236万円 236万円

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

75万円 75万円

3 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

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30年度 平成31年度 担当課

1
重点
37

(69P)
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
※市民に芸術・音楽等の機会を創出する重要な取組のため重
点事業とします。

128万円 128万円

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 146万円 146万円

⑤文化財の保護

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31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

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 943万円 3,943万円

生涯学習課

星の降る里
百年記念館

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
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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30年度 平成31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 52万円 52万円 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30年度 平成31年度 担当課

1
重点
38

(70P)
開かれた学校づくり事業

・学校評価や教育活動全般に係る助言指導を行う学
校関係者評価委員活動の運営
・地域とともにある学校づくりを目指すコミュニ
ティ・スクールの推進
※地域とともにある学校づくりに向け、コミュニティ・ス
クールを推進することは、政策的かつ重要な取組のため重点
事業とします。

13万円 13万円

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 22万円 22万円

3 就学指導事業 ・教育支援委員会の運営 4万円 4万円

4 外国語教育推進事業 ・英語指導助手（ＡＬＴ）の配置 828万円 828万円

5
重点
38

(70P)

教職員研修・研究等推進事
業

・公開研究会の開催
・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
拡充する政策的かつ重要な取組のため重点事業とします。

109万円 109万円

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

2万円 2万円

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

15万円 15万円

8
重点
38

(70P)
学力向上事業

・学習サポート教員配置
・各種検定の受験支援
・小中一貫教育の推進
・市内統一学力テストの実施
・家庭学習用教材の配布
・新聞を学校へ配備
・学力上位県への道外視察
※児童生徒の学力向上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。

1,330万円 1,330万円

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、新体
力テスト記録会、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

177万円 177万円

10
重点
38

(70P)
特別支援教育推進事業

・特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する
指導及び支援
・特別支援教育推進員の配置等
※つまず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４人体制とする政策的かつ重要な取組のた
め重点事業とします。

1,781万円 1,781万円

11 教員住宅管理業務 ・教員住宅の維持管理 260万円 260万円

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 6,574万円 4,947万円

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

943万円 943万円

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

635万円 635万円

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

844万円 844万円

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 4,072万円 3,286万円

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

17

18

19 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

652万円 652万円

20 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

903万円 903万円

21 通学自動車運行事業 ・スクールバスの運行 1,620万円 1,620万円

22 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

23 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
・フッ化物洗口の実施

469万円 469万円

24 体育振興事業 ・スキー授業の実施経費の負担 51万円 51万円

25 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

7,013万円 7,013万円
学校給食
センター

26 学校プール管理運営業務 ・学校プール施設の管理運営 574万円 574万円

27 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

予算なし 予算なし

③高等学校教育の推進

№ 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
39

(71P)
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学資負担者への奨
励金の交付
・芦別高校に在学する生徒の保護者への助成金の交
付
・芦別高校への英語指導助手派遣
・芦別高校生徒の学力向上対策事業への助成
※芦別高校の間口確保を目的とし、市外からの生徒の確保及
び地元進学の定着促進を図るため、通学費等の助成を行う政
策的かつ重要な取組のため重点事業とします。

2,458万円 2,458万円 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30年度 平成31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学
資負担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

2,302万円 2,302万円

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

4,602万円 4,602万円

3

4

5 奨学金管理事務
・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

6万円 6万円

6 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 企画政策課

22万円 22万円奨学金管理運営事務

学務課

学務課

343万円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

343万円

・奨学金の貸付と償還に関する事務

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

 スポーツ

①スポーツの振興

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

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

35万円 22万円

2 スポーツ教室開設事業
・バルシューレ教室、ストレッチ教室、スロージョ
ギング＆ノルディックウォーキング教室等の実施

46万円 46万円

3 健康都市宣言等事業 ・チャレンジデー、あるけあるけ運動等の開催 55万円 55万円

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
・水泳記録会の開催

117万円 117万円

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

6
各種スポーツ大会等招致事
業

・各種スポーツ大会等の招致 250万円 250万円

7 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 86万円 86万円

8
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、上芦別球場及び本町テニスコート）の管
理運営

2,005万円 4,675万円

9 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

1億101万円 7,635万円

②スポーツ合宿の推進

№ 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
40

(72P)
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。

1,451万円 1,277万円 体育振興課

 国際交流

①国際交流の促進

№ 区分 事務事業 主な内容 平成30年度 平成31年度 担当課

1 国際交流促進事業
・各種国際交流イベントの実施
・姉妹都市との連絡調整

7万円 7万円 企画政策課

体育振興課
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Ⅳ 重点施策・重点事業 

 

 

 第５次総合計画で掲げる目指すまちの将来像である『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』の実現に向け、本市の現状と課題、社会経

済の動向、市民ニーズなどを踏まえたうえで、「選択と集中」に基づく限られた財源

の効果的な配分による市政運営を推進する必要があります。 

そのため、総合計画の分野ごとに示されている５３の「推進すべき施策」（１頁参

照）のうち、平成３０年度から平成３１年度の２年間で、市政運営上特に重きを置

いて推進する施策を「重点的・優先的に推進すべき施策（重点施策）」として設定し

ています。 

 

 

重点施策の選定基準と重点事業設定の考え方 

 重点施策の選定にあたっては、次の視点により、選定しています。 

 

① 重点目標を達成するために、特に推進すべき施策 

② 地域課題の解決に向けて、特に推進すべき施策 

③ 地域の振興及び地域経済の活性化のために、特に推進すべき施策 

 

 上記３つの視点に基づき重点施策を選定するとともに、重点施策を実現するため

の具体的な取組（事務事業）と総合計画に掲げるまちづくりを推進するために取り

組むべき主要な事務事業を重点事業として設定しています。 

なお、選定にあたっては、平成３０年度に実施するものにとらわれることなく、

平成３１年度以降に実施する予定であるものも含め、「１６」の重点施策と「４０」

の重点事業を選定しています。 

 また、重点施策と重点事業の体系とその概要は次頁以降に記載のとおりです。 



（２）生活環境
自然をいたわり環境にやさしい
まちづくり

①　自然環境の
　　保全

③　交通体系の
　　充実

２
　
生
活
・
環
境 ②　交通網の充実

（１）都市基盤 便利で快適に暮らせるまちづくり

①　都市計画の推進

③　広域連携の
　　推進

重点施策と重点事業の体系表

 大区分 中区分 重 点 目 標

（２）行財政運営 健全で効率的な行財政運営と自立
した自治体経営を確立するまちづ
くり

②　財政運営の
　　充実

１
　
自
治
体
運
営

（１）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 ①　情報共有・市

　　民参加と協働
　　の推進
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※１：太枠で囲われている施策が「重点的・優先的に推進すべき施策」である。
※２：「新規」：新たに重点事業に位置付けした事業。
　　　「継続」：引き続き重点事業に位置付ける事業。

40 頁

9
新エネルギー利活用事業
（継続）

41 頁

　省エネ法に基づく各公共施設のエネルギー使用量を削
減するため、日常的な取組のほか、公共施設等を省エネ
に配慮した設備へ更新することにより省エネルギーの推
進を図るとともに、「地球温暖化防止実行計画」に基づ
く、二酸化炭素排出量の削減を図ります。
　また、地球温暖化やオゾン層の破壊等の社会問題を解
決し、良好で快適な環境を次代に引き継ぐため、「環境
基本条例」に位置付けられている環境への負荷の少ない
持続的発展が可能な循環型社会を目指し、新エネルギー
の利活用事業を推進します。

8
地球温暖化・省エネルギー
対策推進事業（継続）

４　公共交通機関対策の推進
　少子高齢化や人口の減少が進むなかにあって、公共交
通機関は日常生活の交通手段として非常に重要な役割を
担っていることから、「芦別市地域公共交通会議」にお
ける検討結果を踏まえ、生活交通路線の維持を図るとと
もに、必要な交通手段を検討し、持続可能で 適な生活
交通路線の確保に努めます。

7
生活交通確保対策事業
（継続）

39 頁

　市民生活に欠かせない道路の安全を確保するため、危
険箇所の早期発見など道路状況の把握に努め、計画的に
道路整備を行います。

6

３　芦別駅前の振興
　芦別駅前をJR、バス、タクシー等の地域公共交通の拠
点として再整備を行い、市民、観光客などの交通利用者
の利便性向上と駅前地区の活性化を図ります。

5
芦別駅前広場等整備事
業(新規）

36 頁

２　広域連携の推進
　市民サービスの向上や効率的で効果的な行政運営が図
られる分野において、中空知圏域市町等との広域連携を
図り、市民負担の軽減に努めるほか、「中空知定住自立
圏」における中心市と連携市町が相互に役割分担と連携
を行い、圏域全体の必要な生活機能の確保を図ります。

4 広域連携の推進（継続） 35 頁

市民参加と協働の推進
（継続）

32 頁

道路整備事業（継続） 37 頁

推 進 す べ き 施 策 重 点 事 業

１　安定的な財政運営の推進
　将来にわたり健全で効率的な行政運営と自立した自治
体運営を図るため、行財政運営と改革の基本方針に基づ
いた行財政改革と財政健全化を推進します。
　また、旧緑小跡地の活用については、北海道と連携し
たまちなか道営住宅が完成し、隣接する市有地も簡易的
な広場として造成しましたが、平成30年度に策定する住
生活基本計画の中で改めて有効な活用策を検討します。

2
行財政改革の取組の推進
（継続）

33 頁

3

　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提供と広く意見を述べることが
できる環境づくりを図り、市民が主体となる自主・自立
のまちづくりを推進します。

1

旧緑ヶ丘小学校跡地利活
用の推進（継続）

34 頁
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③　除排雪対策

②　治山・治水・
　　河川整備

（３）安全・安心
　　　な生活

安全・安心に暮らせるまちづくり

①　消防・防災対策

⑥　公園・緑化の
　　充実

③　住宅環境の
　　充実

２
　
生
活
・
環
境

（２）生活環境
自然をいたわり環境にやさしい
まちづくり

②　環境衛生の
　　充実

重点施策と重点事業の体系表

 大区分 中区分 重 点 目 標
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　冬期間の安全・安心な道路環境を維持するため、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す
るとともに、除排雪機械の計画的な更新を行います。

20 除排雪対策事業（継続） 52 頁

　集中豪雨による被害を軽減するため、計画的に河川の
整備を図ります。

19 河川整備事業（継続） 51 頁

49 頁

18
防災対策推進事業
（継続）

50 頁

６　防災・減災対策の推進
　　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、災害が発生した場合に災害対策本部となる市総合庁
舎の建替えを基本に財源対策を含め検討するとともに、
リアリティのある防災訓練を実施することにより、市民
の防災意識への高揚を図ります。

17
公共施設整備事業（継
続）

46 頁

15 定住促進事業（継続） 47 頁

　町内会など各種団体の協力により、「花いっぱい運
動」等を実施し、道路や公共施設の景観整備を図り緑化
によるまちづくりを進めます。

16 緑化推進事業（継続） 48 頁

５　移住・定住対策の推進
　地域の居住環境と入居者の利便性の向上を図るため、
西芦別及び頼城地区の改良住宅の移転集約事業を行なう
とともに、「すみれ団地」の移転建替事業を実施し、住
環境の整備を図ることにより定住の促進に努めます。
　また、地域おこし協力隊制度の活用や空き家・空き地
情報バンク事業、首都圏で開催されるふるさと回帰フェ
ア等へ参加することにより本市の魅力を発信し、移住者
の誘致を推進します。
　さらに持ち家取得奨励事業や人生の節目祝品贈呈事業
を推進するとともに、住宅改修促進事業や新規雇用に対
する奨励金の交付制度により雇用機会を創出し、移住・
定住の促進を図ります。

12
改良住宅移転集約事業
（継続）

44 頁

13
公営住宅建設事業（継
続）

45 頁

14
移住者誘致促進事業
（継続）

ごみの減量化とリサイクル
推進事業（継続）

42 頁

11
合併処理浄化槽設置促
進事業（継続）

43 頁

　４分別１０種類のごみの分別により資源ごみのリサイ
クルを行い、ごみの減量化とごみ処理センターの延命化
を図ります。
　また、公共下水道計画区域外の地域において、生活環
境の向上を図るため、合併処理浄化槽設置補助事業を継
続して行います。

10

推 進 す べ き 施 策 重 点 事 業
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（４）観光
訪れてみたいと感じる魅力ある
観光のまちづくり

①　観光事業の
　　振興

（３）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

①　雇用・労働
　　環境の充実

（２）商工鉱業
活力がみなぎる商工鉱業の
まちづくり

①　商業の振興

②　工鉱業の振興

②　林業の振興

 大区分 中区分 重 点 目 標

３
　
産
業
・
経
済

（１）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

①　農業の振興

重点施策と重点事業の体系表
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61 頁

30
観光振興推進事業
（継続）

62 頁

　健夏まつりやキラキラフェスタあしべつ等のイベント
に助成等を行い、市民や関係団体等の支援・協力のも
と、より個性的で魅力あるイベントとし、観光入込客数
と交流人口の増加を図ります。また、平成30年度に一般
社団法人となり、独立する芦別観光協会に対し、本市観
光振興の中心的役割を担うための運営を支援するととも
に、北海道観光振興機構等の観光関係団体や中空知広域
圏の各市町と連携するほか、江別市内４大学との連携事
業などを活用し、広域的な観光周遊ルートの創出や各種
事業を実施するとともに、札幌の地下街や大通公園等で
の観光PR活動や観光専用ホームページ、観光パンフレッ
トを活用し、道内外の観光客の誘客促進を図ります。

29
観光イベント推進事業
（継続）

59 頁

１０　雇用対策の推進
　市内における雇用環境が厳しいことから、新規雇用に
対する奨励金を交付することにより、雇用機会を創出
し、移住、定住の促進を図り、活力あるまちづくりを推
進します。

28 雇用奨励事業（継続） 60 頁

57 頁

９　企業振興の推進
　地域経済を取り巻く環境が極めて厳しいことから、企
業誘致・立地及び地場企業に対する支援策を強化するこ
とにより、企業振興による地域経済の活性化を図りま
す。
　また、住宅の改修工事や建築設備工事に係る費用の一
部を助成し、市民が安全で安心して住み続けられる住環
境の整備、市内建設産業の振興と雇用の安定を図りま
す。

26 企業振興事業（継続） 58 頁

27
住宅改修促進事業
（継続）

８　林業の振興
　国土の保全や水源かん養等、森林が持つ多面的機能を
持続的に維持していくため、森林環境の保全に努めると
ともに、エゾシカ等有害鳥獣による森林や農作物被害を
防止するため、駆除頭数の増加を図るほか、猟友会の協
力を得てハンターの育成を推進します。
　また、恵まれた森林環境を地域資源として活用し、林
業・林産業に携わる高度かつ専門的な職業能力を有する
人材を確保・育成するため、道立による林業学校の設置
に向けた活動を官民一体で推進します。

23
林業振興対策の推進（継
続）

55 頁

24
有害鳥獣駆除対策事業
（継続）

56 頁

25
森林環境保全整備事業
（継続）

21
中山間地域等直接支払
事業（継続）

53 頁

22
農業振興対策事業
（継続）

54 頁

推 進 す べ き 施 策 重 点 事 業

７　農業の振興
　農業経営基盤強化や後継者の育成対策を継続して行
い、農商工連携による６次産業化や地産農作物を活用し
たブランド化の推進、地産地消の取組等を実施し、本市
の基幹産業である農業の振興を図ります。
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（２）福祉
健やかでぬくもりのある福祉の
まちづくり

②　高齢者福祉の
　　充実

④　多様な子育て
　　支援の充実

５
　
教
育
・
文
化

（１）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

④　芸術文化の
　　振興

４
　
保
健
・
医
療
・
福
祉

（１）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

①　保健の充実

③　医療の充実

②　食育の推進

重点施策と重点事業の体系表

 大区分 中区分 重 点 目 標
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１２　少子高齢化社会に対応した福祉の充実
　高齢者の安全・安心な生活を確保するため、緊急通報
システムの設置と冬期間における住宅の門口除雪を行い
ます。
　また、乳幼児等・重度心身障がい者及びひとり親家庭
等の未就学児に対する医療費の自己負担の無料化を引き
続き中学生まで実施するとともに、多子世帯に対する保
育料の優遇、低所得者家庭に対する保育料の軽減など、
子育て世帯の負担軽減を図ります。
　さらに、子ども・子育て支援事業計画に基づき、一人
ひとりの子どもに質が高くきめ細やかな教育・保育環境
の提供及び子育て支援の拠点施設である子どもセンター
を中心とした各種事業の促進並びに総合的な子育て支援
を推進します。

35
高齢者福祉対策事業
（継続）

67 頁

36
子育て支援対策事業
（継続）

68 頁

１３　芸術文化の推進
　市民に芸術や音楽に触れる機会を創出し、市民の生活
文化の向上を図ります。

37 芸術文化の推進（継続） 69 頁

医師・看護師確保対策事
業（継続）

66 頁

　生活習慣病等の予防や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、各種検診を実施するとと
もに、各種予防接種の実施により感染症を予防し、市民
の健康増進を図ります。

31

１１　医師・看護師確保対策の推進
　市立芦別病院においては、医師や看護師の確保が非常
に厳しい環境にあり、地域の中核病院として、地域医療
を維持するためには、医師・看護師を確保することが重
要課題であることから、修学資金貸与制度を継続すると
ともに、看護師就業支援金貸与制度を継続することによ
り、市外からの看護師確保や潜在看護師の確保に努めま
す。
　また、使用していない医師住宅を改修して、平成２６
年４月に院内保育所を開所・運営しており、育児中の医
師・看護師の早期の職場復帰を促進します。

34

生活習慣病予防対策事
業（継続）

63 頁

32
感染症予防対策事業
（継続）

64 頁

　「第３次食育推進計画」に基づき、家庭を中心に各団
体及び行政が協力・補完し、充実した食育を推進しま
す。

33 食育推進事業（継続） 65 頁

推 進 す べ き 施 策 重 点 事 業
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（３）スポーツ
気軽にスポーツに親しめる
まちづくり

②　スポーツ合宿
　　の推進

③　高等学校教育
　　の推進

５
　
教
育
・
文
化

（２）学校教育
地域に根ざした学校教育を
進めるまちづくり

②　小中学校教育
　　の推進

重点施策と重点事業の体系表

 大区分 中区分 重 点 目 標
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72 頁
１６　合宿振興事業の推進
　本市は、全日本女子バレーボールチームホームタウン
の指定を受け、スポーツ振興及び地域経済活性化策とし
て合宿誘致事業を積極的に推進しており、合宿受入団体
数が全道でも常に上位に位置していることから、今後
も、交流人口の増加を図る取組を進めるとともに、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に努め
ます。

40 合宿振興事業（継続）

小中学校教育推進事業
（継続）

70 頁

１５　芦別高校支援の推進
　芦別高校は、普通科３間口、定員１２０人の募集と
なっていますが、保護者の負担軽減による市外からの生
徒確保と市内中卒者の地元進学の定着を促進するため、
通学費及び検定試験の受験料等の助成を継続して実施し
ます。また、外国語教育の充実を図るため英語指導助手
の派遣、進路選択の動機付けや進路希望を叶えるための
学力向上対策として学校が取り組む事業に対する助成を
継続して実施することにより支援の推進を図ります。

39
芦別高校支援事業
（継続）

71 頁

１４　小中学校教育の充実
　質の高い教育環境づくりのため、小中一貫教育、コミュニ
ティ・スクールと特別支援教育を重点施策として推進します。
　小中一貫教育における確かな学力の育成のため、個の学習状
況に応じた指導の充実及び学習規律・授業ルールの定着を図
り、学習指導の工夫・授業改善に努めます。さらに小中一貫性
のある学びの連続性・系統性を実現するため、教職員の研修機
会の創出に努め、教職員と児童生徒が小中学校相互の教育活動
を通じて交流の深化を図る取組を実施します。また、コミュニ
ティ・スクールに関する取組として、平成３１年度の導入に向
け、先進地視察・研修会等の取組を行います。
　特別支援教育の充実を図るため、全小中学校に学習支援員を
配置して特別な配慮を必要とする児童生徒への適切な指導及び
必要な支援を行うほか、芦別市特別支援教育連携協議会を核と
して、相談・支援業務を行う体制の充実に努めます。

38

推 進 す べ き 施 策 重 点 事 業
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写真差替え

　市長への手紙・電子メール、意見箱、まちづくり意見はがき

　市民参加と協働の推進に向けた取組みの実施

これらの取組を毎年度継続して行ないます。

「まちづくり懇談会」 市民参加と協働のコーナー(市役所1F)

主な取組内容（平成30度～平成31年度）

　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

　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、市長への手紙・まちづくり意見はがき等ににより、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ます。
　また、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。

重点事業１

市民参加と協働の推進 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係・企画政策課秘書係　担当＞

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

主な事業内容
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　市民の福祉増進や市民生活の安全・安心を確保するための施策の推進と、健全財政の堅持に
向けた取り組みのバランスを図りながら、保留資金の取り崩しに頼らずに収支の均衡を保つこ
とができる財政構造へ転換するため、芦別市行財政改革推進計画の後継計画として策定した
「行財政運営と改革の基本方針（平成30年度～平成34年度）」及び「財政基盤強化集中改革
プラン（平成30年度～平成34年度）」の取り組みを推進し、芦別の確かな未来やまちの成長
と発展につなげ、力強く進展する芦別を目指します。

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

主な事業内容

重点事業２

行財政改革の取組の推進 【継続】

＜行財政改革推進課行革推進係　担当＞

主な取組内容

　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

　公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等総合管理計画第１期アクションプランの進行管理

行財政改革推進の体系図
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取組の時期

重点事業３

旧緑ヶ丘小学校跡地利活用の推進 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係・都市建設課土木係　担当＞

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

主な事業内容

　
　旧緑ヶ丘小学校の跡地活用にあたっては、北海道と連携した「まちなか居住」を推進するた
めに道営住宅２棟と集会施設の建設に合わせて、隣接する市有地については、平成２９年度に
簡易的な広場として造成しましたが、平成３０年度に策定する住生活基本計画の中で改めて有
効な活用策を検討します。

■　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

■　整備の概要
　○道営住宅の整備
　○集会所の整備

スケジュール

平成30年度 平成31年度

市有地の活用方法の検討 検討結果に基づく取組みの推進

市有地
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総合計画の体系 １自治体運営  行財政運営 ③広域連携の推進

重点事業４

広域連携の推進 【継続】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜企画政策課まちづくり推進係　担当＞

・し尿等の共同処理　　・戸籍事務電算システムの共同運用

主な事業内容

　市民サービスの向上や効率的で効果的な行政運営が図られる分野において、中空知圏域市町
等との広域連携を図ることとし、戸籍事務電算システムの共同運用、し尿等の共同処理の取組
等を進め、市民負担の軽減に努めるとともに、平成26年7月に滝川市及び砂川市と圏域８市
町それぞれの間で締結した「定住自立圏形成協定」により、圏域の将来像を定める「中空知定
住自立圏共生ビジョン」に基づき具体的な取り組みを進め、毎年見直しを図ります。

主な取組内容（平成30年度～平成31年度）

・中空知定住自立圏「しごとの魅力発信と総合的な就業・移住支援」事業

・空知地域創生協議会「空知地域の総合的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」

滝川市

新十津川町

砂川市

奈井江町

雨竜町

浦臼町

美唄市

中空知定住自立圏の形成
中空知広域市町村圏組合

中空知医療圏・戸籍システム共同運用

中空知衛生施設組合

石狩川流域下水道組合・し尿等の共同処理

夕張市 三笠市

芦別市

空知産炭地域５市１町

赤平市

歌志内市

上砂川町

空知地域創生協議会

滝川地区広域消防事務組合

月形町
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6,000万円

(6,000万円)

市の負担額

【うち市債(借金)】

重点事業５

芦別駅前広場等整備事業 【新規】

主な経費

＜企画政策課まちづくり推進係、都市建設課土木係　担当＞

 都市基盤 ①都市計画の推進

年度 取組内容 事業費 事業の財源

総合計画の体系 ２生活・環境

主な事業内容

 
　芦別駅前における地域公共交通機能の向上と駅前地区の活性化を図るために、芦別駅前を
JR、バス、タクシー等の地域公共交通の拠点として再整備を行い、市民、観光客などの交通利
用者の利便性を向上させるほか、駅前を中心とした賑わいの創出、駅前商店街の活性化、地域
コミュニティの促進を図ります。

歩行者専用道路工事

30

芦別駅前広場等整備事業 駅前広場整備工事 6,000万円 市の負担額

市道切替工事 【うち市債(借金)】

平成30年度総事業費 6,000万円

31

平成31年度総事業費 万円
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9,200万円

【うち市債(借金)】 (6,910万円)

31

道路改良事業 上芦別あかしや3番線ほか7路線 7,600万円 国の負担額 750万円

道路維持事業 区画線・舗装補修 2,350万円 市の負担額

平成31年度総事業費 9,950万円

5,175万円

【うち市債(借金)】 (3,870万円)

30

道路改良事業 西4丁目3線ほか2路線 4,249万円 国の負担額 784万円

道路維持事業 区画線・舗装補修 1,710万円 市の負担額

平成30年度総事業費 5,959万円

年度 取組内容 事業費 事業の財源

総合計画の体系 ２生活・環境  都市基盤 ②交通網の充実

主な事業内容

　基本目標である「環境にやさしく、快適で安心に暮らせるまち」の取組みに向け、道路環境
の整備を実施することは重要であり、生活に欠かせない道路の安全を確保するため、道路パト
ロール等の充実を図りながら危険箇所の早期発見、道路状況の把握に努め道路整備事業を計画
的に進めます。

重点事業６

道路整備事業 【継続】

＜都市建設課土木係　担当＞

「西４丁目３線」 「東１丁目１線」

主な経費
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平成30年度 道路改良等事業位置図

北４条１線道路改良工事

L= 52m W=6.9m

西４丁目３線道路改良工事

L= 71m W=6.9m

東１丁目１線道路改良工事

L= 110m W=7.5＋1.7m
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重点事業７

生活交通確保対策事業 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係・市民課生活交通係　担当＞

総合計画の体系 ２生活・環境  都市基盤 ③交通体系の充実

主な事業内容

　高齢化が急速に進展しているなか、交通弱者の通院や買い物などといった生活の足を確保
し、地域で安心して暮らすことができるよう、「芦別市地域公共交通会議」における方向性を
踏まえ、必要な生活交通路線の確保対策と快適な生活環境の維持に努めます。
　また、JR北海道から見直しの対象とされている根室線については、本市を含む沿線自治体
で構成する根室本線対策協議会が一体となり、維持・存続に向けて、利用促進策等の検討や関
係機関等に対する要請行動を展開していきます。

「市内路線バス（キラキラバス）」 「ＪＲ根室線　芦別駅」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

30

地域公共交通会議 25万円

根室本線対策協議会負担金 15万円

生活交通確保対策

市の負担額 2,784万円

2,744万円

平成30年度総事業費 2,784万円

2,784万円

2,744万円

31

地域公共交通会議 25万円 市の負担額

根室本線対策協議会負担金 15万円

生活交通確保対策

平成31年度総事業費 2,784万円
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平成30年度総事業費 4万円

重点事業８

地球温暖化・省エネルギー対策推進事業 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係　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

年度 取組内容 事業費 事業の財源

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ます。
　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に向けて、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「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。

「市総合庁舎」 「木質チップボイラー」

主な経費

市の負担額 4万円

参加

30

地球温暖化・省エネ対策推進
事業

講習会・事例発表会への 4万円

平成31年度総事業費 4万円

31

地球温暖化・省エネ対策推進
事業

講習会・事例発表会への 4万円 市の負担額 4万円

参加

- 40 -



 

31

木質バイオマス利用促進事業 予算を要しない 市の負担額

平成31年度総事業費 1,873万円

1,873万円

木質バイオマスエネルギー利用促進助成 1,873万円

30

木質バイオマス利用促進事業 予算を要しない 市の負担額

平成30年度総事業費 1,873万円

1,873万円

木質バイオマスエネルギー利用促進助成 1,873万円

主な事業内容

　本市では、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を作り、良好で快適な環境
を次代に引き継ぐことを目的に環境基本条例を制定し、環境基本計画に位置付けられている循
環型社会の構築を目指す取組みを推進しています。
　地域特性を活かした産業の振興と地域の活性化を目指し、新エネルギーである木質バイオマ
スを有効利用したチップボイラーの安定的な運用を確立するとともに、芦別木質バイオマス開
発協同組合に対し、木質チップ燃料の供給体制確立に向けた支援を行います。

「木質バイオマス利用促進事業」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

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

重点事業９

新エネルギー利活用事業 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係・農林課林務係　担当＞
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総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ①自然環境の保全

重点事業１０

ごみの減量化とリサイクル推進事業 【継続】

＜市民課環境衛生係　担当＞

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、使用済小型家電を4か所、古着を12か所で拠点回収し、レアメタル及び繊維類のリサイクル
に努めます。

※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

30

ごみ減量化推進事業 廃棄物減量等推進会議の開催等 12万円

使用済小型家電の回収・リサイクル事業

市の負担額 3,368万円

生ごみの広域共同処理事業 中空知衛生施設組合負担金 3,326万円

古着の回収・リサイクル事業 予算を要しない

30万円

平成30年度総事業費 3,368万円

3,368万円

31

ごみ減量化推進事業 廃棄物減量等推進会議の開催等 12万円 市の負担額

古着の回収・リサイクル事業 予算を要しない

使用済小型家電の回収・リサイクル事業 30万円

生ごみの広域共同処理事業 中空知衛生施設組合負担金 3,326万円

平成31年度総事業費 3,368万円
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合併処理浄化槽設置補助事業 １基

合併処理浄化槽設置補助事業 １基

平成30年度総事業費 85万円

【うち市債（借金）】

平成31年度総事業費 85万円

31

85万円 国の負担額 11万円

市の負担額 74万円

【うち市債（借金）】 (70万円)

11万円

市の負担額 74万円

(70万円)

30

85万円 国の負担額

「合併処理浄化槽イメージ図」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　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とから、環境省が所管する「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促進を図ります。

重点事業１１

合併処理浄化槽設置促進事業 【継続】

＜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 ②環境衛生の充実

主な事業内容
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重点事業１２

改良住宅移転集約事業 【継続】

＜都市建設課住宅係　担当＞

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

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50年築「西芦別団地」

主な取組内容

　対象となる団地の移転集約継続

取組の時期

スケジュール

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度以降

昭和49年築頼城団地
6棟28戸、除却

昭和50～51年築西芦別団
地10棟40戸、除却

昭和50～51年築西芦別団
地8棟32戸、除却

昭和50～51年築西芦別団地
7棟28戸、昭和52～53年築
青葉団地20棟112戸

昭和50～51年築西芦別団
地25棟100戸、昭和52～53
年築青葉団地20棟112戸

移転集約完了
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外構整備工事

工事監理業務委託

実施設計・地質調査委託

公営住宅建替工事

工事監理業務委託

集会所除却工事

取組の時期

スケジュール

「すみれ団地」完成図

主な取組内容

　すみれ団地の住棟及び集会施設の建替

平成30年度 平成31年度 平成32年度

公営住宅建替工事

工事監理業務委託

集会所建替・外構整備工事

集会場基本・実施設計委託

　「すみれ団地」は建設されてから３７年～４４年経過しているため老朽化が著しく、入居者
の住環境及び住棟の維持管理を考えると早期の建替えが必要と判断し、「芦別市公営住宅等長
寿命計画」に基づき、順次建替事業を実施し、併せて当該団地に隣接して老朽化した集会施設
の建替えも行います。
　なお、本事業は国の「地域居住機能再生推進事業」の補助により実施します。

重点事業１３

公営住宅建設事業 【継続】

＜都市建設課住宅係　担当＞

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

主な事業内容
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空き家・空き地情報バンク事業 予算を要しない

76万円

「地域おこし協力隊制度の活用により農業担い手
（水稲、メロン）を採用し、本市への定住や主要
産業振興による地域の活性化を推進」

「首都圏プロモーション活動」

1,656万円1,580万円 市の負担額

取組内容 事業費

主な経費

事業の財源

30

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

移住者誘致促進事業 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係・都市建設課住宅係　担当＞

主な事業内容

　直接的に移住者の確保に結びつけるため、現在雇用されている隊員２名に加え、移住定住対
策分野から１名、農業分野から２名を「地域おこし協力隊」の制度を活用して誘致し、本市へ
の移住に結び付ける取組を進めます。
　また、本市の生活環境や移住・定住施策のＰＲ、移住希望者の相談に応じるため、首都圏で
開催されるふるさと回帰フェア等に参加するほか、関係機関、団体や市内企業等と連携して、
本市のＰＲや情報発信に努めるとともに、「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。

年度

空き家・空き地情報バンク事業
31

平成31年度総事業費 1,501万円

市の負担額

首都圏プロモーション活動 76万円

予算を要しない

首都圏プロモーション活動

地域おこし協力隊事業

平成30年度総事業費

地域おこし協力隊事業 1,425万円 1,501万円

1,656万円
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年度 取組内容 事業費 事業の財源

重点事業１５

定住促進事業 【継続】

＜企画政策課まちづくり推進係・市民課市民年金係・都市建設課住宅係　担当＞

総合計画の体系 ２生活・環境  生活環境 ③住宅環境の充実

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。

　「マイホーム建設の促進に」　　　　　　　　　　　　　「人生の節目に」

主な経費

2,001万円

人生の節目祝品事業 結婚３０組、出産５０人 801万円 【うち市債（借金）】

30

持ち家取得奨励金事業 新築４件、中古２３件 1,200万円 市の負担額

(1,530万円)

2,001万円

人生の節目祝品事業 結婚３０組、出産５０人 801万円 【うち市債（借金）】 (1,530万円)

市の負担額

平成30年度総事業費 2,001万円

31

持ち家取得奨励金事業 新築３件、中古２３件 1,200万円

平成31年度総事業費 2,001万円
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(550万円)花と木植栽事業 花や樹木の植栽 109万円 【うち市債（借金）】

31

花いっぱい運動推進事業 植樹桝等の花の植栽 453万円 市の負担額

平成31年度総事業費 562万円

562万円

30

花いっぱい運動推進事業 植樹桝等の花の植栽 453万円 市の負担額

平成30年度総事業費 562万円

562万円

花と木植栽事業 花や樹木の植栽 109万円 【うち市債（借金）】 (550万円)

年度 取組内容 事業費 事業の財源

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

　町内会や各種団体などの協力を得て、道路の植樹桝や公共施設の花壇に花苗を植栽し景観整
備を行います。また、まちづくりの将来像である「環境にやさしく快適で安心して暮らせるま
ち」に基づき、「花いっぱい運動」、「花と木・緑化推進事業」に取組み、まち並みに花と木
が満ちあふれ、市民や来訪者が観光スポットとして楽しんでもらえるまちづくりを進めます。

「花いっぱい運動」 「花と木・緑化推進事業」

主な経費

重点事業１６

緑化推進事業 【継続】

＜都市建設課土木係　担当＞
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■　建替えが必要な公共施設

　①　市総合庁舎

取組の時期

スケジュール

平成30年度 平成31年度 平成32年度

整備方法の検討

　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
として機能を維持できるよう、災害対策本部である市総合庁舎の建替えを基本に財源対策を含
めて検討します。

重点事業１７

公共施設整備事業 【継続】

＜総務課総務防災係　担当＞

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

主な事業内容
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　「自助」、「共助」、「公助」による防災体制を強化するため、町内会の自発的な自主防災
組織の設置促進と育成を図りながら、組織の防災活動に対して可能な支援を行うとともに、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、リアリティのある防災訓練を実施する
ことにより、市民の防災意識の高揚を図ります。
　また、災害が発生した際に、全国から集まる災害ボランティアを受け入れすることができる
ように、地域の受援力を高めるよう努めます。
　更に、北海道から指定を受けている「土砂災害危険箇所」について、基礎調査の結果を踏ま
えて「土砂災害警戒区域等」の指定の促進を図ります。

「防災訓練（積み土のうを作成）の様子」 「防災訓練（避難所開設運営訓練）の様子」

主な経費

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

主な事業内容

重点事業１８

防災対策推進事業 【継続】

＜総務課総務防災係　担当＞

年度 取組内容 事業費 事業の財源

30

防災訓練業務 39万円

防災協定の締結

自主防災組織の設置促進

平成30年度総事業費 39万円

市の負担額 39万円

31

防災訓練業務 39万円 市の負担額

平成31年度総事業費 39万円

自主防災組織の設置促進

39万円

防災協定の締結
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　近年、春先の融雪や夏場の集中豪雨等により河川が増水し、隣接している農地や耕作道が洗
堀される被害が多数発生してる状況です。
　このような被害を少しでも軽減するため、一定程度の河川断面を確保する必要があり、計画
的な河川整備事業を実施することで、河川の増水による農地や耕作道の被害を抑制し安定した
農業経営の振興が図られます。

重点事業１９

河川整備事業 【継続】

＜都市建設課土木係　担当＞

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

主な事業内容

「二股川」 「新城川」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

1,690万円

【うち市債(借金)】 (1,520万円)

30

河川整備事業 二股川 1,690万円 市の負担額

平成30年度総事業費 1,690万円

1,350万円

新城川 600万円 【うち市債(借金)】

31

河川整備事業 泥川 750万円 市の負担額

平成31年度総事業費 1,350万円

(1,210万円)
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1億9,913万円

平成31年度総事業費　 2億4,293万円

除排雪業務委託 2億713万円

除雪ロータリー 3,580万円

除排雪業務委託 1億9,913万円

2億3,293万円

【うち市債（借金）】 (1,570万円)

31

除排雪事業 国の負担額 1,000万円

除雪機械整備事業 市の負担額

1億9,463万円

30

除排雪事業 国の負担額 450万円

市の負担額

平成30年度総事業費　

「計画的な更新を必要とする市保有の除排雪機械」 「市内幹線道路の排雪状況」

主な経費

年度 事業の財源事業費取組内容

　
　冬期間において市民が安全・安心に生活できる道路環境を維持するため、除排雪計画に基づ
き業務を実施するとともに、除排雪機械の更新と整備の充実を図ります。
　また、除排雪業務を芦別道路維持管理協同組合に全面委託することで、作業従事者の確保や
育成、人員体制の強化に努め、連携を図りながら交通網の確保と安全に配慮した除排雪対策事
業を実施します。

重点事業２０

除排雪対策事業 【継続】

＜都市建設課土木係　担当＞

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

主な事業内容
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重点事業２１

中山間地域等直接支払事業 【継続】

＜農林課農政係　担当＞

■交付対象面積
　田(急傾斜) 485ｈａ,(緩傾斜)１，１22ｈａ
　畑(急傾斜)　　3ｈａ,(緩傾斜)  　 188ｈａ
　草地(急傾斜)　2ｈａ,(緩傾斜)  　 １23ｈａ

■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

※多面的機能の維持を図る取り組み、農地の草刈、
水路の清掃・草刈、農道の草刈及び水路の維持や農
村景観整備等に使用されています。

「中山間地域の農地」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ①農業の振興

主な事業内容

　
　農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため支援を行い、農業や集落
の維持を通じて多面的機能の確保、地域の活性化を法律に基づいた安定的な措置で実施しま
す。

道の負担額 5,067万円

中山間地域等直接支払事業 補助金 2億296万円 国の負担額 1億148万円

市の負担額 5,081万円

平成30年度総事業費 2億296万円

31

中山間地域等直接支払事業 補助金 2億296万円 国の負担額 1億148万円

30

平成31年度総事業費 2億296万円

道の負担額 5,067万円

市の負担額 5,081万円
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平成31年度総事業費 1,330万円

市の負担額 294万円

国の負担額 965万円

経営体の育成・確保のための支援 600万円 道の負担額 71万円

平成30年度総事業費 1,467万円

31

農業振興対策 生産調整円滑化の推進など 634万円

農業振興条例に基づく補助事業 96万円

30

農業振興対策 生産調整円滑化の推進など 634万円

71万円

農業振興条例に基づく補助事業 96万円 市の負担額 272万円

「農商工連携によって発売した・清酒」 「農業用機械等の導入支援」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

国の負担額 1,102万円

経営体の育成・確保のための支援 737万円 道の負担額

　
　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
　・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
　・施設園芸作物が抱える課題解決に対する取組み
　・地産地消及び環境保全型農業の推進

重点事業２２

農業振興対策事業 【継続】

＜農林課農政係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ①農業の振興

主な事業内容
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平成31年度総事業費 358万円

市の負担額 358万円

258万円

平成30年度総事業費 858万円

31

林業学校設立・誘致期成会事業 100万円

30

林業学校設立・誘致期成会事業 100万円

木質チップ用試験林造成業務委託料

木質チップ用試験林造成業務委託料 258万円

市の負担額 858万円

民有林の購入 500万円

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　
　森林が有する多面的機能の持続的発揮と増進を図るため、恵まれた森林環境を地域資源とし
て活用し、林業・林産業に携わる高度かつ専門的な職業能力を有する人材を確保・育成するた
め、道立による林業学校の設置に向けた活動を官民一体で推進します。
　また、林業によるまちづくりを推進するため、市内の民有林の購入を行い、市有林の循環型
森林施業の確立を図るとともに、木質バイオマスの原材料の安定的な確保を図るため、早生樹
の試験栽培に取り組みます。

重点事業２３

林業振興対策の推進 【継続】

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ②林業の振興

主な事業内容

＜企画政策課まちづくり推進係・農林課林務係　担当＞
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　エゾシカ・ヒグマ及びカラス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り、農業、林業への被害防止対策を推進します。
　また、有害鳥獣被害防止対策の実施にあたっては、銃猟免許取得奨励金を交付するととも
に、芦別猟友会の協力を得てハンターの育成を推進します。

重点事業２４

有害鳥獣駆除対策事業 【継続】

＜農林課林務係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ②林業の振興

主な事業内容

「エゾシカ 」 「ヒグマ」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

1,297万円

ヒグマ捕獲　　      10頭

30

駆除対策事業 エゾシカ捕獲　　　 700頭 1,297万円 市の負担額

アライグマ・キツネ捕獲　400頭

平成30年度総事業費 1,297万円

銃猟免許取得奨励金　 2人

カラス追い払い等　  20回

カラス追い払い等　  20回
31

駆除対策事業 エゾシカ捕獲　　　 700頭 1,424万円

アライグマ・キツネ捕獲　400頭

平成31年度総事業費 1,424万円

銃猟免許取得奨励金　 2人

市の負担額 1,424万円

ヒグマ捕獲　　      10頭
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作業路造成31

森林環境保全整備事業 人工造林 3,862万円 道の負担額

間伐

平成31年度総事業費 3,862万円

2,648万円

下刈 市の負担額 1,214万円

作業路造成30

森林環境保全整備事業 人工造林 3,815万円 道の負担額

間伐

平成30年度総事業費 3,815万円

2,600万円

下刈 市の負担額 1,215万円

「森林の整備」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　
　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、市有林の人工造林・
下刈り・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。

重点事業２５

森林環境保全整備事業 【継続】

＜農林課林務係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  農林業 ②林業の振興

主な事業内容
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31

企業振興事業補助金 各種支援事業 1,000万円 産業振興基金

平成31年度総事業費 1,000万円

500万円

市の負担額 500万円

30

企業振興奨励金 ４社 7,599万円 産業振興基金

平成30年度総事業費 8,599万円

1,000万円

企業振興事業補助金 各種支援事業 1,000万円 市の負担額 7,599万円

別図のとおり

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　
　地域経済を取り巻く環境が極めて厳しいことを鑑み、企業誘致・立地及び地場企業に対する
支援策の強化を図ることにより、企業振興による地域経済の活性化を図ります。

重点事業２６

企業振興事業 【継続】

＜商工観光課商工振興係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  商工鉱業 ①商業の振興

主な事業内容

対象業種：製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業 対象：中小企業者、中小企業団体等、その他

■設備投資に対する奨励金の交付

設備投資額２億円超

（償却資産の取得を必須条件） １億円

設備投資額５００万円超 (1年度70％)

（償却資産の取得を必須条件） (2年度30％)

※本市にて１年以上操業しているもの

■設備投資に対する税の優遇制度

設備投資額２,７００万円超

（償却資産の取得を必須条件）

100万円

10万円

2/3以内

50万円

2/3以内

1/2以内

1/2以内

2/3以内

200万円

1/2以内

限度額補助率

200万円

100万円

補助メニュー 主な内容

商工業活性化講演会等の開催

空き地又は空き店舗活用事業

商工業活性化事業

空き地空き店舗活用の賃借料

人材育成事業

1/2以内 300万円

1/2以内

1/2以内

200万円

300万円

1/2以内
月額5万円

200万円

店舗リニューアル事業

新分野進出事業

起業化支援事業

新製品等の試作品、製品製作

地元産品使用の加工品等の開発

展示会、見本市への参加等

スキルアップ研修等への社員派遣

新製品製作への技術指導等

自己所有店舗の改修

商工業活性化イベントの開催

新製品又は新技術開発事業

販路開拓促進事業

特産品開発事業

起業に必要な施設建築事業

新分野進出への研究、建築事業等

空き地空き店舗活用の改修

限度額

新設
増設

適用条件 主な内容

固定資産税の
５年間全額免除

新設
増設

適用条件 助成率

投資額の50％

投資額の30％

芦別市企業振興促進条例に基づく助成措置 芦別市企業振興事業補助金交付条例に基づく助成措置
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(950万円)

31

住宅改修事業費助成事業 高齢者等住宅改修助成 40万円 国の負担額

住宅改修助成 900万円 【うち市債(借金)】

平成31年度総事業費 1,000万円

45万円

耐震改修住宅助成 60万円 市の負担額 955万円

(950万円)

30

住宅改修事業費助成事業 高齢者等住宅改修助成 40万円 国の負担額

住宅改修助成 900万円 【うち市債(借金)】

平成30年度総事業費 1,000万円

45万円

耐震改修住宅助成 60万円 市の負担額 955万円

「住宅改修（リフォーム）」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　
　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等を目的に、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２０万円を限度に助成を行うほか、高齢者向け
バリアフリー工事及び耐震化対策工事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、市内個人住宅の改修を促進します。

重点事業２７

住宅改修促進事業 【継続】

＜都市建設課住宅係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  商工鉱業 ①商業の振興

主な事業内容
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　市内における雇用環境が厳しいことに鑑み、新規雇用に対する奨励金を交付することによ
り、雇用機会の創出及び定住並びに移住を促進し、活力あるまちづくりを推進します。

重点事業２８

雇用奨励事業 【継続】

＜商工観光課商工振興係　担当＞

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

主な事業内容

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

市の負担額 1,500万円

雇用拡大奨励金(債務負担分) 30万円×2人 60万円

ふるさと就職奨励金(債務負担分) 1年次10万円×23人 230万円

ふるさと就職奨励金(債務負担分) 2年次10万円×20人 200万円

新規学卒者雇用奨励金(債務負担分) 2年次30万円×10人 300万円

ふるさと就職奨励金(債務負担分) 3年次10万円×8人 80万円

新規学卒者雇用奨励金(債務負担分) 3年次20万円×4人 80万円

3,230万円

雇用拡大奨励金(債務負担分) 30万円×10人 300万円

新規学卒者雇用奨励金(債務負担分) 1年次50万円×30人 1,500万円

新規学卒者雇用奨励金(債務負担分) 2年次30万円×11人 330万円

ふるさと就職奨励金(債務負担分) 1年次10万円×50人 500万円

新規学卒者雇用奨励金(債務負担分) 3年次20万円×10人 200万円

2年次10万円×20人 200万円ふるさと就職奨励金(債務負担分)

別図のとおり

ふるさと就職奨励金(債務負担分) 3年次10万円×20人 200万円

市の負担額

平成30年度総事業費 1,500万円

31

30

新規学卒者雇用奨励金(債務負担分) 1年次50万円×11人 550万円

平成31年度総事業費 3,230万円

対象事業者：中小企業者、協同組合、企業組合、社会福祉法人、医療法人・個人、

 学校法人等 　大学、専門学校又は専修学校を卒業して１年以内の３０歳未満

　の者

対象者：①市内に居住する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

事業名 事業内容 奨励金の額

３０歳未満の新規学卒者及

び５０歳未満のＵターン・
Ｉターン者が常用労働者と
して市内企業に雇用された

場合に本人に対して交付す
る。

雇用された者に対し

３０万円
(１年につき10万円分
の地域限定商品券を3

年間交付）

ふるさと就職
奨励事業

②Ｕターン・Ｉターンにより市内に転入し、市内事業所

　に就職した５０歳未満の者

１人につき

１００万円
(１年度50万円、２年

度30万円、３年度20
万円、2人限度)

事業内容 奨励金の額

雇用拡大
奨励事業

50歳未満の常用労働者を新

たに雇用したことによっ
て、前年より雇用人数が増
加した場合に事業所に対し

て交付する。

１人につき

３０万円
(3人限度)

新規学卒者雇
用奨励事業

事業名

市内に居住する新規学卒者（中

学校、高校、大学、専門学校

等を卒業して１年以内の３０
歳未満の者）を常用労働者（正

社員）として雇用した場合に事

業所に対して交付する。

新たな常用労働者を雇用した場合の奨励金 Ｕターン・Ⅰターン者等が常用労働者として雇用された場合の奨励金
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「健夏まつり（健夏山笠）」 「健夏まつり（千人踊り）」 「キラキラ☆フェスタ」

　
　健夏山笠、千人踊りなどの多彩な行事が繰り広げられる「健夏まつり」、食と観光をテーマ
とした「キラキラ☆フェスタあしべつ」に対し、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るとともに、本市にある観光資源を有効に
活用した新たなイベントの可能性を検討します。

重点事業２９

観光イベント推進事業 【継続】

＜商工観光課観光振興係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  観光 ①観光事業の振興

主な事業内容

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

898万円

キラキラフェスタあしべつ開催補助 300万円 【うち市債(借金)】 (850万円)

30

健夏まつり開催委託 598万円 市の負担額

平成30年度総事業費 898万円

平成31年度総事業費 898万円

898万円

31

健夏まつり開催委託 598万円 市の負担額

(850万円)キラキラフェスタあしべつ開催補助 300万円 【うち市債(借金)】
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(190万円)

観光環境美化事業 36万円

観光振興団体事業運営用務 2,032万円 【うち市債(借金)】

31

観光振興・宣伝事業 397万円 市の負担額

平成31年度総事業費 2,465万円

平成30年度総事業費 2,465万円

2,465万円

【うち市債(借金)】 (190万円)

観光事業振興基金 145万円

観光振興団体事業運営用務 2,032万円 市の負担額 2,320万円

30

観光振興・宣伝事業 397万円

観光環境美化事業 36万円

「江別市内4大学との学生地域定着自治体連携事業『芦別モニタリングツアー』」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　
　平成30年度に一般社団法人となり、独立する芦別観光協会に対し、本市観光振興の中心的
役割を担うための運営を支援するとともに、北海道観光振興機構等の観光関係団体や中空知広
域圏の各市町と連携するほか、江別市内４大学との連携事業などを活用し、広域的な観光周遊
ルートの創出や各種事業を実施するほか、札幌の地下街や大通公園等での観光PR活動や観光
専用ホームページを活用し、道内外の観光客の誘客促進を図ります。

重点事業３０

観光振興推進事業 【継続】

＜商工観光課観光振興係　担当＞

総合計画の体系 ３産業・経済  観光 ①観光事業の振興

主な事業内容
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　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・前立腺）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。

重点事業３１

生活習慣病予防対策事業 【継続】

＜健康推進課健康推進係　担当＞

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ①保健の充実

主な事業内容

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

「がん検診」 「健康運動講座」

4万円

自殺予防対策 研修会の開催 4万円 道の負担額 50万円

30

生活習慣改善 健康運動講座、健康教育等 95万円 国の負担額

市の負担額 1,333万円

健康管理システム 保守点検手数料等 181万円 健康づくり財団助成金 22万円

受益者負担額 150万円

31

生活習慣改善 健康運動講座、健康教育等 95万円 国の負担額

受益者負担額

平成31年度総事業費 1,494万円

健康管理システム 保守点検手数料等 111万円 健康づくり財団助成金 22万円

がん検診集団・個別、特
定・骨祖・肝炎・健康診査

健診・検診 1,279万円

健診・検診
がん検診集団・個別、特
定・骨祖・肝炎・健康診査

1,279万円

自殺予防対策 研修会の開催 9万円

平成30年度総事業費 1,559万円

150万円

50万円

市の負担額 1,268万円

4万円

道の負担額
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国民健康保険特別会計
からの負担金

市の負担額 3,196万円

エキノコックス症検診 検診の実施 35万円 181万円

平成30年度総事業費 3,377万円

31

予防接種（集団、個別） 各種予防接種の実施 3,321万円

予防接種費用補助金 償還払 21万円

30

平成31年度総事業費 3,377万円

予防接種費用補助金 償還払 21万円

国民健康保険特別会計
からの負担金

市の負担額 3,196万円

エキノコックス症検診 検診の実施 35万円 181万円

予防接種（集団、個別） 各種予防接種の実施 3,321万円

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　予防接種法に基づく各種予防接種及びエキノコックス症検診を実施し、感染症を予防・早期
発見し、市民の健康増進を図ります。

重点事業３２

感染症予防対策事業 【継続】

＜健康推進課健康推進係　担当＞

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ①保健の充実

主な事業内容
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　「第３次食育推進計画」に基づき、家庭を中心に保育所、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、補完し合いながら、「周知」から「実践」につながる
「市民運動」としての取組を進め、より充実した食育を推進していきます。

重点事業３３

食育推進事業 【継続】

＜健康推進課健康推進係　担当＞

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ②食育の推進

主な事業内容

※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

         「食育体験会」　　　　 「食育展示」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

第３次食育推進計画の普及啓発
30

4万円

4万円

市の負担額食育推進会議の開催

食育体験会の実施

１回開催

２回

9万円

平成30年度総事業費 8万円

13万円

31

9万円 市の負担額

平成31年度総事業費 13万円

食育推進会議の開催 ２回開催

食育体験会の実施 ２回

第３次食育推進計画の普及啓発

4万円
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625万円院内保育所運営事業 1,613万円

2,192万円

看護師就業支援金貸与事業 市外転入者３０万円、市内居住者１０万円 60万円 【うち市債(借金)】 (600万円)

看護師修学資金貸付事業 月額１０万円 840万円 市の負担額

31

医師修学資金貸付事業 月額３０万円 360万円 道の負担額

利用者負担額

平成31年度総事業費 2,873万円

平成30年度総事業費 2,753万円

56万円

【うち市債(借金)】 (540万円)

院内保育所運営事業 1,613万円 利用者負担額 625万円

道の負担額 56万円

看護師修学資金貸付事業 月額１０万円 720万円 市の負担額 2,072万円

30

医師修学資金貸付事業 月額３０万円 360万円

看護師就業支援金貸与事業 市外転入者３０万円、市内居住者１０万円 60万円

「研修状況」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

　
　北海道や北海道内の医育大学及び各種医療関係機関等へ積極的に医師派遣の依頼・要請を継
続して行うほか、道外からの医師確保にも努めるため、全国自治体病院協議会などと連携を図
りながら、積極的に取組みを進めます。
　また、全国的に医師不足が深刻化している中、必要としている診療科の医師や長期常勤医師
の確保が難しいことから、国境なき医師団に所属し他で活動している医師を一定期間雇用する
など、多様な雇用形態により医師の確保に努めるとともに、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。

重点事業３４

医師・看護師確保対策事業 【継続】

＜市立芦別病院事務課総務係　担当＞

総合計画の体系 ４保健・医療・福祉  保健・医療 ③医療の充実

主な事業内容
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　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とともに、緊急時の迅速な対
応に資するため、利用希望者宅への緊急通報システム装置の設置を支援します。
　また、冬期間における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。

重点事業３５

高齢者福祉対策事業 【継続】

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

主な事業内容

＜介護高齢課高齢者支援係　担当＞

「緊急通報装置」 　　　「門口除雪」

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

852万円

緊急通報システム ２０件設置 17万円 【うち市債(借金)】 (850万円)

30

門口除雪事業 ２８５件 1,188万円 市の負担額

利用者負担額

平成30年度総事業費 1,205万円

336万円

851万円

緊急通報システム ２０件設置 17万円 【うち市債(借金)】 (850万円)

31

門口除雪事業 ２８５件 1,187万円 市の負担額

平成31年度総事業費 1,204万円

利用者負担額 336万円
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91万円

平成31年度総事業費

1億1,132万円

1億1,132万円

国の負担額

道の負担額

11万円

及びひとり親家庭等 3,373万円

給付費負担金

91万円

1億1,030万円

市の負担額

子ども・子育て会議 委員報酬・費用弁償 4,278万円

1,450万円

市の負担額

31

中学生以下医療費助成
乳幼児等･重度心身障がい者

子ども・子育て支援システム業務等 システム業務委託等

私立幼稚園の制度移行
子どもための教育・保育
給付費負担金

1億1,030万円

3,481万円

30 子ども・子育て支援システム業務等

3,481万円

及びひとり親家庭等 3,373万円

子ども・子育て会議 委員報酬・費用弁償 4,278万円

1,450万円
国の負担額

道の負担額
中学生以下医療費助成

乳幼児等･重度心身障がい者

11万円

システム業務委託等

平成30年度総事業費

私立幼稚園の制度移行
子どもための教育・保育

主な事業内容

　乳幼児等・重度心身障がい者及びひとり親家庭等の中学生までの子どもの医療費自己負担の
無料化や幼稚園及び保育所を利用する家庭に対する保育料の軽減を行うことで、子育て世帯の
負担軽減を図ります。
　また、総合的な子育て支援を推進するため、子ども・子育て支援事業計画に基づき、一人ひ
とりの子どもに質が高くきめ細やかな教育・保育環境の提供及び子育て支援の拠点施設である
子どもセンターを中心とした各種事業を促進するとともに、市立保育所と学校法人が運営する
幼稚園及び平成30年5月から開園する小規模保育園において、公私共存の視点から、児童福
祉施設・教育施設として、それぞれの特性を活かし連携を密にしながら、多様な保育等の需要
に対応し、子どもを安心して育てることができるよう支援します。

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

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

重点事業３６

子育て支援対策事業 【継続】

＜健康推進課医療助成係・児童課子ども家庭係　担当＞
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これらの取組を推進します。

重点事業３７

芸術文化の推進 【継続】

＜生涯学習課生涯学習係　担当＞

総合計画の体系 ５教育文化  生涯学習 ④芸術文化の振興

主な事業内容

　市民に芸術や音楽に触れる機会を創出し、市民の交流と親睦を深め、市民の生活文化の向上
と振興に努めます。

主な取組内容（平成30度～平成31年度）

　音楽鑑賞事業の実施、鑑賞機会の創出

吹　奏　楽　合　同　演　奏　会
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　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、創意と工夫に満ちた特色ある教
育活動を充実し「芦別市まち･ひと･しごと創生総合戦略」を踏まえた質の高い教育環境づくりを進
めます。
　重点施策として、小中一貫教育を推進し、学びの連続性を踏まえた校種間連携の推進と充実を図
るとともに、地域とともにある学校づくりを進めるため、コミュニティ・スクールの導入に向けた
取組を進めます。また、子どもの個々の能力や特性に応じた支援を行うため、特別支援教育の充実
を図ります。
　小中一貫教育における確かな学力の育成に関する取組として、個の学習状況に応じた指導を充実
させ「わかる・できる・楽しい授業づくり」を推進するとともに、学習規律・授業ルールの定着を
図り、学習指導の工夫・授業改善に努めます。さらに小中一貫性のある学びの連続性・系統性を実
現するため、教職員研修の機会の創出に努め、授業力や指導力の向上を図るとともに、教職員及び
児童生徒が小中学校相互の教科学習や体育的活動を通じて交流の深化を図る取組を実施します。
　コミュニティ・スクールに関する取組として、先進地視察・研修会等を実施し、平成３１年度の
導入に向け各種取組を行います。
　特別支援教育の充実に関する取組として、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を活用
し計画的・組織的な教育活動を展開するとともに、特別支援教育学習支援員を全小中学校に配置し
て学習の遅れやつまずき感のある児童生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行います。また、
芦別市特別支援教育連携協議会を核として関係機関との連携・協力による相談・支援業務を行う体
制の充実に努めます。

重点事業３８

小中学校教育推進事業 【継続】

＜教育委員会学務課学校教育係　担当＞

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

主な事業内容

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

学習サポート教員を活用した冬休みの学習会 学力上位県である福井県の「教育フォーラム」に参加

3,233万円

教職員研修・研究等推進事業 109万円

30

開かれた学校づくり事業 13万円 市の負担額

平成30年度総事業費 3,233万円

学力向上事業 1,330万円

特別支援教育推進事業 1,781万円

3,233万円

教職員研修・研究等推進事業 109万円

31

開かれた学校づくり事業 13万円 市の負担額

平成31年度総事業費 3,233万円

学力向上事業 1,330万円

特別支援教育推進事業 1,781万円
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　道立高等学校である芦別高校は、普通科３間口の１２０人定員となっていますが、少子化が
進む状況において生徒確保は間口の維持につながる重要な課題であることから、市内中卒者の
地元進学の促進、保護者の負担軽減のための取組として北海道芦別高等学校修学費助成条例に
基づく通学費及び検定試験等受験料を助成する事業を継続して実施します。
　また、外国語教育の充実を図るため英語指導助手の派遣、進路選択の動機付けや進路希望を
叶えるための学力向上対策として学校が取り組む事業に対する助成を継続して実施することに
より支援の推進を図ります。

重点事業３９

芦別高校支援事業 【継続】

＜教育委員会学務課総務係　担当＞

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

主な事業内容

「新しい形の高校づくりを目指す芦別高校」

主な取組内容

年度 取組内容 事業費 事業の財源

30

芦別高校修学費助成事業 通学費・検定試験等受験料助成 1,951万円

学力向上等支援事業 学力向上等支援事業費補助 70万円

市の負担額 2,356万円

英語指導助手派遣事業 英語指導助手等業務委託 335万円 【うち市債(借金)】 (330万円)

平成30年度総事業費 2,356万円

2,356万円

31

芦別高校修学費助成事業 通学費・検定試験等受験料助成 1,951万円 市の負担額

平成31年度総事業費 2,356万円

(330万円)

学力向上等支援事業 学力向上等支援事業費補助 70万円

英語指導助手派遣事業 英語指導助手等業務委託 335万円 【うち市債(借金)】
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　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。

重点事業４０

合宿振興事業 【継続】

＜教育委員会体育振興課体育振興係　担当＞

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

主な事業内容

■主な合宿団体

主な経費

年度 取組内容 事業費 事業の財源

30

合宿団体誘致・受入れ事業 受入れ対応 203万円 市の負担額 305万円

宿泊交流センター管理運営事業 施設の維持管理 1,248万円 利用者負担額等 1,146万円

平成30年度総事業費 1,451万円

131万円

31

合宿団体誘致・受入れ事業 受入れ対応 203万円 市の負担額

平成31年度総事業費 1,277万円

1,146万円宿泊交流センター管理運営事業 施設の維持管理 1,074万円 利用者負担額等

・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

・エスポラーダ北海道

・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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