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平成平成平成平成 29292929 年度は、年度は、年度は、年度は、名寄市名寄市名寄市名寄市総合計画総合計画総合計画総合計画（（（（第第第第

２次２次２次２次））））のスタートの年です。のスタートの年です。のスタートの年です。のスタートの年です。    

将来像将来像将来像将来像    「自然の恵みと財産を活か「自然の恵みと財産を活か「自然の恵みと財産を活か「自然の恵みと財産を活か

しみんなでつくり育む未来を拓くしみんなでつくり育む未来を拓くしみんなでつくり育む未来を拓くしみんなでつくり育む未来を拓く

北の北の北の北の都市都市都市都市
ま ち

・名寄」の実現のため確実・名寄」の実現のため確実・名寄」の実現のため確実・名寄」の実現のため確実

なななな一歩を踏み出します。一歩を踏み出します。一歩を踏み出します。一歩を踏み出します。 

予算編成の基本的な考え方 

未来未来未来未来への投資を着実にへの投資を着実にへの投資を着実にへの投資を着実に    

実施実施実施実施    

名寄市名寄市名寄市名寄市総合計画総合計画総合計画総合計画（（（（第２次第２次第２次第２次））））    

で掲げたで掲げたで掲げたで掲げた将来像将来像将来像将来像の実現の実現の実現の実現    

健全健全健全健全な財政運営の維持な財政運営の維持な財政運営の維持な財政運営の維持    

    ＋ 

    ＋ 

１１１１    

２２２２    

３３３３    

平成平成平成平成 29292929 年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案    

風連中央小学校、大学新棟などのハ風連中央小学校、大学新棟などのハ風連中央小学校、大学新棟などのハ風連中央小学校、大学新棟などのハ

ード面だけでなく、子ども・子育てード面だけでなく、子ども・子育てード面だけでなく、子ども・子育てード面だけでなく、子ども・子育て

支援や農業担い手対策など、ソフト支援や農業担い手対策など、ソフト支援や農業担い手対策など、ソフト支援や農業担い手対策など、ソフト

面での投資も着実に実施してまい面での投資も着実に実施してまい面での投資も着実に実施してまい面での投資も着実に実施してまい

ります。ります。ります。ります。    

市民生活を守り、市民生活を守り、市民生活を守り、市民生活を守り、名寄市名寄市名寄市名寄市総合計画総合計画総合計画総合計画

（（（（第２次第２次第２次第２次））））の将来像をの将来像をの将来像をの将来像を実現するため実現するため実現するため実現するため

には、健全な財政運営が前提となりには、健全な財政運営が前提となりには、健全な財政運営が前提となりには、健全な財政運営が前提となり

ます。ます。ます。ます。基金や公債費残高を適正に管基金や公債費残高を適正に管基金や公債費残高を適正に管基金や公債費残高を適正に管

理し、理し、理し、理し、財政規律を財政規律を財政規律を財政規律を遵守遵守遵守遵守し、し、し、し、健全な財健全な財健全な財健全な財

政運営に努めます。政運営に努めます。政運営に努めます。政運営に努めます。    



 

 

 

 

 

名寄市名寄市名寄市名寄市総合計画総合計画総合計画総合計画

基本目標基本目標基本目標基本目標

地域の特性を活地域の特性を活地域の特性を活地域の特性を活
かしたにぎわいかしたにぎわいかしたにぎわいかしたにぎわい
と活力のあるまと活力のあるまと活力のあるまと活力のあるま

ちづくりちづくりちづくりちづくり

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅤⅤⅤⅤ

生きる力と豊か生きる力と豊か生きる力と豊か生きる力と豊か
な文化を育むまな文化を育むまな文化を育むまな文化を育むま

ちづくりちづくりちづくりちづくり

経済元気化経済元気化経済元気化経済元気化

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

安心子育て安心子育て安心子育て安心子育て

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

冬季スポーツ拠点化冬季スポーツ拠点化冬季スポーツ拠点化冬季スポーツ拠点化

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

「「「「人人人人づくり」づくり」づくり」づくり」    

2 

総合計画総合計画総合計画総合計画（（（（第２次第２次第２次第２次））））の概要

将来像将来像将来像将来像

「自然の恵みと「自然の恵みと「自然の恵みと「自然の恵みと
財産を活かしみ財産を活かしみ財産を活かしみ財産を活かしみ
んなでつくり育んなでつくり育んなでつくり育んなでつくり育
む未来を拓く北む未来を拓く北む未来を拓く北む未来を拓く北
の都市・名寄」の都市・名寄」の都市・名寄」の都市・名寄」

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ

市民と行政との市民と行政との市民と行政との市民と行政との
協働によるまち協働によるまち協働によるまち協働によるまち

づくりづくりづくりづくり

基本目標基本目標基本目標基本目標

市民みんなが安市民みんなが安市民みんなが安市民みんなが安
心して健やかに心して健やかに心して健やかに心して健やかに
暮らせるまちづ暮らせるまちづ暮らせるまちづ暮らせるまちづ

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅢⅢⅢⅢ

自然と調和した自然と調和した自然と調和した自然と調和した
環境にやさしく環境にやさしく環境にやさしく環境にやさしく
快適で安全安心快適で安全安心快適で安全安心快適で安全安心
なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅣⅣⅣⅣ

地域の特性を活地域の特性を活地域の特性を活地域の特性を活
かしたにぎわいかしたにぎわいかしたにぎわいかしたにぎわい
と活力のあるまと活力のあるまと活力のあるまと活力のあるま

ちづくりちづくりちづくりちづくり

•地域経済の好循環を図り、まちに元気を生み出すため、新たな産業の創出や地域ブラン
ドの確立を促進し、雇用の場・人材の確保などに努めるとともに、交流人口の拡大に向
け、移住・交流の推進に取り組みます。

•安心して子どもを産み育てることができる環境を充実させるために、子育てと仕事の両
立支援や子育て家庭への支援などを行ない、少子化対策・人口減少対策の強化に取り組
みます。

•本市の自然環境・施設環境の強みを活かして、冬季スポーツの拠点化を目指すために、
冬季スポーツ合宿・大会誘致と併せて、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、
冬季スポーツを通して故郷への誇りと愛着を持てる人材の育成に取り組みます。

重点プロジェクト重点プロジェクト重点プロジェクト重点プロジェクト    

「「「「暮らし暮らし暮らし暮らしづくり」づくり」づくり」づくり」    「「「「元気元気元気元気

基本理念 

ま ち 

の概要 

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅡⅡⅡⅡ

市民みんなが安市民みんなが安市民みんなが安市民みんなが安
心して健やかに心して健やかに心して健やかに心して健やかに
暮らせるまちづ暮らせるまちづ暮らせるまちづ暮らせるまちづ

くりくりくりくり

地域経済の好循環を図り、まちに元気を生み出すため、新たな産業の創出や地域ブラン
ドの確立を促進し、雇用の場・人材の確保などに努めるとともに、交流人口の拡大に向

安心して子どもを産み育てることができる環境を充実させるために、子育てと仕事の両
立支援や子育て家庭への支援などを行ない、少子化対策・人口減少対策の強化に取り組

本市の自然環境・施設環境の強みを活かして、冬季スポーツの拠点化を目指すために、
冬季スポーツ合宿・大会誘致と併せて、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、
冬季スポーツを通して故郷への誇りと愛着を持てる人材の育成に取り組みます。

元気元気元気元気づくり」づくり」づくり」づくり」    



（１）平成29年度地方財政計画の規模（１）平成29年度地方財政計画の規模（１）平成29年度地方財政計画の規模（１）平成29年度地方財政計画の規模

　地方財政計画の規模
　＋1.0%）

（２） 一般財源総額の確保 （２） 一般財源総額の確保 （２） 一般財源総額の確保 （２） 一般財源総額の確保 

一般財源総額について、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生の推進、防災・
減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、社会保障
の充実分の確保も含め、平成 28 年度を0.4 兆円上回る 62.1 兆円を確保

　一般財源総額
　＋ 0.7%） 

（３）地方交付税の確保（３）地方交付税の確保（３）地方交付税の確保（３）地方交付税の確保

　地方交付税総額
　（出口ベース） （前年度比 　▲ 2.2%）

（４）公共施設等の適正管理の推進（４）公共施設等の適正管理の推進（４）公共施設等の適正管理の推進（４）公共施設等の適正管理の推進

（５）まち・ひと・しごと創生事業費の確保（５）まち・ひと・しごと創生事業費の確保（５）まち・ひと・しごと創生事業費の確保（５）まち・ひと・しごと創生事業費の確保

（６）緊急防災・減災事業費の拡充・延長（６）緊急防災・減災事業費の拡充・延長（６）緊急防災・減災事業費の拡充・延長（６）緊急防災・減災事業費の拡充・延長

（７）平成 29 年度の「社会保障の充実」等 （７）平成 29 年度の「社会保障の充実」等 （７）平成 29 年度の「社会保障の充実」等 （７）平成 29 年度の「社会保障の充実」等 

　＋4,011億円（前年度比 

平成29年度地方財政計画の概要

86兆6,198億円

▲3,705億円
16兆3,298億円

 62兆803億円

（前年度比 　＋8,605億円
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（１）平成 29 年度一般会計の予算規模（１）平成 29 年度一般会計の予算規模（１）平成 29 年度一般会計の予算規模（１）平成 29 年度一般会計の予算規模

（前年度比 ▲ 5.7％）

（２）市税（２）市税（２）市税（２）市税

総額 （前年度比 ▲ 0.2％）

市民税所得割 （前年度比  ＋ 1.1％）

市民税法人税割 （前年度比 ▲19.9％）

固定資産税 （前年度比  ＋ 0.8％）

（３）地方交付税（３）地方交付税（３）地方交付税（３）地方交付税

総額 （前年度比  ＋ 2.4％）

普通交付税 （前年度比  ＋ 1.8％）

特別交付税 （前年度比  ＋ 9.3％）

（４）基金の状況（４）基金の状況（４）基金の状況（４）基金の状況

基金繰入金 （前年度比  ＋ 5.0％）

基金名称 Ｈ27末残高 Ｈ28末残高 Ｈ29積立額 Ｈ29末残高

財政調整基金 1,862 1,460 3 873

減債基金 1,490 1,584 95 1,679

公共施設整備基金 1,012 847 1 640

地域振興基金 66 54 0 42

合併特例振興基金 1,232 1,232 0 1,232

地方交通確保基金 150 147 0 143

地域福祉基金 136 136 0 135

霊園管理基金 30 28 0 27

教育振興基金 25 23 0 18

名寄市立大学振興基金 846 832 0 790

文化センター大ホール基金 290 283 2 275

市立総合病院整備基金 40 20 0 0

名寄東病院振興基金 702 700 79 647

その他基金 127 128 0 128

合計 8,008 7,474 180 6,629
※平成28年度中の増減には、第１回定例会に提出する第６号補正は含まれておりません。

（５）普通建設事業（５）普通建設事業（５）普通建設事業（５）普通建設事業

（前年度比 ▲30.4％）

　＋4,899万円

0

▲ 2

▲ 2

▲ 12

0

Ｈ28中増減

▲ 402

単位：百万円

▲ 3

10億5,515万6千円

86億500万円

78億4,000万円

7億6,500万円

94

▲ 165

　＋1,270万円

　▲2,414万8千円

11億6,928万8千円

9,738万3千円

221億4,936万1千円

0

▲ 208

10億2,541万円

29億7,402万9千円

平成29年度名寄市一般会計予算案の概要

▲13億4,991万4千円

▲685万円

▲ 20

▲ 2

　+877万2千円

　＋2億500万円

▲ 4

▲ 1

　＋1億4,000万円

　＋6,500万円

Ｈ29取崩額

▲ 590

▲ 14

▲ 7

▲ 1

▲ 5

▲ 42

▲ 10

▲ 12

0

31億9,701万9千円 ▲13億9,658万9千円

▲ 20

▲ 132

0

▲ 1,025

1

▲ 534

4



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

当初予算額 繰入繰出金 予算額 繰入繰出金 増減額 伸率％

22,149,361 ▲ 3,078,284 23,499,275 ▲ 2,894,111 ▲ 1,349,914 ▲ 5.7

国民健康保険特別会計
【保険事業勘定】 

国民健康保険特別会計 
【直診勘定】

介護保険特別会計 
【保険事業勘定】 

介護保険特別会計
 【サービス事業勘定・名寄】

介護保険特別会計
 【サービス事業勘定・風連】

下水道事業特別会計 1,167,164 544,058 1,213,714 547,508 ▲ 46,550 ▲ 3.8

個別排水処理施設整備事業特別会計 92,615 52,336 92,261 52,221 354 0.4

食肉センター事業特別会計 16,172 16,172 29,550 29,550 ▲ 13,378 ▲ 45.3

後期高齢者医療特別会計 376,310 131,683 367,149 130,575 9,161 2.5

9.79,898101,939

225,600

52,123

0.1234

▲ 3.7▲ 139,503241,1663,748,923232,935

101,939

▲ 19,491

特
別
会
計

225,600

43,135196,964

225,834225,834

375,901

▲ 9.0

0.37,120

216,455

111,837

一 般 会 計　　（Ａ）　　

371,7302,445,230

111,837

2,452,350

3,609,420

平成29年度　名寄市各会計予算案総括表平成29年度　名寄市各会計予算案総括表平成29年度　名寄市各会計予算案総括表平成29年度　名寄市各会計予算案総括表
単位：千円

会 計 名
本 年 度 前 年 度 前年度との比較

計　　（Ｂ）　　 8,248,666 1,733,891 8,440,821 1,752,412 ▲ 192,155 ▲ 2.3

一般会計・特別会計の計 30,398,027 ▲ 1,344,393 31,940,096 ▲ 1,141,699 ▲ 1,542,069 ▲ 4.8

病院事業会計 11,502,683 1,236,013 11,426,917 1,089,029 75,766 0.7

水道事業会計   　　　　　　　　 1,311,366 108,380 1,388,575 52,670 ▲ 77,209 ▲ 5.6

計　　 （Ｃ）　　 12,814,049 1,344,393 12,815,492 1,141,699 ▲ 1,443 0.0

総計　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｄ） 43,212,076 0 44,755,588 0 ▲ 1,543,512 ▲ 3.4

※ 企業会計の予算額は、収益的収支と資本的収支の歳出を合算しました。

企
業
会
計

H29年度

H28年度

22,149,361

23,499,275

8,248,666

8,440,821

12,814,049

12,815,492

一般会計 特別会計 企業会計
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平 成 29 年 度 構 成 比 平 成 28 年 度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前 年 伸 率
市 税 2,974,029 13.4 2,980,879 ▲ 6,850 ▲ 0.2 1.2
地 方 譲 与 税 226,500 1.0 237,000 ▲ 10,500 ▲ 4.4 5.8

　＋8,605億円利 子 割 交 付 金 2,400 0.0 4,400 ▲ 2,000 ▲ 45.5 ▲ 36.2
配 当 割 交 付 金 7,600 0.0 25,300 ▲ 17,700 ▲ 70.0 105.7

株式等譲渡所得割交付金 4,500 0.0 23,400 ▲ 18,900 ▲ 80.8 41.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 2,500 0.0 3,000 ▲ 500 ▲ 16.7 3.4
地 方 消 費 税 交 付 金 564,000 2.6 599,400 ▲ 35,400 ▲ 5.9 5.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金 30,000 0.1 35,700 ▲ 5,700 ▲ 16.0 19.8

国有提供施設等所在市町村助成交付金 3,108 0.0 4,200 ▲ 1,092 ▲ 26.0 ▲ 10.6
地 方 特 例 交 付 金 10,500 0.1 9,200 1,300 14.1 3.4
地 方 交 付 税 8,605,000 38.9 8,400,000 205,000 2.4 ▲ 2.0

交通安全対策特別交付金 3,700 0.0 4,500 ▲ 800 ▲ 17.8 36.4
分 担 金 及 び 負 担 金 175,683 0.8 177,381 ▲ 1,698 ▲ 1.0 3.2
使 用 料 及 び 手 数 料 821,007 3.7 809,039 11,968 1.5 ▲ 3.5
国 庫 支 出 金 2,177,819 9.8 2,395,512 ▲ 217,693 ▲ 9.1 ▲ 14.4
道 支 出 金 1,120,764 5.1 1,111,418 9,346 0.8 ▲ 0.8
財 産 収 入 98,384 0.5 95,003 3,381 3.6 ▲ 5.9
寄 附 金 20,007 0.1 10,007 10,000 99.9 0.0
繰 入 金 1,025,410 4.6 976,420 48,990 5.0 32.9
繰 越 金 1 0.0 1 0 0.0 0.0

8888

2222

6666

歳　入歳　入歳　入歳　入

平成 29年度 　一般会計予算案平成 29年度 　一般会計予算案平成 29年度 　一般会計予算案平成 29年度 　一般会計予算案

単位：千円
款

12121212

1111

5555
4444
3333

17171717

11111111
10101010
9999

20202020
19191919
18181818

7777

16161616
15151515
14141414
13131313

繰 越 金 1 0.0 1 0 0.0 0.0
諸 収 入 1,224,749 5.5 1,293,615 ▲ 68,866 ▲ 5.3 32.8
市 債 3,051,700 13.8 4,303,900 ▲ 1,252,200 ▲ 29.1 3.5

22,149,361 100.0 23,499,275 ▲ 1,349,914 ▲ 5.7 0.9計
22222222
21212121
20202020

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

その他

市債

諸収入

道支出金

国庫支出金

使用料及び手数料

地方交付税

地方消費税交付金

地方譲与税

市税

1,383,7931,383,7931,383,7931,383,793

3,051,7003,051,7003,051,7003,051,700

1,224,7491,224,7491,224,7491,224,749

1,120,7641,120,7641,120,7641,120,764

2,177,8192,177,8192,177,8192,177,819

821,007821,007821,007821,007

8,605,0008,605,0008,605,0008,605,000

564,000564,000564,000564,000

226,500226,500226,500226,500

2,974,0292,974,0292,974,0292,974,029

1,368,512

4,303,900

1,293,615

1,111,418

2,395,512

809,039

8,400,000

599,400

237,000

2,980,879

H28年度 H29年度

6  



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

平 成 29 年 度 構 成 比 平 成 28 年 度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前年伸率
議 会 費 142,401 0.6 141,616 785 0.6 ▲ 12.1
総 務 費 738,592 3.3 727,530 11,062 1.5 ▲ 23.4

　＋8,605億円民 生 費 4,601,627 20.8 4,656,809 ▲ 55,182 ▲ 1.2 2.9
衛 生 費 3,347,817 15.1 3,361,861 ▲ 14,044 ▲ 0.4 12.8
労 働 費 32,328 0.1 32,307 21 0.1 ▲ 4.4
農 林 業 費 698,270 3.2 740,910 ▲ 42,640 ▲ 5.8 ▲ 2.6
商 工 費 888,779 4.0 840,648 48,131 5.7 4.1
土 木 費 2,376,934 10.7 2,041,693 335,241 16.4 2.2
消 防 費 676,410 3.1 612,076 64,334 10.5 ▲ 11.4
教 育 費 4,620,774 20.9 6,143,355 ▲ 1,522,581 ▲ 24.8 ▲ 2.3
災 害 復 旧 費 86 0.0 14 72 514.3 ▲ 94.5
公 債 費 2,246,390 10.1 2,325,153 ▲ 78,763 ▲ 3.4 ▲ 0.5
職 員 費 1,763,953 8.0 1,860,303 ▲ 96,350 ▲ 5.2 6.5
予 備 費 15,000 0.1 15,000 0 0.0 0.0

22,149,361 100.0 23,499,275 ▲ 1,349,914 ▲ 5.7 0.9

3333
2222

11111111
10101010
9999
8888
7777
6666

計

単位：千円
款

歳　出歳　出歳　出歳　出

1111

14141414
13131313
12121212

5555
4444

総務費

議会費

738,592738,592738,592738,592

142,401142,401142,401142,401
727,530

141,616

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

予備費

職員費

公債費

災害復旧費

教育費

消防費

土木費

商工費

農林業費

労働費

衛生費

民生費

15,00015,00015,00015,000

1,763,9531,763,9531,763,9531,763,953

2,246,3902,246,3902,246,3902,246,390

86868686

4,620,7744,620,7744,620,7744,620,774

676,410676,410676,410676,410

2,376,9342,376,9342,376,9342,376,934

888,779888,779888,779888,779

698,270698,270698,270698,270

32,32832,32832,32832,328

3,347,8173,347,8173,347,8173,347,817

4,601,6274,601,6274,601,6274,601,627

738,592738,592738,592738,592

15,000

1,860,303

2,325,153

14

6,143,355

612,076

2,041,693

840,648

740,910

32,307

3,361,861

4,656,809

H28年度 H29年度
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2.総務費　1.総務管理費　1.一般管理費

名寄の魅力を伝え、名寄の応援団を増やします。
自主財源の強化で地域振興を推進します。

【歳出】 Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 5,128 12,985
一般財源 0 0
合計 5,128 12,985

（当初）

増減額 7,857

伸率 153.2%

【歳入】 Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
寄附金 10,000 20,000

（当初）

基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり

12,985千円12,985千円12,985千円12,985千円

（１）ＰＲの強化
　ふるさと納税専門サイトによるＰＲ、専門サイトか
ら直接申込が可能となることで利便性が向上します。
また、市が行なうリピーター対策により、名寄市をよ
り知ってもらい、名寄応援団になってもらいます。

（２）返礼品の見直し
返礼品コース設定の見直しや、市、観光協会、専門業
者による、返礼品の発掘により、更に名寄の魅力を発
信します。

（３）寄附目的の充実
　よりまちの特色を活かした寄附目的の制定及び見直
しにより、寄附者に名寄を知ってもらうきっかけづく
りをします。また、寄附金の有効活用により名寄市が
目指すまちづくりを推進します。

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

ふるさと納税の推進ふるさと納税の推進ふるさと納税の推進ふるさと納税の推進

拡充拡充拡充拡充

（当初）

増減額 10,000

伸率 100.0%

【担当：総務課】

目指すまちづくりを推進します。

委託委託委託委託

ＰＲ、専門サイトＰＲ、専門サイトＰＲ、専門サイトＰＲ、専門サイト
ふるさと納税ふるさと納税ふるさと納税ふるさと納税

市民サービスへ還元市民サービスへ還元市民サービスへ還元市民サービスへ還元

名寄市名寄市名寄市名寄市

返礼品返礼品返礼品返礼品
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2.総務費　1.総務管理費　8.企画振興費

名寄の魅力を首都圏に向けてＰＲします。
移住促進で地域活性化を推進します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 820 1,323
一般財源 3,597 3,414
合計 4,417 4,737

（当初）

増減額 320

伸率 7.2%

4,737千円4,737千円4,737千円4,737千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）移住ＰＲ事業
　首都圏で開催される移住相談会などへ参加し、名寄
市への移住をＰＲします。

（２）お試し移住住宅事業
　お試し移住を推進して、移住先として名寄を選んで
もらうきっかけをつくります。

移住促進事業移住促進事業移住促進事業移住促進事業

継続継続継続継続

重点

【担当：営業戦略課】

知る

•首都圏の移住相談会（北海道暮らしフェア、ＪＯＩＮ移住・交流フェア）

•移住モニターツアー（新規事業）

•お試し移住住宅の利用促進ＰＲ

お試し移住

•１号棟（Ｈ25整備・郊外型）

•２号棟（Ｈ26整備・郊外型）

•３号棟（Ｈ28整備・市街地型）

移住・定住

•移住ワンストップ窓口（不動産情報の提供・就労相談）
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基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり

主要施策１　市民主体のまちづくりの推進

予算額
（千円）

280

462

2,275

13,852

1,224

14,487

22,814

主要施策２　人権尊重と男女共同参画社会の形成

事業名 事業概要 担当課

地域コミュニティ施設管理事業
風連地区の８施設、１広場の管理に要
する経費です。

風連地区
地域振興担当

まちづくり推進事業
地域連絡協議会など地域活性化の取り
組みを支援します。

企画課

町内会活動支援事業 町内会の活動に対して支援します。 企画課

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 総合戦略の進捗管理を行ないます。 企画課

雪や寒さを活かして、冬の生活をより
暮らしやすく、楽しくする事業です。

企画課

総合計画策定・推進事業 総合計画の進捗管理を行ないます。 企画課

広報広聴事業
広報紙やＳＮＳなどで情報を提供し、
市民生活の利便性向上や協働のまちづ
くりを推進します。

企画課

利雪・親雪推進事業

主要施策２　人権尊重と男女共同参画社会の形成

予算額
（千円）

2,290

735

主要施策３　情報化の推進

予算額
（千円）

64,247

1,926

事業名 事業概要 担当課

男女共同参画事業
男女共同参画社会の実現に向けた取り
組みを行ないます。

企画課

事業名 事業概要 担当課

人権擁護に関する啓発活動を推し進め
ます。また市民相談員を配置し、人権
に関わる問題やさまざまな悩みなどの
相談を受け付けます。

消費生活センター

各自治体間において情報連携を行なう
ためのネットワークに接続できる環境
を整備します。

総務課

情報化推進事業
情報システムの活用により住民サービ
スの向上および事務の効率化を推進し
ます。

総務課

社会保障・税番号制度システム整備事業

人権擁護等事業
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主要施策４　交流活動の推進

予算額
（千円）

7,673

7,218

1,303

3,138

1,622

主要施策５　広域行政の推進

予算額
（千円）

1,822

主要施策６　健全な財政運営

事業名 事業概要 担当課

広域行政推進事業
定住自立圏構想など、広域的な連携を
推進します。

企画課
営業戦略課

地域おこし協力隊事業
地域外から人材を受け入れ、地域力の
維持、強化を図ります。

企画課

事業名 事業概要 担当課

国際交流事業
リンゼイ、ドーリンスク市、台湾など
との交流を深めます。

交流推進課

ふるさと会交流事業
郷土名寄市の応援団である、各ふるさ
と会の活動を支援します。

交流推進課

国内交流事業
姉妹都市・山形県鶴岡市との交流を推
進します。

交流推進課

都市交流事業
交流自治体・東京都杉並区との交流を
推進します。

交流推進課

予算額
（千円）

15,971

主要施策７　効率的な行政運営

予算額
（千円）

2,130

7,820

事業名 事業概要 担当課

適切な財産管理に努めます。 財政課

事業名 事業概要 担当課

財産管理事業

職員研修・表彰事業
職員の能力向上のため、職員研修を推
進します。

総務課

総合窓口の設置
総合窓口を設置して、わかりやすい行
政サービスの推進に努めます。

総務課
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3.民生費　1.社会福祉費　1.社会福祉総務費

「第２のセーフティネット」を拡充します。
生活困窮状態からの早期自立を支援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 5,204 4,888
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 2,555 2,175
合計 7,759 7,063

（当初）

増減額 -696

伸率 -9.0%

【担当：社会福祉課】

（１）生活困窮者自立相談支援事業　5,344千円
（２）家計相談支援事業　　　　　　1,102千円
（３）住宅確保給付金　　　　　　　　150千円
（４）学習支援事業（拡充） 　　　　 436千円

基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業 7,063千円7,063千円7,063千円7,063千円

生活困窮者

自立相談支援事業

家計相談

支援事業

住宅確保

給付金

学習支援事業

（拡充）

拡充拡充拡充拡充

3.民生費　1.社会福祉費　6.老人福祉費

介護人材不足の解消を目指し、介護職員初任者研修の受講費用等を助成します。
介護職員の確保・定着に向け、介護保険事業所向けの研修会等を開催します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 840 1,930
合計 840 1,930

（第4号補正）

増減額 1,090

伸率 129.8%

【担当：高齢介護課】

介護人材確保緊急対策事業介護人材確保緊急対策事業介護人材確保緊急対策事業介護人材確保緊急対策事業 1,930千円1,930千円1,930千円1,930千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

拡充拡充拡充拡充

（１）介護職員初任者研修受講費用助成金交付事業

介護職員初任者研修の受講費を助成します。

（２）介護職員就職支度金支給事業

名寄市内の介護保険事業所に就職する場合、就職支度

金を助成します。

※（１）（２）とも市内介護保険事業所で１年以上

勤務することが条件です。

（３）市内介護保険事業所に対し、人材確保・定着に

向けた研修会を開催します。

（４）介護福祉士養成校の学生や高校生に対し、名寄

市や介護保険事業所を知ってもらう「介護ジョブカ

フェ」を開催します。
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3.民生費　1.社会福祉費　6.老人福祉費

安全安心な冬の生活を支援します。
福祉的支援の必要な高齢者の屋根雪おろし費用に対して助成します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 2,600
合計 0 2,600

増減額 2,600

伸率 皆増

【担当：高齢介護課】

１件10千円を助成します。
　※70歳以上の方のみの世帯を基本とし、収入等の条
件を満たす方を対象とします。

屋根雪おろし安全確保特別対策事業屋根雪おろし安全確保特別対策事業屋根雪おろし安全確保特別対策事業屋根雪おろし安全確保特別対策事業 2,600千円2,600千円2,600千円2,600千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

任せて安心！任せて安心！任せて安心！任せて安心！

もう屋根には上らないで！もう屋根には上らないで！もう屋根には上らないで！もう屋根には上らないで！

新規新規新規新規

3.民生費　1.社会福祉費　9.総合福祉センター費

福祉活動の拠点をしっかりと守ります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 41,600
一般財源 0 0
合計 0 41,600

増減額 41,600

伸率 皆増

【担当：社会福祉課】

総合福祉センター屋上防水改修工事総合福祉センター屋上防水改修工事総合福祉センター屋上防水改修工事総合福祉センター屋上防水改修工事 41,600千円41,600千円41,600千円41,600千円

総合福祉センターは、平成8年の開館から20年が経過
し、建物の老朽化が進んでいます。

平成29年度は、天井の雨漏りに対応するため、防水改
修工事を実施します。

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

新規新規新規新規
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【介護保険特別会計】3.地域支援事業費　3.包括的支援事業費・任意事業費　4.任意事業費

介護の経済的負担を軽減し、在宅生活を支援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 328
市債 0 0
その他 0 109
一般財源 0 123
合計 0 560

増減額 560

伸率 皆増

要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋要介護高齢者紙おむつ用ごみ袋
支給事業支給事業支給事業支給事業

560千円560千円560千円560千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）対象者
　要介護３以上の在宅高齢者

支給するごみ袋の種類
　20Ｌ炭化ごみ袋（ピンク）
　販売金額　１袋（10枚入り）420円

ごみ袋の支給袋数
　年12袋（120枚）

支給方法
　対象者に対して窓口で現物を交付します。

新規新規新規新規

【担当：高齢介護課】

一人当たり年一人当たり年一人当たり年一人当たり年12121212袋（袋（袋（袋（120120120120枚）を支給枚）を支給枚）を支給枚）を支給

一人当たり約一人当たり約一人当たり約一人当たり約5,0005,0005,0005,000円の円の円の円の

負担軽減になります。負担軽減になります。負担軽減になります。負担軽減になります。

（担当：こども未来課）

乳幼児紙おむつ用ごみ袋

支給事業も継続します。
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【介護保険特別会計】3.地域支援事業費　2.一般介護予防事業費　1.介護予防普及啓発事業費

地域の支え合い活動の拡大を支援します。
介護予防の充実のため、高齢者の通いの場を創出します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 157
市債 0 0
その他 0 210
一般財源 0 53
合計 0 420

増減額 420

伸率 皆増

地域介護予防活動支援事業補助金地域介護予防活動支援事業補助金地域介護予防活動支援事業補助金地域介護予防活動支援事業補助金 420千円420千円420千円420千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）介護予防に資する通いの場を主催する団体や個人の活
動を支援します。

補助対象経費
（１）設立助成　初期投資費用
（２）活動助成　消耗品、印刷費、保険料など

助成額
（１）補助率　10割
（２）上限額　設立助成　40千円
　　　　　　　活動助成　60千円

新規新規新規新規

【【【【３つの効果３つの効果３つの効果３つの効果】】】】

介護状態になることの予防介護状態になることの予防介護状態になることの予防介護状態になることの予防

社会参加によりいきいき元気社会参加によりいきいき元気社会参加によりいきいき元気社会参加によりいきいき元気

【担当：高齢介護課】

家にこもりがち家にこもりがち家にこもりがち家にこもりがち
通いの場を創出通いの場を創出通いの場を創出通いの場を創出

住民主体で運営住民主体で運営住民主体で運営住民主体で運営

社会参加によりいきいき元気社会参加によりいきいき元気社会参加によりいきいき元気社会参加によりいきいき元気

交流により認知症予防交流により認知症予防交流により認知症予防交流により認知症予防
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【介護保険特別会計】3.地域支援事業費　3.包括的支援事業費・任意事業費　7.認知症総合支援事業費

地域で認知症の人やその家族を支える仕組みを作ります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 210 338
市債 0 0
その他 70 113
一般財源 80 126
合計 360 577

（当初）

増減額 217

伸率 60.3%

認知症総合支援事業認知症総合支援事業認知症総合支援事業認知症総合支援事業 577千円577千円577千円577千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）認知症カフェ事業
　認知症の人とその家族、地域住民や専門職が集い、
認知症の人を支えるつながりを支援します。
　認知症カフェの運営には、「認知症サポーターの
会」の会員がボランティアとして携わります。

（２）認知症ケアパス事業
　認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、ど
こで支援を受けられるかが理解できる認知症ケアパス
の作成と普及を推進します。

（３）認知症サポーター事業
　「認知症サポーターの会」の会員を対象に、他市の
認知症カフェなどの視察研修や、フォローアップ講座
などを開催します。

拡充拡充拡充拡充

認知症カフェ認知症カフェ認知症カフェ認知症カフェ

【担当：地域包括支援センター】

相談の場相談の場相談の場相談の場

支え合いの場支え合いの場支え合いの場支え合いの場

認知症カフェの認知症カフェの認知症カフェの認知症カフェの

お手伝いなどお手伝いなどお手伝いなどお手伝いなど

認知症ケアの総合案内認知症ケアの総合案内認知症ケアの総合案内認知症ケアの総合案内

多職種連携多職種連携多職種連携多職種連携

認知症カフェ認知症カフェ認知症カフェ認知症カフェ

認知症サポーターの会認知症サポーターの会認知症サポーターの会認知症サポーターの会 認知症ケアパス認知症ケアパス認知症ケアパス認知症ケアパス

認知症総合支援認知症総合支援認知症総合支援認知症総合支援
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3.民生費　2.児童福祉費　3.保育所費

より快適な環境を提供し、子育て支援を推進します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 5,400
一般財源 0 69
合計 0 5,469

増減額 5,469

伸率 皆増

【担当：こども未来課】

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）夏期の高温多湿や冬期の寒さを解消するために、冷暖
房および除湿機能を備えたエアコンを設置します。

より快適な環境を提供して、子育て支援の一層の充実
を図ります。

（１）子育て支援センターひまわりらんど 4,500千円
　１階プレイルームにエアコンを設置します。

（２）市立保育所　969千円
　市立３保育所（東・西・南）の乳幼児室にエアコン
を設置します。

保育環境の充実保育環境の充実保育環境の充実保育環境の充実 5,469千円5,469千円5,469千円5,469千円 重点

新規新規新規新規

3.民生費　2.児童福祉費　3.保育所費

市民共助の子育てを支援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 200
合計 0 200

増減額 200

伸率 皆増

【担当：こども未来課】

子育て支援活動助成事業子育て支援活動助成事業子育て支援活動助成事業子育て支援活動助成事業 200千円200千円200千円200千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）地域における育児の相互援助活動の活性化と子育て支
援体制の充実を図ります。

子育て支援活動助成事業補助金
1事業×上限200千円

重点

新規新規新規新規
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 3.民生費　2.児童福祉費　3.保育所費

 10.教育費　4.幼稚園費　 1.幼稚園費

子ども・子育て支援新制度に移行する民間幼稚園等へ支援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 174,822 242,086
市債 0 0
その他 11,004 9,422
一般財源 97,323 146,557
合計 283,149 398,065

（当初）

増減額 114,916

伸率 40.6%

幼児教育・保育施設への運営支援幼児教育・保育施設への運営支援幼児教育・保育施設への運営支援幼児教育・保育施設への運営支援
（施設型給付費負担金）（施設型給付費負担金）（施設型給付費負担金）（施設型給付費負担金）

398,065千円398,065千円398,065千円398,065千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）子ども・子育て支援新制度に基づく民間幼稚園・認定
こども園などへ運営支援を行ないます。

（施設型給付費負担金）
名寄大谷認定こども園・・・・・116,060千円
認定こども園名寄幼稚園・・・・ 65,039千円
風連幼稚園・・・・・・・・・・ 43,298千円
名寄カトリック幼稚園・・・・・ 54,393千円
光名幼稚園・・・・・・・・・・ 56,720千円

（委託）
風連さくら保育園・・・・・・・ 62,555千円

認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園

重点

拡充拡充拡充拡充

【担当：こども未来課】

子ども・子育て支援新制度への移行状況子ども・子育て支援新制度への移行状況子ども・子育て支援新制度への移行状況子ども・子育て支援新制度への移行状況

（１）平成（１）平成（１）平成（１）平成27年度から移行年度から移行年度から移行年度から移行

①名寄大谷認定こども園①名寄大谷認定こども園①名寄大谷認定こども園①名寄大谷認定こども園

②風連幼稚園②風連幼稚園②風連幼稚園②風連幼稚園

③風連さくら保育園③風連さくら保育園③風連さくら保育園③風連さくら保育園

（３）平成（３）平成（３）平成（３）平成29年度から移行年度から移行年度から移行年度から移行

①認定こども園名寄幼稚園①認定こども園名寄幼稚園①認定こども園名寄幼稚園①認定こども園名寄幼稚園

②名寄カトリック幼稚園②名寄カトリック幼稚園②名寄カトリック幼稚園②名寄カトリック幼稚園

③光名幼稚園③光名幼稚園③光名幼稚園③光名幼稚園

名寄大谷名寄大谷名寄大谷名寄大谷

認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園

認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園

名寄幼稚園名寄幼稚園名寄幼稚園名寄幼稚園

風連幼稚園風連幼稚園風連幼稚園風連幼稚園

名寄カトリック名寄カトリック名寄カトリック名寄カトリック

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園

光名幼稚園光名幼稚園光名幼稚園光名幼稚園

風連さくら風連さくら風連さくら風連さくら

保育園保育園保育園保育園

幼保連携型幼保連携型幼保連携型幼保連携型 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 私立保育所私立保育所私立保育所私立保育所幼稚園型幼稚園型幼稚園型幼稚園型

（２）平成（２）平成（２）平成（２）平成28年度から移行年度から移行年度から移行年度から移行

①名寄幼稚園①名寄幼稚園①名寄幼稚園①名寄幼稚園

　18　



4.衛生費　1.保健衛生費　3.保健活動推進費

「こどもを望まれるご夫婦」を応援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 1,050
合計 0 1,050

増減額 1,050

伸率 皆増

特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業 1,050千円1,050千円1,050千円1,050千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）体外受精、顕微授精及び男性不妊治療に要する費用の
一部を助成し、経済的負担を軽減します。

対象者
特定不妊治療以外によっては妊娠の見込みがない等と
医師に診断され、初めて助成を受ける際の治療開始時
の妻の年齢が43歳未満であること。
次の（1）～（3）のすべてに該当すること。
（1）北海道特定不妊治療費助成事業による助成の決
定を受けた者
（2）夫婦のいずれか一方が、申請時に市内に住所を
有すること
（3）他の市町村で同じ治療に対して助成を受けてい
ない者

新規新規新規新規

重点

【担当：保健センター】
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基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり基本目標Ⅱ　市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり

主要施策１　健康の保持増進

予算額
（千円）

64,280

5,209

500

32,320

1,396

34,926

7,857

健康づくり運動推進事業

保健センター

保健センター

保健センター

生活習慣病予防等活動事業

感染症対策事業

がん検診事業

健康マイレージ事業

母子健康支援・親子教室事業

なよろ健康まつりの開催や保健推進委
員の活動支援により、健康づくりを推
進します。

自分の健康を振り返る機会を提供する
ことで生活習慣病の発症及び重症化を
予防します。

成人の風しん、高齢者の肺炎球菌・水
痘、日本脳炎、Ｂ型肝炎などの予防接
種を行ないます。

がんの早期発見・早期治療を目指しま
す。また、一定の年齢に達した女性に
対して、子宮・乳・大腸がん検診の費
用を無料として受診の促進を図りま
す。

事業名 事業概要 担当課

安心して妊娠・出産・子育てが行える
よう、妊娠期からの切れ目ない母子の
健康支援を実施します。

保健センター

機能訓練事業

脳卒中後遺症等で機能訓練が必要な方
に対して、訓練や交流を通じ、閉じこ
もりや要介護状態になることを予防し
ます。

保健センター

保健センター

保健センター

自分の健康に関心を持ち、自分に合っ
た健康づくりに取り組み、ポイントに
より特典を受けられます。

重点重点重点重点

重点重点重点重点

主要施策２　地域医療の充実

予算額
（千円）

70,238

15,000

350,000

10,390,537

132,311

195,244

1,720

救急医療対策事業

病院施設の改善整備事業
病室等の老朽化への対応の他、診療報
酬改定等、新たな施設基準に対応する
ための施設整備を行ないます。

市立病院

名寄市風連国民健康保険診療所
の運営

救急医療を担う医療機関の運営補助等
を行なうことにより、地域住民の急病
患者の医療を確保します。

保健センター

地域における住民に必要な医療の確保
と、プライマリケアの重要な担い手と
して国保診療所の運営をします。

国保診療所

名寄東病院の運営

慢性期医療を担う病院として、市内外
の長期療養患者の受け入れ先としての
機能の他、健診機能の充実を図りま
す。

市立病院

名寄市風連国民健康
保険診療所医療機器整備

国保診療所

事業名 事業概要 担当課

医療機器の更新整備事業
救急･高度医療等、質が高く、的確な
医療を提供するため医療機器の整備を
行ないます。

市立病院

その他市立総合病院の運営
道北の基幹病院として急性期医療の提
供を主体とし、医療水準の向上と地域
医療の確保に努めます。

心電計を更新します。より高性能で多
機能な機種を選定することにより、診
察時間の短縮などが図られます。

市立病院

ます。

直診直診直診直診

病院病院病院病院

病院病院病院病院

直診直診直診直診

重点重点重点重点

病院病院病院病院

病院病院病院病院

重点重点重点重点

重点重点重点重点

直診直診直診直診
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主要施策３　子育て支援の推進

予算額
（千円）

2,435

934

1,310

2,046

2,134

279,200

11,743

9,780

市立保育所の運営・維持管理を行ない
ます。
延長保育事業　5,994千円
一時保育事業　3,663千円

こども未来課

母子家庭等高等職業訓練促進事業

ひとり親世帯の親が就職に有利な資格
を取得するために、養成機関への入学
にかかる負担軽減を図るため給付金を
支給します。

智恵文保育所運営事業
智恵文地区を中心とし、保育要件を満
たす児童及び保護者の福祉向上を目的 こども未来課

遠距離通園・通所費助成事業
保育所、幼稚園に通所（園）する遠距
離児童に対し、交通費を助成します。

こども未来課

砺波保育所運営事業
農村地域を中心とし、保育要件を満た
す児童及び保護者の福祉向上を目的と
して運営します。

こども未来課

家庭児童相談員を配置し、相談業務を
通じて児童の健全育成を図ります。

こども未来課家庭児童相談事業

乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業
子育て世帯の経済的支援を目的とし
て、乳幼児期の紙おむつ処理に要する
有料ごみ袋を無償で支給します。

こども未来課

こども未来課

母子・父子自立支援プログラム
策定事業

母子・父子自立支援員が母子・父子家
庭の自立を支援するためのプログラム
を策定し、相談業務等支援を行ないま
す。

こども未来課

市立保育所の運営・維持管理経費

事業名 事業概要 担当課

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

9,780

33,286

2,033

1,739

3,716

5,328

2,706

3,298 こども未来課
子育てを支援する会員と支援を受ける
会員をマッチングして、子育ての相互
支援活動を促進します。

ひまわりらんど運営事業
名寄地域の子育て支援の拠点として、
親子同士の交流及び子育てに対する不
安の解消を図ります。

こども未来課

こぐま運営事業
風連地域の子育て支援の拠点として、
親子同士の交流及び子育てに対する不
安の解消を図ります。

こども未来課

ファミリー・サポート・センター事業

民間の認定こども園が行なう一時預か
り事業へ補助を行ないます。
名寄大谷認定こども園　　2,664千円
認定こども園名寄幼稚園　2,664千円

民間の認定こども園が行なう延長保育
事業へ補助を行ないます。
名寄大谷認定こども園　　1,858千円
認定こども園名寄幼稚園　1,858千円

こども未来課

利用者支援事業

一時預かり事業補助金

子育てに関することなら、気軽に相談
いただけるよう「子育てコンシェル
ジュ」を配置し、不安なく子育てがで
きる環境づくりを図ります。

こども未来課

延長保育事業および一時預かり事業を
私立保育園へ委託します。
延長保育事業　　510千円
一時保育事業　1,229千円

こども未来課

延長保育事業運営費補助金

智恵文保育所運営事業 たす児童及び保護者の福祉向上を目的
として運営します。

こども未来課

こども未来課

さくら保育園延長保育事業・
一時保育事業の委託

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点
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予算額
（千円）

3,201

35,102

12,819

60,343

13,280

1,805

127,743

273,197

主要施策４　地域福祉の推進

事業名

ひとり親家庭等医療給付事業
経済的負担の軽減を目的に、ひとり親
家庭等の医療費を助成します。

こども未来課

養育医療給付事業 未熟児等の養育医療費を助成します。 こども未来課

「親子お出かけバスツアー」で収穫祭
やもちつきを行ない、多世代交流、子
育て世代間の交流を促すとともに、育
児相談や指導などの子育て支援を実施
します。

こども未来課

利用計画を基に、子どもの発達状況に
沿った、適切な療育を提供します。

発達に遅れの恐れがある子どもに対し
て、適切な療育を受けるため利用計画
を作成し、発達支援に繋げます。

こども未来課
経済的負担の軽減を目的に、乳幼児等
の医療費を助成します。

児童手当給付事業
中学校修了までの児童を養育する父母
等に対して支給します。

こども未来課

乳幼児等医療給付事業

児童扶養手当給付事業

こども未来課

青空子育て支援事業

こども発達支援事業

相談事業所運営事業

こども未来課

事業概要 担当課

18歳に達する日以降の最初の３月31日
までの児童を養育するひとり親家庭等
に支給します。

こども未来課

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

主要施策４　地域福祉の推進

予算額
（千円）

1,710

875

41,315

47,700

8,265

36,530

544,574

8,964

社会福祉課

社会福祉課

社会福祉課

民生委員法に基づき地域福祉推進の担
い手として活動する、民生委員児童委
員に対する支援を行ないます。

社会福祉課民生委員活動事業

総合福祉センターの運営・維持管理事業
（屋上防水改修工事を除く）

福祉活動の拠点である総合福祉セン
ターの維持管理を行ないます。

生活保護事業

生活保護適正実施推進事業

生活保護を必要とする方に対して確実
に保護を実施するため必要な支援を行
ないます。（うち扶助費542,372千
円）

事業名 事業概要 担当課

臨時福祉給付金給付事業（経済対策分） 社会福祉課
臨時福祉給付金（経済対策分）を支給
します。

生活保護の適正な運営を確保するた
め、面接相談体制強化等、各種適正化
の取り組みを行ないます。

社会福祉課

社会福祉協議会運営補助金
社会福祉協議会の運営を支援し、福祉
のまちづくりを推進します。

社会福祉課

福祉灯油支援事業
低所得世帯等に灯油購入費を助成しま
す。

社会福祉課

冬の生活支援事業
低所得世帯等に電気料金を助成しま
す。
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主要施策５　高齢者施策の推進

予算額
（千円）

56,942

2,200

3,355

9,007

2,452,350

337,671

6,607

高齢介護課

事業概要 担当課

介護保険サービスに対する給付、地域
支援事業、介護認定審査会など介護保
険に関する事業を行ないます。

高齢介護課

高齢介護課

介護サービス事業
介護サービス事業・名寄 225,834千円
介護サービス事業・風連 111,837千円

高齢介護課

老人福祉施設入所委託事業

概ね65歳以上で環境上の理由及び経済
上の理由により自宅での日常生活が困
難な方の養護老人ホーム等への入所委
託を行ないます。

市内４箇所（第１・第２・第３・北）
の公設老人クラブの維持管理及び老人
クラブ連合会の活動に対する助成を行
ないます。

高齢介護課

事業名

高齢者事業センター運営支援事業
名寄市高齢者事業センター及び名寄市
風連町高齢者事業団の運営支援を行な
います。

高齢介護課

外出支援サービス事業

概ね65歳以上で寝たきりなどにより、
一般交通機関を利用することが困難な
方を対象として、通院・入退院時の送
迎を行ないます。

老人クラブの運営・維持管理事業

敬老事業

各町内会等が実施する敬老事業に対し
て助成するとともに、敬老の日には実
行委員会を組織し、｢長寿を祝う会」
を開催します。

介護保険事業

高齢介護課

介護介護介護介護

介サビ介サビ介サビ介サビ

60,244

主要施策６　障がい者施策の推進

予算額
（千円）

66,954

3,981

2,160

284

5,610

第３次名寄市障がい者福祉計画策定事業

障害者基本法に基づき、障がい者が住
み慣れた地域で安心して暮らせること
を目的に、長期(10年)の計画を策定し
ます。

社会福祉課

重度視力障害者電話料助成事業
電話を設置している重度の視力障がい
者に対し、電話料の一部を助成しま
す。

社会福祉課

重度障害者ハイヤー料金助成事業
障がい者（児）が通院等のため市内で
利用するハイヤー料金の一部を助成し
ます。

障害者手当給付等事業 各種福祉手当を支給します。 社会福祉課

事業名 事業概要 担当課

地域包括支援センター運営事業

障害者医療給付事業
重度の障がい者に対して保険適用医療
費の全額または一部を助成します。

社会福祉課

ないます。

地域包括支援センターにおいて、高齢
者の総合相談・支援事業、権利擁護事
業、介護予防ケアマネジメント事業、
包括的・継続的ケアマネジメント事
業、介護予防支援等を行ないます。

地域包括
支援センター

社会福祉課
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予算額
（千円）

57,475

9,544

833,933

39,919

1,262

5,446

主要施策７　国民健康保険

予算額
（千円）

3,609,420

376,310

自立支援医療費
身体に障がいや病気のある方や、通院
している精神疾患のある方の医療費の
一部を助成します。

後期高齢者医療保険事業 後期高齢者医療制度を運営します。 市民課

国民健康保険事業
国民健康保険制度の運営を行ないま
す。また、医療費の適正化を推進しま
す。

市民課

社会福祉課

地域生活支援事業

補装具給付事業

介護給付事業

成年後見制度事業

社会福祉課

障がいに関する総合的な相談支援を行
ないます。相談支援事業者や関係機関
の連携の支援を行ないます。

事業名 事業概要 担当課

社会福祉課基幹相談支援センター事業

身体の機能を補い日常生活や就業活動
を容易にするための補装具を給付しま
す。

社会福祉課

障害者総合支援法に基づく介護サービ
スを給付します。

社会福祉課

成年後見制度の利用を支援し、障がい
者の権利擁護を図ります。

社会福祉課

事業名 事業概要 担当課

障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービスを実施します。

国保国保国保国保

376,310後期高齢者医療保険事業 後期高齢者医療制度を運営します。 市民課後期後期後期後期
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4.衛生費　2.清掃費　2.塵芥処理費

「旧清掃センター解体後の跡地利用、リサイクルセンターの整備
次期中間処理施設の検討」について一体的な構想を策定します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 6,480
合計 0 6,480

増減額 6,480

伸率 皆増

【担当：環境生活課】

基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり

新ごみ処理施設基本構想の策定新ごみ処理施設基本構想の策定新ごみ処理施設基本構想の策定新ごみ処理施設基本構想の策定 6,480千円6,480千円6,480千円6,480千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）旧清掃センター解体、リサイクルセンターの整備と併
せ炭化センターの次期施設を一体的に検討する事によ
り、効率的なごみ処理体制、必要となる中間処理施設
等について基本構想を策定します。

構想では、ごみ処理状況の把握、施設整備基本方針の
策定、計画処理量の設定、ごみ処理方式の検討などを
行ないます。

新規新規新規新規

【担当：環境生活課】

8.土木費　5.住宅費　2.住宅整備費

名寄市総合計画（第２次）の住宅施策に関する個別計画です。
市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画を作ります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 4,000
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 5,000
合計 0 9,000

増減額 9,000

伸率 皆増

【担当：建築課】

住宅マスタープラン策定事業住宅マスタープラン策定事業住宅マスタープラン策定事業住宅マスタープラン策定事業 9,000千円9,000千円9,000千円9,000千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）住宅マスタープラン策定業務

　既存住宅マスタープランを検証し、民間住宅や公営
住宅など、今後の住宅施策の基本的なガイドラインを
作ります。

新規新規新規新規
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8.土木費　5.住宅費　2.住宅整備費

老朽化した公営住宅を建替えと改善により居住水準の向上や
ユニバーサルデザインに対応した公営住宅を整備します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 197,900 173,800
市債 283,100 460,600
その他 0 0
一般財源 1,526 6,438
合計 482,526 640,838

（当初）

増減額 158,312

伸率 32.8%

【担当：建築課】

北斗・新北斗公営住宅建設事業北斗・新北斗公営住宅建設事業北斗・新北斗公営住宅建設事業北斗・新北斗公営住宅建設事業 640,838千円640,838千円640,838千円640,838千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）北斗団地公営住宅建設工事
　既設住宅を解体して、新たな住宅整備等を実施しま
す。
（２）新北斗団地公営住宅改善工事
　既設住宅を全面的に改善する工事等を実施します。

継続継続継続継続

8.土木費　5.住宅費　2.住宅整備費

市営住宅を長期に活用できるよう長寿命化改善工事を実施し、
安心して暮らせる住宅を供給します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 81,400 68,200
市債 108,800 83,000
その他 0 0
一般財源 5,300 4,500
合計 195,500 155,700

（当初）

増減額 -39,800

伸率 -20.4%

【担当：建築課】

市営住宅環境整備事業市営住宅環境整備事業市営住宅環境整備事業市営住宅環境整備事業 155,700千円155,700千円155,700千円155,700千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）風舞団地改修実施設計
　改善工事を行なうための詳細設計を実施します。

（２）ノースタウンなよろ団地改修工事
　外壁や屋上等の改善工事を実施します。

継続継続継続継続
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8.土木費　2.道路橋梁費　3.道路除雪費

町内会と連携し、より快適な道路環境を確保します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 1,000
合計 0 1,000

増減額 1,000

伸率 皆増

　重機借上料　　除雪作業用タイヤショベル借上　　500千円
　　　　　　　　4ｔ排雪ダンプ借上　　　 　　　　500千円

自主的に道路排雪を行なう町内会に対し、重機（タイ
ヤショベル・排雪ダンプ）を無償で貸し出します。

町内会では運転手等を含めた、作業全般を行なってい
ただきます。

平成29年度はモデル事業として３町内会を公募により
選定し、１町内会に対して１シーズン３回までの貸し
出しを行ないます。

レンタル＆ゴー事業レンタル＆ゴー事業レンタル＆ゴー事業レンタル＆ゴー事業 1,000千円1,000千円1,000千円1,000千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

新規新規新規新規

【担当：都市整備課】

（タイヤショベル） （排雪ダンプ）

町町町町 内内内内 会会会会行行行行 政政政政

保険会社保険会社保険会社保険会社 町内会員町内会員町内会員町内会員重機レンタル業者重機レンタル業者重機レンタル業者重機レンタル業者

重機提供 作業協力

重機借上げ

（申請人）
金銭支出 保険加入 協力者依頼
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【下水道事業特別会計】1.下水道事業費　1.下水道整備費　3.維持管理費

汚水管渠への不明水の浸入状況を調査します。
水処理経費の削減を目指します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 7,000
合計 0 7,000

増減額 7,000

伸率 皆増

公共下水道不明水調査公共下水道不明水調査公共下水道不明水調査公共下水道不明水調査 7,000千円7,000千円7,000千円7,000千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　下水処理場の水処理経費を削減するための基本調査
を行ないます。

　数カ所に流量計や水位計を設置し、不明水が流れ込
む地域を絞り込みます。

新規新規新規新規

不明水とは、雨天時に汚水管に入り込んでくる雨水

や、地下水などの呼称です。

【担当：工務課】

マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴マンホール蓋の穴

汚水桝の不良汚水桝の不良汚水桝の不良汚水桝の不良

管の継ぎ目管の継ぎ目管の継ぎ目管の継ぎ目

取付管接続箇所取付管接続箇所取付管接続箇所取付管接続箇所

排水設備の破損箇所排水設備の破損箇所排水設備の破損箇所排水設備の破損箇所

雨水系接雨水系接雨水系接雨水系接
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【名寄消防署】9.消防費　1.消防費　1.消防費

救助活動の第一線で活躍します。
救助資機材も充実し、市民の安全を守ります。

Ｈ28当初予算額 Ｈ29当初予算額

国・道 0 0
市債 0 90,300
その他 0 0
一般財源 0 206
合計 0 90,506

増減額 90,506

伸率 皆増

 火災や交通事故、自然災害など一般生活上で起こる
さまざまな救助事案に対応できる救助資機材を積載
し、現場へ急行して救助活動を展開します。

 また、クレーン装置やウインチ装置、照明装置を装
備し、救助隊員の安全確保や救助・救出時間の大幅な
短縮が期待でき、市民の安全を守ります。

救助工作車の導入救助工作車の導入救助工作車の導入救助工作車の導入 90,506千円90,506千円90,506千円90,506千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

新規新規新規新規

※ 参考モデル

車両前方にはウインチ装置、上部には照明装置、後方にはクレーン装置を装備しています。

車両後方の収納ボックスには、さまざまな救助事案に対応する救助資機材を積載しています。

【担当：名寄消防署】29



基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり基本目標Ⅲ　自然と調和した環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり

主要施策１　環境との共生

予算額
（千円）

4,844

2,700

67

8,290

16,899

5,022

主要施策２　循環型社会の形成

予算額
（千円）

公害対策事業
環境資源の持続的活用、汚染の防止、
生活環境の保全を目指します。

環境生活課

環境生活課

火葬場整備事業
火葬炉等設備を円滑に稼働させるた
め、計画的に修繕を行ないます。

環境生活課

公衆浴場確保対策事業
市民の保健衛生と公衆浴場の経営の安
定を図ります。

環境生活課

温暖化対策啓蒙事業
温室ガスの排出抑制等を図り、地球温
暖化防止対策を図るため、市民への啓
発を行ないます。

環境生活課

墓地・霊園管理運営事業
共同墓地及び霊園の維持管理を行ない
ます。

環境生活課

火葬場管理運営事業
名風聖苑の維持管理を行ないます。
また、遺族控室にエアコンを設置しま
す。

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

16,886

2,822

648,616

172,280

15,051

60,484

主要施策３　消防

予算額
（千円）

665,753

塵芥収集処理事業
一般家庭から排出される廃棄物の効率
的な収集業務を推進し、快適な住環境
を実現します。

環境生活課

広域プラスチック等処理事業
ペットボトル及び容器包装類を、広域
市町村で再資源化することにより、効
率的な処理を行ないます。

環境生活課

最終処分場管理運営事業
廃棄物処理の関係法令に基づき、適切
な維持管理と周辺の生活環境の保全を
図ります。

環境生活課

事業名 事業概要

上川北部消防事務組合負担金
（救助工作車導入を含む負担金総額）

消防・救急体制の充実を図り、市民の
生命・財産を守ります。

総務課

ごみ減量化推進事業
３Ｒを推進し循環型社会の形成を図り
ます。

環境生活課

清掃一般行政経費
廃棄物の減量及び適正処理をするた
め、分別排出の啓発及び環境美化を推
進します。

環境生活課

名寄地区衛生施設事務組合負担金
ごみ処理を行なう一部事務組合への負
担金です。広域最終処分場の整備を行
ないます。

環境生活課

担当課
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主要施策４　防災対策の充実

予算額
（千円）

4,300

184

3,397

2,776

2,792

14,004

1,717

9,565

防災コミュニティ通信事業

水害や震災などの災害に対し、迅速か
つ適正に対応を行ないます。

防災・法制
・訟務担当

防災・法制
・訟務担当

復興元気事業

東日本大震災の被災地である南相馬市
の子どもと名寄市の子どもが共に防災
について学び、相互交流する中から双
方向の交流を深めます。

防災・法制
・訟務担当

防災会議・訓練等事業

河川維持管理事業
市が管理する普通河川の改修工事によ
り、良好な河川環境を維持保全しま
す。

都市整備課

樋門管理事業
樋門の点検及び周辺の整備を行ないま
す。

都市整備課

災害等の緊急情報を地元コミュニティ
ＦＭ放送を活用して伝達します。

企画課

開発局及び名寄市管理の排水機場の維
持管理を行ないます。

都市整備課排水機場維持管理事業

災害対策事業

事業名 事業概要 担当課

防災会議や防災訓練の開催、自主防災
組織への支援などを行ない、自助・共
助力を中心に災害対応力の強化を図り
ます。

防災・法制
・訟務担当

スクラム支援等事業
スクラム支援会議構成基礎自治体の水
平支援及び防災情報の共有などを行な
います。

1,891

主要施策５　交通安全

予算額
（千円）

12,343

6,000

主要施策６　生活安全

予算額
（千円）

2,096

1,156

2,272

関係機関等と連携し、交通安全の確保
と、交通事故のない安全で安心な地域
社会を目指します。

環境生活課

豊栄川遊水地維持管理事業
北海道から維持管理の委託を受けてい
る豊栄川遊水地の維持管理を行ないま
す。

都市整備課

生活安全推進事業
市と市民が協働して、安全で安心な住
みよい環境づくりを図ります。

環境生活課

畜犬登録・野犬・害虫等対策事業
飼い犬の飼育管理とスズメバチ等の害
虫対策を行ない、快適な住環境を目指
します。

環境生活課

空家等対策事業
空家の適正管理の啓発や、利活用促進
に向けた空家バンクの取り組みを推進
します。

環境生活課

交通安全施設整備事業
市道中央線の維持補修、危険個所への
注意看板設置等の整備をすることによ
り、交通安全を推進します。

環境生活課

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

交通安全推進事業
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主要施策７　消費生活の安定

予算額
（千円）

6,798

552

主要施策８　住宅の整備

予算額
（千円）

1,750

55,903

主要施策９　都市環境の整備

予算額
（千円）

735
生活道路に防犯灯等の新設を行ないま
す。

都市整備課

街路の清掃及び街路灯の維持管理や市

市営住宅維持管理事業
公営住宅を適切に維持管理し居住水準
の向上を図ります。

建築課

事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

街路整備事業

事業名

既存住宅耐震改修促進事業
地震から市民の生命と財産を守ること
を目的に、民間住宅の耐震化に対して
助成します。

建築課

消費者行政等事業
消費者からの消費生活相談や住民への
啓発活動及び消費者活動団体への支援
を行ないます。

消費生活センター

無料法律相談事業
市民が抱える法律的な問題を無料で弁
護士に相談できる機会を提供します。

消費生活センター

47,192

15,311

11,535

55,589

40,135

6,620

4,698

街路維持管理事業
街路の清掃及び街路灯の維持管理や市
が設置した融雪溝の修繕及び管理組合
運営の支援を行ないます。

緑化木維持管理事業

街路樹の維持管理等を行ない、植樹桝
の整備を委託し、愛護活動の協力等に
よって、緑豊かな街並みを実現しま
す。

都市整備課

フラワーロード管理事業
風連瑞生基線のフラワーロードの街路
樹維持管理を行ない、良好な景観を形
成します。

都市整備課

公園維持管理事業
公園及び広場等の維持管理を行ない、
快適な公園環境を提供します。

都市整備課

都市整備課

国道４０号融雪溝維持管理事業
国道40号融雪溝の維持管理を行ないま
す。

都市整備課

ひと・ほし・環境にやさしい灯り事業
LED化された防犯灯2,322灯をリース方
式により保守維持管理をし、電力消費
量の削減を行ないます。

都市整備課

都市公園安全・安心対策事業
公園施設を整備して、市民の憩いの場
を維持します。

都市整備課重点重点重点重点
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主要施策１０　上水道の整備

予算額
（千円）

1,311,367

1,277

主要施策１１　下水道・個別排水の整備

予算額
（千円）

飲料水施設維持管理事業
市の水道が整備されていない地域に、
安全に安定して生活水を供給するた
め、施設の維持を行ないます。

環境生活課

水道事業

【主な事業】
◎上水道第2期拡張事業　10,952千円

◎水源開発整備負担金（サンルダム負
担金） 　　　　　　　19,834千円

◎川西浄水場改修事業　124,500千円

◎浄水場施設改修事業　 39,943千円

◎配水管網整備事業　　 26,530千円

◎老朽管更新事業　　　 75,140千円

◎水道量水器取替工事　 67,004千円

◎上水道事業固定資産整理業務
　　　　　　　　　　　 18,036千円

業務課

工務課

浄水場

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

水道水道水道水道

1,167,164

92,615

下水道事業

【主な事業】
◎下水道事業地方公営企業会計移行事
業　　　　　　　　 　11,000千円

◎名寄下水終末処理場外機械設備更新
工事　　　　　　　  129,000千円

◎名寄市公共下水道ストックマネジメ
ント計画策定業務委託
　　　　　　　　　　 　20,000千円

◎名寄処理区下水道管渠更正工事
　　　　　　　　　　 　25,000千円

◎公共桝取替工事　　  　7,020千円

業務課

工務課

下水処理場

個別排水処理施設整備事業

【主な事業】
◎合併浄化槽設置工事
　５人槽　５基　7,000千円
　７人槽　５基　8,500千円
　10人槽　２基　4,000千円

業務課
工務課個排個排個排個排

下水道下水道下水道下水道
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主要施策１２　道路の整備

予算額
（千円）

2,604

107,903

561,989

66,300

10,348

121,278

84,241

42,156

27,400

徳田１８線緑丘連絡線道路改良舗装事業
冬期の積雪等により道路幅員が減少し
ている道路を整備し、安全で円滑な交
通を確保します。

道路・河川愛護対策事業
道路及び河川の良好な周辺環境を維持
するため、地域住民の愛護活動を支援
します。

都市整備課

事業概要 担当課

都市整備課

西４条仲通道路改良舗装事業
車道と歩道を整備し、安全安心な歩行
空間を確保します。

都市整備課

事業名

道路・橋梁維持管理事業
道路及び橋梁の維持管理を適切に行な
うことで、歩行者や車両等の安全を確
保します。

都市整備課

都市整備課

南１１丁目右仲通道路改良舗装事業
冬期の積雪等により道路幅員が減少し
ている道路を整備し、安全で円滑な交
通を確保します。

都市整備課

南３丁目通道路改良舗装事業
車道と歩道を整備し、安全安心な歩行
空間を確保します。

風連東３号線道路舗装改築事業
路面の修繕を実施し、安全で円滑な交
通を確保します。

都市整備課

風連東８号北線道路舗装改築事業
路面の修繕を実施し、安全で円滑な交
通を確保します。

都市整備課

市道除雪・排雪対策事業
市道の除排雪を行ないます。また、冬
の生活を快適に過ごすために排雪ダン
プ助成などの支援をします。

都市整備課

99,022

12,500

146,990

＊なお、道路事業及び公園事業の実施に当たっては国からの交付金等を活用して行ないます。

　交付金の動向によっては、事業費の圧縮や未実施となることも考えられます。

主要施策１３　地域公共交通

予算額
（千円）

1,320

52,965

1,620

1,443

橋梁長寿命化事業
名寄市橋梁長寿命化計画に基づき、橋
梁の適切な補修を行なうことにより、
安全安心な道路網を確保します。

都市整備課

道路排水整備事業
道路排水能力が低下した路線及び土水
路となったままの路線の排水整備を行
ないます。

都市整備課

北１丁目通道路改良舗装事業
車道と歩道を整備し、安全安心な歩行
空間を確保します。

都市整備課

智恵文地区医療バス等運行事業
智恵文及び瑞穂地区住民の医療確保の
ためのバスを運行します。

智恵文支所

代替バス待合所管理事業
JR名寄線及び深名線廃止に伴う、代替
バス待合所の管理に要する経費です。

企画課

地域交通対策事業
生活交通路線等の運行を支援し、地域
の交通を守ります。

企画課

地域交通動態調査等事業
高規格道路延伸に伴う交通動態等の調
査を行ないます。

企画課

事業名 事業概要 担当課
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6.農林業費　1.農業費　2.農業振興費

ＩＣＴを活用して効率的な農業を推進します。
生産性を高め、農業経営のコスト削減を目指します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 3,376
合計 0 3,376

増減額 3,376

伸率 皆増

基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり

ＩＣＴ農業の推進ＩＣＴ農業の推進ＩＣＴ農業の推進ＩＣＴ農業の推進 3,376千円3,376千円3,376千円3,376千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）ＧＰＳ基地局設置事業補助金　2,500千円
　ＪＡのＧＰＳ基地局設置事業に対して補助します。
トラクターにＧＰＳガイダンスシステム等を登載する
ことにより、精度の高い作業が可能となります。

（２）スマートハウス試験導入　　　　876千円
　農業振興センターの既存ハウスに、ハウス総合管理
システム等を導入します。
　ハウス内の温度や湿度、日射等のデータを収集する
ほか、カーテンや循環扇等の遠隔操作ができ、より精
密な管理が可能となり、収量や品質の向上が期待でき
ます。
　農業振興センターで試験的に導入し、その効果など
を農家へフィードバックします。

新規新規新規新規

【担当：農務課】

ＧＰＳガイダンスシステム

自動操舵による代掻き作業
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6.農林業費　1.農業費　2.農業振興費

就農先選びから経営安定まで、新規就農をトータルサポート

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 12,062 17,698
合計 12,062 17,698

（当初＋第4号補正）

増減額 5,636

伸率 46.7%

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）農業体験支援　　　 198千円
　新規就農を希望する人向けの農業体験ツアーを行な
い、新規就農者の獲得を目指します。

（２）新規就農者支援　 6,000千円
　新規就農における農業研修、就農初期までの機械導
入や種苗・肥料などに係る経費の支援を行ないます。
　施設機械導入助成金　　 　限度額1,500千円
　農業経営開始支援助成金 　限度額  500千円
　農地取得支援助成金　　 　限度額1,000千円

（３）農業後継者支援　11,500千円
　農業後継者に対して研修や機械設備等の支援を行な
います。
　先進地視察　　　限度額 100千円
　機械設備の補助　限度額 500千円
　収益性向上対策　限度額 500千円
　免許取得支援　　限度額　50千円

農業担い手支援事業農業担い手支援事業農業担い手支援事業農業担い手支援事業 17,698千円17,698千円17,698千円17,698千円

拡充拡充拡充拡充

重点

【担当：農務課】
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6.農林業費　1.農業費　2.農業振興費

農業の労働力不足の解消を図ります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 1,107 754
合計 1,107 754

（当初）

増減額 -353

伸率 -31.89%

【担当：農務課】

農業補助労働力確保事業農業補助労働力確保事業農業補助労働力確保事業農業補助労働力確保事業 754千円754千円754千円754千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）農業労働力の確保対策として、農業法人化研修の開催
や、マッチング支援の検討、他産業との連携協議など
を行ないます。

また、コントラクター等の受託組織の設立を目指し、
ＪＡと協議を進めながら検討を行ないます。

農業法人化研修会　28万円
先進事例の検証及び組織化に向けた検討　47万4千円

重点

継続継続継続継続

6.農林業費　1.農業費　2.農業振興費

もち米文化の振興ともち米を中心とした名寄産農産物の付加価値向上と
ブランド化を推進します。
実需者との連携を強め、信頼のブランドを確立します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 3,641 1,561
合計 3,641 1,561

（当初）

増減額 -2,080

伸率 -57.13%

【担当：農務課】

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）もち米文化創生事業補助金　100万円
　名寄のもち米の消費拡大を目的として、もち食文化
の発信や地産地消を推進します。
　もち米サポーター養成塾の開催　7万円
　新春もちつき大会の開催　　 　10万円
　付加価値向上への取り組み　   30万円

（２）実需者連携拡大事業補助金　56万1千円
　名寄産のもち米を使用する企業へ向けて、農業体験
を組み込んだ社員研修プログラムを提案します。
　生産者と企業を結びつけ、名寄産もち米の魅力をＰ
Ｒします。

農産物ブランド確立事業農産物ブランド確立事業農産物ブランド確立事業農産物ブランド確立事業 1,561千円1,561千円1,561千円1,561千円 重点

継続継続継続継続
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6.農林業費　1.農業費　6.農地整備費

農道の改良舗装を実施します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 8,500
その他 0 0
一般財源 0 1,000
合計 0 9,500

増減額 9,500

伸率 皆増

【担当：耕地林務課】

中名寄９線沢地区農道整備事業中名寄９線沢地区農道整備事業中名寄９線沢地区農道整備事業中名寄９線沢地区農道整備事業 9,500千円9,500千円9,500千円9,500千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）農道の改良舗装（中名寄９線沢地区）

平成29年度　測量調査設計委託　930万円
　　　　　　用地取得　　　　　 20万円
平成30～31年度　改良舗装工事　4,000万円（見込）

道路延長：350ｍ

新規新規新規新規

7.商工費　1.商工費　1.商工業振興費

住宅改修に係る施行費用の一部を補助します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 13,000 20,000
合計 13,000 20,000

（第2号補正）

増減額 7,000

伸率 53.85%

【担当：営業戦略課】

住環境の整備等によって、市民及び移住される方が安
心して名寄市に住み続けられる住まいづくりを促進し
ます。

（住宅改修にかかる費用）
　1,000千円以上の場合　　　　　　200千円の補助
　500千円以上1,000千円未満の場合 100千円の補助

（対象条件）
　①名寄市民が現在居住しており、自ら所有する住宅
　　を改修する場合。
　②名寄市内の住宅を購入し、改修した後に名寄市に
　　転入し、居住する場合。
　③名寄市空き家バンクに登録されている住宅を購入
　　し、改修した後に居住する場合。

住宅改修等推進事業住宅改修等推進事業住宅改修等推進事業住宅改修等推進事業 20,000千円20,000千円20,000千円20,000千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

継続継続継続継続
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7.商工費　1.商工費　2.観光費

ひまわりを通した市民参加型の「まちづくり」と、その活動に基づいた観光地づくりを
推進します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 1,000 1,000
一般財源 4,000 3,000
合計 5,000 4,000

（当初）

増減額 -1,000

伸率 -20.0%

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）ひまわりのまちプロジェクト
　種の配布、ひまわりボランティアによるひまわり畑
の造成などを行ないます。

（２）ひまわり畑の整備
　サンピラーパークにひまわり畑を造成します。

（３）ひまわりまつりの開催
　市内飲食店と連携したスタンプラリーやひまわり
フェスタなどを開催します。

（４）ひまわりの開花情報等の発信
　ＳＮＳなどを活用して開花情報などを発信します。

ひまわり観光推進事業ひまわり観光推進事業ひまわり観光推進事業ひまわり観光推進事業 4,000千円4,000千円4,000千円4,000千円

継続継続継続継続

重点

市民参加型まちづくり市民参加型まちづくり市民参加型まちづくり市民参加型まちづくり

【担当：営業戦略課】

ひまわり観光推進事業ひまわり観光推進事業ひまわり観光推進事業ひまわり観光推進事業

交流人口拡大交流人口拡大交流人口拡大交流人口拡大 地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化
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7.商工費　1.商工費　2.観光費

名寄日進地区へ向かうバスが無料になります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 1,100
合計 0 1,100

増減額 1,100

伸率 皆増

名寄日進地区利用促進補助金名寄日進地区利用促進補助金名寄日進地区利用促進補助金名寄日進地区利用促進補助金 1,100千円1,100千円1,100千円1,100千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　市内唯一の公共温泉の利便性の確保と、サンピラー
パーク、健康の森、ピヤシリスキー場など、日進地区
の公共施設の利活用の促進を目指し、日進ピヤシリ線
のバス料金を無料とします。

　※この事業は、名寄振興公社と協調して行ないま
す。

新規新規新規新規

【担当：営業戦略課】

サンピラーパークサンピラーパークサンピラーパークサンピラーパーク

ピヤシリスキー場ピヤシリスキー場ピヤシリスキー場ピヤシリスキー場

ピヤシリシャンツェピヤシリシャンツェピヤシリシャンツェピヤシリシャンツェ

無無無無 料料料料 化化化化

なよろ健康の森なよろ健康の森なよろ健康の森なよろ健康の森 なよろ温泉サンピラーなよろ温泉サンピラーなよろ温泉サンピラーなよろ温泉サンピラー
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基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり基本目標Ⅳ　地域の特性を活かしたにぎわいと活力あるまちづくり

主要施策１　農業・農村の振興

予算額
（千円）

51,024

736

400

30,000

3,624

1,448

14,928

6,767

事業名 事業概要 担当課

地域の特性を活かした魅力と持続性の
ある農業確立のため支援します。

農務課

農務課

農業振興資金融資預託金
土地改良、農業施設・機械・家畜の導
入など農業経営の安定を図るための取
り組みに融資します。

農務課

農業経営基盤強化利子補給補助金
認定農業者が経営改善のために借り入
れる農業経営基盤強化資金の利子補給
を行ないます。

農務課

農地保有合理化事業農地取得資金融資預託金
農地保有合理化事業による農地取得に
対し融資します。

農務課

有害鳥獣駆除対策事業
名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議
会への補助及び有害鳥獣の適正な処分
を行ないます。

農業生産単独支援事業

農業委員会運営事業
農地法や農業経営基盤強化促進法に定
められた農地の権利移動に関する案件
を審査し許可及び上申しております。

農業委員会

食育推進事業
名寄市食育推進計画に基づく食育の取
り組みを推進します。

農務課

薬用作物推進事業

薬用作物の生産向上、高品質・安定的
に出荷する「信頼できる産地」として
評価を確立する為、活動助成を行ない
ます。

農務課

6,767

4,834

2,315

13,500

360

1,800

98,028

175

220,191

557

新規就農者等の経営開始を支援しま
す。

農務課

多面的機能支払交付事業
農業・農村の持つ多面的機能を発揮す
るため、地域資源の保全に取り組む活
動組織を支援します。

農務課

農地中間管理事業
農地の賃貸借を進め農地利用の再配分
を行なうことで、農地の集積化や農業
の生産性向上を図ります。

農務課

地域の担い手への農地の利用集積を図
るため、地域事情の調査分析及び現状
把握等を実施します。

農務課

農業後継者の就農のため奨学金を活用
し修学し就農された方への支援を行な
います。

農務課

農業担い手海外派遣事業

ある農業確立のため支援します。
農務課

国際感覚を身につけた農業経営者を育
成します。

農務課

中山間地域等直接支払制度交付事業

耕作放棄地の発生が懸念される中山間
地域等において、農業生産条件の不利
を補正し農業生産活動の維持を図りま
す。

農務課

農地保有合理化促進事業

青年就農給付金

農業後継者育成奨学金補助金

経営所得安定対策事業
経営所得安定対策の推進事務を担う名
寄地域農業再生協議会に対する補助を
行ないます。

農務課

人・農地問題解決加速化支援事業
人・農地プランの作成・実行に向けた
農業者への聞き取りや調整・助言等を
実施します。

農務課

農業生産単独支援事業
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予算額
（千円）

4,718

145

479

18,628

8,207

1,826

4,913

4,096

94

事業名 事業概要 担当課

実証試験・展示事業
振興作物の推進に向けた技術改良や、
新たな品目・品種の地域適応性の検討
などを行ないます。

農務課

土壌分析事業
土壌の化学的性質を分析し、その結果
に基づき肥培管理等のアドバイスを行
ないます。

農務課

大家畜特別支援資金利子補給補助金
畜産農家の償還負担の軽減を図るため
低利資金を融資し、利子補給を行ない
ます。

農務課

農業振興センター管理運営事業
実証展示圃の成果や地域内外の実例に
基づき生産者への講習会等を行ない、
適切な情報を生産現場へ提供します。

農務課

名寄東部・西部集落センター管理事業
集落センターの維持管理を行ないま
す。

農務課

智恵文つつじ公園管理運営事業

農産物簡易加工施設管理運営事業

農産物簡易加工施設の管理運営を行な
います。
あぐりん館　　　1,869千円
グリーンハウス　2,849千円

農務課

公園施設を整備し、憩いの場を維持し
ます。

耕地林務課

畜産農家の経営安定のため、各種補助
金により支援し畜産の振興を図りま
す。

農務課畜産振興単独支援事業

組織培養事業
優良な種苗を確保するのが困難な作物
について、組織培養技術により増殖
し、生産者へ提供します。

農務課

140

16,537

492

16,172

2,000

4,000

38,096

6,000

畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金
大家畜経営農家の償還負担軽減を図る
ため、既借入資金を低利、長期資金に
借り換えし、利子補給を行ないます。

農務課

市営牧野管理運営事業

市内酪農家の育成牛を市営牧野に夏季
間受入し、人工授精など飼養管理を行
ないコスト削減、労働負担の軽減を図
ります。

農務課

ます。

耕地林務課

水利施設整備事業（忠烈布地区）
忠烈布ダムの洪水吐補強工事に伴う、
農家負担軽減措置を図ります。（パ
ワーアップ事業負担金）

耕地林務課

水利施設整備事業（天塩川第５支線地区）
幹線用水路L=351ｍの工事に伴う、農
家負担軽減措置を図ります。（パワー
アップ事業負担金）

耕地林務課

畜産物処理加工施設管理運営事業
広域の畜産物の処理加工施設として、
地域産業の発展及び畜産の振興を図り
ます。

農務課

食肉センター事業
食肉センターの管理運営を行ないま
す。

農務課

国営造成施設管理体制整備促進事業
風連ダム、御料ダム、日進頭首工等の
操作運転、管理、補修などを支援しま
す。

耕地林務課

農村地域防災減災事業
地震などで、忠烈布ダム、西風連ダム
の崩壊を想定したハザードマップを作
成します。

食肉食肉食肉食肉

42



予算額
（千円）

9,384

7,624

主要施策２　森林保全と林業の振興

予算額
（千円）

58,329

11,000

3,480

2,720

2,228

49,764

市有林管理事業
市有林の維持管理および間伐等の造林
事業を実施します。

耕地林務課

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

未来につなぐ森づくり推進事業
公共造林事業の対象となる人工造林に
対し、経費の一部を補助します。

耕地林務課

林業振興単独補助金
山林所有者が行なう間伐事業等に補助
を行なうほか、林業従事者の育成を図
ります。

耕地林務課

有害鳥獣・ヒグマ等対策事業
鳥獣被害防止計画に基づいてヒグマに
よる被害を防ぐための対策を実施しま
す。

耕地林務課

なよろ健康の森管理運営事業
市民の健康と福祉、生活文化の向上を
図るため、なよろ健康の森の運営を行 耕地林務課

農業経営高度化支援事業

道営農地整備事業（ハード）と一体的
に実施するソフト事業及び農家負担軽
減措置を図ります。（パワーアップ事
業負担金）

耕地林務課

基幹水利事業
風連ダム、御料ダム、日進頭首工など
の維持管理事業を行ないます。

耕地林務課

森林整備地域活動支援交付金事業
民有林での施業集約化の促進や、森林
境界を明確化するための活動などを支
援します。

耕地林務課

重点重点重点重点 49,764

主要施策３　商業の振興

予算額
（千円）

11,900

4,000

4,000

1,500

19,690

489,000

100,000

事業名 事業概要 担当課

小規模事業者資金融資利子補給
補助金

資金需要の円滑化を図るため、小規模
事業者資金に係る利子の一部を補助し
ます。

営業戦略課

商業指導育成対策事業
中小企業の振興及び地域振興を図りま
す。

営業戦略課

資金需要の円滑化を図るため、経営資
金に係る信用保証料の一部を補助しま
す。

営業戦略課

資金需要の円滑化を図るため、設備資
金に係る利子の一部を補助します。

営業戦略課

中小企業融資保証料補助金

なよろ健康の森管理運営事業 図るため、なよろ健康の森の運営を行
ないます。

耕地林務課

設備資金利子補給補助金

商店街等活性化関連補助金
地域経済の活性化を目的として、創業
支援や店舗の新築等を支援します。

営業戦略課

中小企業特別融資預託金
資金需要の円滑化のため、運用資金を
預託し、中小企業の経営基盤の強化、
経営の安定化を図ります。

営業戦略課

新規開業資金預託金
新規開業者の円滑な資金需要のため、
運用資金を預託し、経営基盤の強化、
経営の安定化を図ります。

営業戦略課

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点
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予算額
（千円）

10,000

541

30,579

8,913

主要施策４　工業の振興

予算額
（千円）

35,092

主要施策５　雇用の安定

予算額
（千円）

10,405

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

５丁目ポケットパーク維持管理事業
中心市街地を利用する住民の保養を目
的として、５丁目ポケットパークの維
持管理を行ないます。

営業戦略課

企業立地促進事業補助金
地域経済の発展と雇用機会の拡大を目
的として、企業立地の支援します。

営業戦略課

よろーな管理運営事業
指定管理者制度を活用し、駅前交流プ
ラザよろーなの管理運営を行ないま
す。

営業戦略課

旧公設地方卸売市場管理事業
地域の流通機能を確保・維持するた
め、旧公設地方卸売市場の管理を行な
います。

営業戦略課

労政一般行政経費
雇用の安定と促進及び労働環境の充実
を目的に各種取り組みを行ないます。

営業戦略課

商工組合中央金庫預託金
資金需要の円滑化のため、運用資金を
預託し、中小企業の経営基盤の強化、
経営の安定化を図ります。

営業戦略課

重点重点重点重点

重点重点重点重点

10,532

611

10,130

600

主要施策６　観光の振興

予算額
（千円）

47,993

2,228

1,724

791

営業戦略推進事業
観光ＰＲ・観光大使等ＰＲ活動を行な
います。

営業戦略課

営業戦略課

人材育成確保事業
技能者の養成、技術・技能の向上を図
ります。

営業戦略課

観光振興一般行政経費
観光事業推進団体の運営、活動の助
成・地域資源を活かした各種イベント
を開催します。

営業戦略課

ピヤシリ観光事業
ピヤシリ観光道路の管理を行なうとと
もに、冬季の冬山パトロール活動に対
しての支援します。

営業戦略課

智恵文沼公園管理運営事業
智恵文沼周辺の環境整備を行ないま
す。

智恵文支所

中小企業勤労者福祉推進事業 勤労者の福利厚生の充実を図ります。 営業戦略課

季節労働者支援事業
季節労働者の通年雇用化に向けた各種
取り組みを行ないます。

営業戦略課

中小企業通年雇用化支援事業
通年雇用化を促進するため、認定訓練
受講費用の資金の円滑化を図ります。

事業名 事業概要 担当課

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点
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予算額
（千円）

11,175

13,469

234

51,151

23,129

事業名 事業概要 担当課

地域施設管理事業
住民の保養に寄与することを目的とし
て、日進レクリエーションセンターの
管理を行ないます。

営業戦略課

望湖台自然公園管理運営事業
住民の保養に寄与することを目的とし
て、ふうれん望湖台自然公園の運営を
行ないます。

営業戦略課

道の駅管理運営事業
指定管理者制度を活用し、道の駅の管
理運営を行ないます。

営業戦略課

ピヤシリスキー場整備事業
ピヤシリスキー場のリフトの維持補修
などを行ないます。

営業戦略課

ピヤシリスキー場管理運営事業
指定管理者制度を活用し、ピヤシリス
キー場の管理運営を行ないます。

営業戦略課

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点
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10.教育費　2.小学校費　1.学校管理費

校舎の老朽化に対応します。
地域全体に親しまれる校舎を目指します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 25,603
市債 89,200 94,100
その他 0 0
一般財源 410 88
合計 89,610 119,791

（当初）

増減額 30,181

伸率 33.7%

基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり

風連中央小学校校舎・風連中央小学校校舎・風連中央小学校校舎・風連中央小学校校舎・
屋内運動場等改築事業屋内運動場等改築事業屋内運動場等改築事業屋内運動場等改築事業

119,791千円119,791千円119,791千円119,791千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　老朽化した校舎の改築を行ないます。
　市民に開放した図書館機能を取り込み、児童だけで
なく地域全体で利用する複合施設を目指します。

※平成28年度補正（年度繰越）において、
工事請負費　504,239千円を計上する予定です。

継続継続継続継続

【担当：学校教育課】

風連中央小学校 完成予想図

46



10.教育費　1.教育総務費　2.事務局費

高校生の資格取得を支援します。
生徒の就職・進学をサポートし、市内高校の魅力ある学校づくりを支援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 0 500
合計 0 500

増減額 500

伸率 皆増

名寄市高校生資格取得支援事業名寄市高校生資格取得支援事業名寄市高校生資格取得支援事業名寄市高校生資格取得支援事業 500千円500千円500千円500千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　市内の高校に通う生徒に対して、就職や進学に役立
つ資格取得のための受験料を助成します。

　高校の魅力ある学校づくりを支援します。

　対象者　市内の高校に在学する生徒で、市長が定め
る資格を取得した者。

　補助額　受験料等の2分の1を補助する。

新規新規新規新規

【担当：学校教育課】

頑張る高校生を応援！頑張る高校生を応援！頑張る高校生を応援！頑張る高校生を応援！ 就職・進学をサポート！就職・進学をサポート！就職・進学をサポート！就職・進学をサポート！

高校の魅力度ＵＰ！高校の魅力度ＵＰ！高校の魅力度ＵＰ！高校の魅力度ＵＰ！
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10.教育費　1.教育総務費　4.教育研究指導費

学習支援員を増員し、特別支援教育の充実を図ります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 47,261 59,329
合計 47,261 59,329

（当初）

増減額 12,068

伸率 25.5%

【担当：学校教育課】

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　学習面や生活行動面で特別な配慮を必要とする児童
生徒の学校生活を支援します。
　特別支援学級において、児童生徒の状況に応じた支
援を行ない、障がいの有無に関わらず共に学ぶインク
ルーシブ教育システム(注)を構築していきます。
　また、通常学級において、困り感のある児童生徒の
状態に応じた支援を行ないます。

学習支援員の配置状況
　平成28年度　21名
　平成29年度　25名

（注）インクルーシブ教育システムとは、障がいのある児童生徒
と、障がいのない児童生徒が、可能な限り共に学ぶ仕組みのこ
と。

特別支援教育学習支援員配置事業特別支援教育学習支援員配置事業特別支援教育学習支援員配置事業特別支援教育学習支援員配置事業 59,329千円59,329千円59,329千円59,329千円

拡充拡充拡充拡充

重点

10.教育費　5.大学費　1.学校総務費

名寄で学び、名寄で活躍する人材を増やします。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 1,300
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 2,000 1,300
合計 2,000 2,600

（第２号補正）

増減額 600

伸率 30.0%

【担当：大学事務局】

名寄市立大学の卒業生の地元定着化に向け、経済的な
支援を行ないます。
（１）地元就業支度金助成事業助成金（継続）
卒業後に市内に居住し、市内の事業所に就業する卒業
生に対し、100千円の就業支度金の助成を行ないま
す。

（２）奨学金返還支援事業助成金（拡充）
卒業後に、市内に居住し、市内事業所に6カ月以上継
続して就業している卒業生に対し、日本学生支援機構
奨学金の返還額の2/3（上限月額2万円）の助成を行な
います。

※地方創生推進交付金を活用します。

地元定着化推進事業地元定着化推進事業地元定着化推進事業地元定着化推進事業 2,600千円2,600千円2,600千円2,600千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）

拡充拡充拡充拡充

重点
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10.教育費　5.大学費　2.学校管理費

大学教育の基盤を整備します。
食堂や売店などの福利厚生施設も充実します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 274,700 1,023,300
その他 0 280,000
一般財源 38,690 27,163
合計 313,390 1,330,463

増減額 1,017,073

伸率 324.5%

（当初＋第１号補正）　　　

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　保健福祉学部再編に伴い、演習室や実習室等の不足
が生じるため、新棟を建設するとともに、既存施設の
改修等を行ないます。

（１）新棟建設
（２）既存施設の改修
　　恵陵館の旧図書館を講義室へ改修します。

　※この他、平成28年度補正（年度繰越）において、
地方創生拠点整備交付金を活用し、模擬保育室の整備
を行ないます。
　模擬保育室改修工事　126,700千円
　模擬保育室備品　　　 10,148千円

名寄市立大学保健福祉学部再編事業名寄市立大学保健福祉学部再編事業名寄市立大学保健福祉学部再編事業名寄市立大学保健福祉学部再編事業 1,330,463千円1,330,463千円1,330,463千円1,330,463千円

継続継続継続継続

大学新棟 完成予想図

【担当：大学事務局】

49



10.教育費　5.大学費　2.学校管理費

学生の学修環境の向上を図ります。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 14,000 14,300
一般財源 500 0
合計 14,500 14,300

（当初）

増減額 -200

伸率 -1.4%

【担当：大学事務局】

学修環境の向上事業学修環境の向上事業学修環境の向上事業学修環境の向上事業 14,300千円14,300千円14,300千円14,300千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　学生の学修環境の向上を図ります。

（１）恵陵館臨床栄養実習室改修　　3,300千円
　隣室とつなげて実習室を広くします。

（２）空調設備設置　　　　　　　　4,300千円
　恵陵館239講義室及び本館理化学実験室にエアコン
を設置します。

（３）トイレ改修（洋式化等）　　　6,700千円
　和式トイレの洋式化や、ウォシュレットの設置など
の改修を行ないます。

継続継続継続継続

10.教育費　5.大学費　2.学校管理費

障害者差別解消法の施行に伴い、
大学校舎の基礎的な環境整備を進めます。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 17,700
一般財源 0 0
合計 0 17,700

増減額 17,700

伸率 皆増

【担当：大学事務局】

大学校舎バリアフリー化推進事業大学校舎バリアフリー化推進事業大学校舎バリアフリー化推進事業大学校舎バリアフリー化推進事業 17,700千円17,700千円17,700千円17,700千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　名寄市立大学の学生や教職員をはじめ、高齢者や障
がい者が施設を利用する際、安全で利用しやすい基礎
的な環境整備を行ないます。

（１）本館南出入口外部スロープ設置　7,300千円
（２）本館南出入口自動ドア設置　　　5,900千円
（３）本館南２階多目的トイレ設置　　4,500千円

新規新規新規新規
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10.教育費　5.大学費　5.コミュニティケア教育研究センター費

地域で活躍する専門職を支援します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 0 900
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 4,000 900
合計 4,000 1,800

（補正第１号）

増減額 -2,200

伸率 -55.0%

【担当：大学事務局】

地域ケア力向上事業地域ケア力向上事業地域ケア力向上事業地域ケア力向上事業 1,800千円1,800千円1,800千円1,800千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）（１）保育士又は幼稚園教員の片免所有者を対象とし
た保育教諭取得に必要な講習会の開催

（２）各種専門職へのリカレント教育講座や、復職支
援講習会の開催

※地方創生推進交付金を活用します。

継続継続継続継続

重点
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10.教育費　6.社会教育費　5.児童センター費

新年度から、放課後児童クラブの開館時間を延長します。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 15,802 17,046
市債 0 0
その他 6,320 7,560
一般財源 7,405 10,523
合計 29,527 35,129

（当初＋第2号補正）

増減額 5,602

伸率 19.0%

放課後児童クラブの運営放課後児童クラブの運営放課後児童クラブの運営放課後児童クラブの運営 35,129千円35,129千円35,129千円35,129千円

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　新年度から、放課後児童クラブの開館時間を30分繰
り上げ、朝8時からの開館とします。

　小学校休業日における児童の安全安心な居場所の提
供と、保護者の仕事と子育ての支援を充実します。

　※右に記載の予算額は、公設児童クラブ（3ヶ所）
の運営費の合計です。
　東児童クラブが平成28年12月に開所したため、平成
29年度予算額は増額します。

拡充拡充拡充拡充

南児童クラブ南児童クラブ南児童クラブ南児童クラブ

重点

【担当：児童センター】

朝８時から開館します。朝８時から開館します。朝８時から開館します。朝８時から開館します。

風連児童クラブ風連児童クラブ風連児童クラブ風連児童クラブ

東児童クラブ東児童クラブ東児童クラブ東児童クラブ

小学校休業日も、生活サイク小学校休業日も、生活サイク小学校休業日も、生活サイク小学校休業日も、生活サイク

ルは変わりません。ルは変わりません。ルは変わりません。ルは変わりません。
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10.教育費　7.保健体育費　1.保健体育総務費

冬季スポーツによる地域の活性化を図ります。
名寄の自然環境や特徴を活かしたまちづくりを行ないます。

Ｈ28予算額 Ｈ29予算額
国・道 29,046 11,388
市債 0 0
その他 0 0
一般財源 4,600 17,555
合計 33,646 28,943

増減額 -4,703

伸率 -14.0%

財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）財源内訳（単位：千円）　冬季スポーツの拠点化に向けて、合宿受入組織の運
営支援、スポーツ合宿の誘致、特別参与 阿部雅司氏
による冬季ジュニアアスリートや指導者の育成などを
行ないます。

　合宿受入組織運営事業負担金　　  1,938千円
　大会・セミナー等開催事業負担金　2,630千円
　合宿誘致・受入事業負担金　　　　1,100千円
　スポーツコミッション事業運営支援負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000千円

※地方創生推進交付金を活用します。

冬季スポーツ拠点化事業冬季スポーツ拠点化事業冬季スポーツ拠点化事業冬季スポーツ拠点化事業 28,943千円28,943千円28,943千円28,943千円

（Ｈ27繰越＋Ｈ28補正第１号）　　　

重点

継続継続継続継続

冬季スポーツの拠点・名寄市の姿

【担当：スポーツ・合宿推進課】

スポーツイベントの実施スポーツイベントの実施スポーツイベントの実施スポーツイベントの実施

育児・教育とスポーツの連携育児・教育とスポーツの連携育児・教育とスポーツの連携育児・教育とスポーツの連携

市内ジュニアアスリートの育成市内ジュニアアスリートの育成市内ジュニアアスリートの育成市内ジュニアアスリートの育成

スポーツを軸にした多世代交流スポーツを軸にした多世代交流スポーツを軸にした多世代交流スポーツを軸にした多世代交流

関係機関と連携したスポーツ起点の市民の関係機関と連携したスポーツ起点の市民の関係機関と連携したスポーツ起点の市民の関係機関と連携したスポーツ起点の市民の

健康増進健康増進健康増進健康増進

関係機関との連携を生み出し、健関係機関との連携を生み出し、健関係機関との連携を生み出し、健関係機関との連携を生み出し、健

康と幸せを生み出すスポーツ文化康と幸せを生み出すスポーツ文化康と幸せを生み出すスポーツ文化康と幸せを生み出すスポーツ文化

をつくります。をつくります。をつくります。をつくります。

スキートンネルの検討スキートンネルの検討スキートンネルの検討スキートンネルの検討

冬季ナショナルトレーニングセンター誘致冬季ナショナルトレーニングセンター誘致冬季ナショナルトレーニングセンター誘致冬季ナショナルトレーニングセンター誘致

合宿の受け入れ・ホストタウン合宿の受け入れ・ホストタウン合宿の受け入れ・ホストタウン合宿の受け入れ・ホストタウン

冬季スポーツ指導者の育成冬季スポーツ指導者の育成冬季スポーツ指導者の育成冬季スポーツ指導者の育成

ジュニアアスリートの育成ジュニアアスリートの育成ジュニアアスリートの育成ジュニアアスリートの育成

市内産業・団体と連携を生み出し、市内産業・団体と連携を生み出し、市内産業・団体と連携を生み出し、市内産業・団体と連携を生み出し、

自走できる経営主体をつくります。自走できる経営主体をつくります。自走できる経営主体をつくります。自走できる経営主体をつくります。

スポーツにスポーツにスポーツにスポーツに

慣れ親しんだ慣れ親しんだ慣れ親しんだ慣れ親しんだ

健康な市民が健康な市民が健康な市民が健康な市民が

暮らす街へ暮らす街へ暮らす街へ暮らす街へ

冬季スポーツの冬季スポーツの冬季スポーツの冬季スポーツの

アスリートがアスリートがアスリートがアスリートが

集まる街へ集まる街へ集まる街へ集まる街へ

冬季スポーツの拠点・名寄市の姿
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基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり

主要施策１　幼児教育の充実

予算額
（千円）

154,411

9,528

主要施策２　小中学校教育の充実

予算額
（千円）

10,343

4,728

450

施設型給付費負担金（再掲） 　18頁参照。 こども未来課

一時預かり事業補助金

民間幼稚園が行なう一時預かり事業へ
補助を行ないます。
風連幼稚園　　　　　　5,280千円
名寄カトリック幼稚園　2,664千円
光名幼稚園　　　　　　1,584千円

こども未来課

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

学校評議員の配置
開かれた学校づくりを推進するため、
市内小中学校10校に学校評議員を配置
します。

学校教育課

教員住宅維持管理事業 学校教育課

教育振興事業
文化・スポーツの教育振興や特色ある
教育活動に対し支援します。

学校教育課

教員住宅の維持管理を行ないます。

9,091

3,595

7,289

2,668

162,794

31,462

12,894

18,624

児童生徒並びに教職員の健康増進を図
ります。

学校教育課

小学校教育振興事業

放課後子ども教室事業
小中学生の放課後の学習支援のため、
社会教育施設等を活用して開設しま
す。

学校教育課

します。

英語指導助手事業
外国語指導助手（ＡＬＴ）を2名配置
し、国際理解教育を推進します。

学校教育課

育英事業 育英奨学金の利子補給を行ないます。 学校教育課

教育研究指導事業
教育支援委員会の設置、各種研究事業
の推進などを行ないます。

学校教育課

小学校教育の円滑な推進のため、情報
機器の整備や校外研修への補助などを
行ないます。

学校教育課

統廃合校の児童生徒の通学送迎を行な
います。

スクールバス運行事業 学校教育課

小学校の運営・維持管理に
要する経費

市内小学校8校の円滑な運営と維持管
理を行ないます。

学校教育課

学校保健推進事業（小・中学校）

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点
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予算額
（千円）

1,758

41,768

43,374

4,703

98,502

17,747

119,770

主要施策３　高等学校教育の充実

予算額
（千円）

事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

事業名

給食センター運営・維持管理事業
給食センターの安定的な運営を図り、
安全・安心な給食を提供します。連続
揚物機の更新を実施します。

給食センター

中学校の運営・維持管理に要する経費
市内中学校4校の円滑な運営と維持管
理を行ないます。

学校教育課

中学校教育振興事業
中学校教育の円滑な推進のため、情報
機器の整備や校外研修への補助などを
行ないます。

学校教育課

特別支援教育就学奨励費（小中学校）
特別支援学級に就学する児童生徒の保
護者に対し援助します。

学校教育課

教材・教具等整備事業（小中学校）
学校図書館用図書の購入や各種教育教
材の整備を進めます。

学校教育課

総合学習事業（小中学校）
講演会の実施など、児童生徒の情操を
育む各種事業を行ないます。

学校教育課

就学援助費（小中学校）
経済的な理由により就学が困難な児童
生徒の保護者に対し援助します。

学校教育課

（千円）

500

主要施策４　大学教育の充実

予算額
（千円）

199,829

15,790

11,672

59,280

11,021

146,590

　47頁参照。 学校教育課

事業名 事業概要 担当課

円滑な大学運営を行ないます。 市立大学

教員が安全安心にこの地域で暮らせる
よう支援します。

市立大学

入学試験実施運営事業 円滑な入学試験の運営を行ないます。 市立大学

名寄市高校生資格取得支援事業（再掲）

大学一般行政経費

事業名 事業概要 担当課

大学維持管理事業
適切な大学施設の維持管理を行ないま
す。

市立大学

学生募集対策事業
高校訪問やオープンキャンパスなど学
生確保に係るさまざまな取り組みを行
ないます。

市立大学

就職対策事業
国家試験対策や就職など学生の進路に
係るさまざまな支援事業を行ないま
す。

市立大学

教員住宅管理事業（大学）

55



予算額
（千円）

8,580

1,089,607

61,560

42,885

27,407

14,600

4,817

2,600

事業名 事業概要 担当課

図書整備事業（大学）
学科関連図書や専門図書等の整備を進
め、大学図書館としての高度化と機能
充実を図ります。

特別研究事業

コミュニティケア教育研究センターが
主体となり、地域住民と協働して地域
の課題解決に向けた研究や実践活動を
行ないます。

市立大学

実習や演習の充実に努めます。 市立大学

教材・教具等整備事業（大学）
教材教具の充実に努め、教育環境の向
上に努めます。

市立大学

学校保健推進事業（大学）
健康診断等の実施により学生、教員の
健康管理を行ないます。

市立大学

大学教育振興事業
学務システムの充実など学生のニーズ
に合った教育環境の向上に努めます。

市立大学

大学図書館運営事業
大学図書館の適切な運営及び充実した
学修の場の提供に努めます。

市立大学

実習等事業

市立大学

コミュニティケア教育研究
センター運営事業

地域と大学が協働連携しながら研究・
実践を行える組織として、コミュニ
ティケア教育研究センターを運営しま
す。

市立大学重点重点重点重点

重点重点重点重点

10,099

主要施策５　生涯学習社会の形成

予算額
（千円）

10,360

514

355

124

1,954

689智恵文公民館運営事業
地域性に合った学習機会や情報の提供
を行ない生涯学習の推進を図ります。

智恵文公民館

瑞生大学運営事業

高齢者への学習機会の充実を図り、豊
かな経験を活かした異世代交流や社会
参加の促進を図り、活動を通した健康
づくりを推進します。

風連生涯学習担当

名寄公民館運営事業
地域や関係機関・団体と連携し、学習
機会の拡充や地域力の向上を図りま
す。

生涯学習課

友朋学級運営事業
高齢者の学ぶ意欲や興味に応える場と
機会の提供を行ないます。

智恵文公民館

行ないます。

ピヤシリ大学運営事業
高齢者の生きがいづくりや能力開発、
ボランティアリーダーの育成を図りま
す。

生涯学習課

学生寮の運営・維持管理事業 円滑な学生寮の運営を行ないます。 市立大学

事業名 事業概要 担当課

生涯学習推進アドバイザーの設置
各公民館に生涯学習推進アドバイザー
を設置し、生涯学習の推進を図りま
す。

生涯学習課
風連生涯学習担当

智恵文公民館
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予算額
（千円）

1,518

124,763

48,161

8,589

315

566

27,148

593

事業名 事業概要 担当課

風連公民館運営事業
学習機会の拡充とゆとりある心を育む
自主的学習活動や地域においては特色
ある活動の推進を図ります。

風連生涯学習担当

生涯学習課

特別展・企画展の開催や「リピーター

図書館の運営・維持管理事業
市民の生涯学習支援施設としての円滑
な運営を図ります。利用者の読書や学
習環境の適切な維持管理を図ります。

図書館

風連歴史民俗資料館維持管理事業
歴史民俗資料館の適切な維持管理を図
ります。

北国博物館

博物館の運営・維持管理事業
博物館運営・維持管理業務を円滑に進
めます。

北国博物館

図書館資料整備事業
生涯学習支援のため、乳幼児から高齢
者まで利用できる図書資料や郷土資料
の充実を図ります。

図書館

各種行事等運営事業
子どもの読書活動の推進や生涯学習の
場をつくるため、各種行事の充実を図
ります。

図書館

自動車文庫運営事業
遠隔地の市民に、図書館資料を提供す
るため、自動車文庫の適切な運用を図
ります。

図書館

文化センター運営・維持管理事業
ＥＮ－ＲＡＹホールの管理運営委託を
含め、利便性の高い運営管理を図りま
す。

5,588

35,475

1,559

4,165

19,669

主要施策６　家庭教育の推進

予算額
（千円）

201

400

家庭教育学級運営事業
保護者が集まり家庭教育に関する学習
や交流を行なう家庭教育学級を支援
し、家庭の教育力向上を図ります。

生涯学習課

自然体験・親子ふれあい推進事業

自然の中での体験や、団体活動の機会
を作るとともに、親子ふれあい体操な
ど親子のスキンシップ推進を図りま
す。

生涯学習課

事業名 事業概要 担当課

各種講演会・講座・展示会運営事業
特別展・企画展の開催や「リピーター
確保事業」として新規映像番組を作り
ます。

北国博物館

移動式天文台車運営事業
名寄市内や定住自立圏、交流都市の杉
並区へ移動天文台車を派遣します。

天文台

陶芸センター運営・維持管理事業

なよろ市立天文台の運営・維持管理事業
観望会の開催や研究観測など、天文台
の運営を行ないます。

天文台

ふうれん地域交流センター
運営・維持管理事業

風連生涯学習担当

市民の生きがいづくり、文化の創造性
と情操豊かな市民育成を図ります。

風連生涯学習担当

教育文化の振興、社会福祉の増進や集
会などの用に供し、多くの市民に利用
しやすい施設となるよう努めます。

重点重点重点重点
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主要施策７　生涯スポーツの振興

予算額
（千円）

6,605

109,017

1,900

10,170

621

7,949

23,371

事業名 事業概要 担当課

体育施設整備事業
シャンツェ維持整備、テニスコート改
善整備等を行ない、利用者により良い
環境を提供します。

スポーツ・
合宿推進課

風連生涯学習担当

体育施設管理運営一般行政経費
指定管理による施設の効率的な運営を
図り、市民ニーズに合ったスポーツ環
境を整備します。

スポーツ・
合宿推進課

風連球場管理運営事業
風連地区野球場の維持管理及び運営に
努めます。

風連生涯学習担当

スポーツ・
合宿推進課

風連スキー場管理運営事業

風連地区スキー場の維持管理及び運営
に努めます。幼児や初心者の冬季ス
ポーツの教育資源としてスキー人口の
底辺拡大を図ります。

風連生涯学習担当

風連Ｂ＆Ｇ海洋センター等管理運営事業
施設の維持管理に努めます。スポーツ
の振興、心身の健康及び体力の維持向
上や市民交流を図ります。

東地区運動広場の維持管理に努めま
す。スポーツの振興、心身の健康及び

各種大会開催事業
全日本ジュニアスキー選手権、日本
カーリング選手権等の開催により、ス
ポーツ振興を図ります。

スポーツ・
合宿推進課

名寄スケートリンク場
管理運営事業

現在の設置場所よりも、利用効率が高
まる、移転先を再検討します。

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

重点重点重点重点

1,171

1,577

主要施策８　青少年の健全育成

予算額
（千円）

2,491

4,266

2,958

1,893

経験豊富な教育推進アドバイザーを配
置し、学校が抱える諸問題に対しての
アドバイス・指導を行なうことによ
り、問題解決を図ります。

不登校児童生徒相談事業

不登校やいじめなど、学校生活での悩
み等の相談窓口として教育専門相談員
を配置し、問題解決に向けた提言や指
導を実施します。

教育相談センター

風連東地区運動広場管理運営事業
す。スポーツの振興、心身の健康及び
体力の維持向上や市民交流を図りま
す。

風連生涯学習担当

風連旭サンシャインホール管理運営事業

地域体育施設の維持管理に努めます。
地域住民への生涯学習・スポーツ活動
の場を提供し、心身の健康や市民の交
流を図ります。

風連生涯学習担当

教育相談センター教育相談推進事業

事業名 事業概要 担当課

学校や家庭環境の問題等により不登校
となった児童・生徒のため、適応指導
教室を開設し、学校復帰を目指しなが
ら、必要な知識等を習得します。

教育相談センター

青少年問題等対策事業

青少年の健全育成にあたり、町内会推
薦の指導員と共に巡視活動などを行な
うなど、青少年の非行防止、見守り
（不審者対策など）体制を構築しま
す。

青少年センター

適応指導教室設置事業費
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予算額
（千円）

1,169

2,362

628

21,313

13,303

333

7,665

主要施策９　地域文化の継承と創造

事業名 事業概要 担当課

風連児童会館の運営・維持管理事業

放課後の安全・安心な居場所として提
供するとともに、遊びやスポーツ、文
化的な体験活動を通して、青少年の健
全育成を図ります。

児童センター

杉並区の同世代との交流を通し異なる
生活環境を実感し、新たな友達づくり
と地域交流を深めます。

風連生涯学習担当

成人式運営事業
新成人を中心とした実行委員会の企画
による成人式及び交流会を開催しま
す。

生涯学習課

各種児童行事運営事業
児童・生徒に対し、各種行事を開催
し、青少年の健全育成を図ります。

児童センター

学童保育所運営事業
民間学童施設の管理運営補助及び利用
者負担軽減を目的とした補助金を交付
します。

児童センター

児童センターの運営・維持
管理事業

児童・生徒の放課後の安全・安心な居
場所として、遊びやスポーツ、文化的
な体験活動を実施し、青少年の健全育
成を図ります。

児童センター

名寄青少年育成事業

子ども会育成連合会と連携し、子ども
会のリーダー育成や交流事業、指導者
研修会など青少年の健全育成を図りま
す。

生涯学習課

風連青少年育成事業

重点重点重点重点

主要施策９　地域文化の継承と創造

予算額
（千円）

15,505

508文化財保護事業
市指定文化財や史跡、埋蔵文化財の調
査・保護を図ります。

北国博物館

文化振興事業
市民との協働により、舞台芸術鑑賞や
参加の機会を創設し、文化芸術の振興
を図ります。

生涯学習課

事業名 事業概要 担当課
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