
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

当初予算額 繰入繰出金 予算額 繰入繰出金 増減額 伸率％

20,682,178 ▲ 4,422,600 21,342,723 ▲ 4,374,283 ▲ 660,545 ▲ 3.1

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 1,150,378 501,355 1,165,127 503,044 ▲ 14,749 ▲ 1.3

個別排水処理施設整備事業特別会計 94,159 56,391 90,292 54,176 3,867 4.3

食肉センター事業特別会計 56,840 56,840 45,907 45,907 10,933 23.8

後期高齢者医療特別会計 396,709 139,594 414,984 146,015 ▲ 18,275 ▲ 4.4

市立大学特別会計 2,021,924 1,205,732 1,943,435 1,284,023 78,489 4.0

計　　（Ｂ）　　 9,931,371 3,028,793 9,857,033 3,031,682 74,338 0.8

一般会計・特別会計の計 30,613,549 ▲ 1,393,807 31,199,756 ▲ 1,342,601 ▲ 586,207 ▲ 1.9

病院事業会計 11,789,731 1,341,952 11,953,632 1,283,232 ▲ 163,901 ▲ 1.4

水道事業会計   　　　　　　　　 1,328,314 51,855 1,212,691 59,369 115,623 9.5

計　　 （Ｃ）　　 13,118,045 1,393,807 13,166,323 1,342,601 ▲ 48,278 ▲ 0.4

総計　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｄ） 43,731,594 0 44,366,079 0 ▲ 634,485 ▲ 1.4

※ 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。

※ 平成30年度予算は、肉付け予算後の額です。
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平成31年度（2019）名寄市各会計予算総括表

単位：千円

会 計 名
平 成 31 年 度 平 成 30 年 度 前年度との比較

H31年度 

H30年度 

20,682,178 

21,342,723 

9,931,371 

9,857,033 

13,118,045 

13,166,323 

一般会計 特別会計 企業会計 
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平 成 31 年 度 構 成 比 平 成 30 年 度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前 年 伸 率

市 税 2,952,376 14.3 2,930,461 21,915 0.7 ▲ 1.5

地 方 譲 与 税 230,000 1.1 234,500 ▲ 4,500 ▲ 1.9 3.5

　＋8,605億円利 子 割 交 付 金 5,800 0.0 2,400 3,400 141.7 0.0

配 当 割 交 付 金 8,600 0.1 5,000 3,600 72.0 ▲ 34.2

株式等譲渡所得割交付金 6,000 0.0 6,000 0 0.0 33.3

地 方 消 費 税 交 付 金 582,000 2.8 568,000 14,000 2.5 0.7

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 2,000 0.0 2,100 ▲ 100 ▲ 4.8 ▲ 16.0

自 動 車 取 得 税 交 付 金 29,000 0.1 31,000 ▲ 2,000 ▲ 6.5 3.3

環 境 性 能 割 交 付 金 19,000 0.1 0 19,000 皆増 －

国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,600 0.0 2,900 ▲ 300 ▲ 10.3 ▲ 6.7

地 方 特 例 交 付 金 16,900 0.1 12,000 4,900 40.8 14.3

地 方 交 付 税 8,860,000 42.8 8,565,000 295,000 3.4 ▲ 0.5

交通安全対策特別交付金 3,000 0.0 3,200 ▲ 200 ▲ 6.3 ▲ 13.5

分 担 金 及 び 負 担 金 50,604 0.3 50,565 39 0.1 ▲ 71.2

使 用 料 及 び 手 数 料 328,197 1.6 359,927 ▲ 31,730 ▲ 8.8 ▲ 56.2

国 庫 支 出 金 2,228,065 10.8 2,413,557 ▲ 185,492 ▲ 7.7 10.8

道 支 出 金 1,196,862 5.8 1,147,082 49,780 4.3 2.3

財 産 収 入 63,027 0.3 87,820 ▲ 24,793 ▲ 28.2 ▲ 10.7

寄 附 金 40,007 0.2 25,156 14,851 59.0 25.7

繰 入 金 1,194,718 5.8 1,581,462 ▲ 386,744 ▲ 24.5 54.2

繰 越 金 1 0.0 1 0 0.0 0.0

諸 収 入 1,268,421 6.1 1,255,092 13,329 1.1 2.5

市 債 1,595,000 7.7 2,059,500 ▲ 464,500 ▲ 22.6 ▲ 32.5

20,682,178 100.0 21,342,723 ▲ 660,545 ▲ 3.1 ▲ 3.6

※平成30年度は肉付け予算後の額です
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平 成 31 年 度 構 成 比 平 成 30 年 度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前年伸率

議 会 費 143,840 0.7 140,716 3,124 2.2 ▲ 1.2

総 務 費 821,845 4.0 768,654 53,191 6.9 4.1

　＋8,605億円民 生 費 4,856,047 23.5 4,673,425 182,622 3.9 1.6

衛 生 費 2,960,018 14.3 2,950,703 9,315 0.3 ▲ 11.9

労 働 費 33,895 0.2 32,190 1,705 5.3 ▲ 0.4

農 林 業 費 770,670 3.7 796,223 ▲ 25,553 ▲ 3.2 14.0

商 工 費 967,342 4.7 893,124 74,218 8.3 0.5

土 木 費 2,094,017 10.1 1,982,933 111,084 5.6 ▲ 16.6

消 防 費 670,645 3.2 644,673 25,972 4.0 ▲ 4.7

教 育 費 3,056,399 14.8 4,371,616 ▲ 1,315,217 ▲ 30.1 ▲ 5.4

災 害 復 旧 費 5 0.0 5 0 0.0 ▲ 94.2

公 債 費 2,393,826 11.5 2,232,374 161,452 7.2 ▲ 0.6

職 員 費 1,898,629 9.2 1,841,087 57,542 3.1 4.4

予 備 費 15,000 0.1 15,000 0 0.0 0.0

20,682,178 100.0 21,342,723 ▲ 660,545 ▲ 3.1 ▲ 3.6

※平成30年度は肉付け予算後の額です
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普通会計 性質別歳入歳出予算2ヶ年比較

歳　入 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　

　　　　　 うち経常 予算額 　　　　　 うち経常 予算額

当初予算額 一般財源 　　　　　 伸  率 肉付予算額 一般財源 　　　　　 伸  率

一般財源 ％ 一般財源 ％

2,952,376 2,952,376 2,786,600 0.7 2,930,461 2,930,461 2,771,422 ▲ 1.5

230,000 230,000 230,000 ▲ 1.9 234,500 234,500 234,500 3.5

5,800 5,800 5,800 141.7 2,400 2,400 2,400 0.0

8,600 8,600 8,600 72.0 5,000 5,000 5,000 ▲ 34.2

株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金 6,000 6,000 6,000 0.0 6,000 6,000 6,000 33.3

地 方 消 費 税

交 付 金 582,000 582,000 582,000 2.5 568,000 568,000 568,000 0.7

ゴルフ場利用税

交 付 金 2,000 2,000 2,000 ▲ 4.8 2,100 2,100 2,100 ▲ 16.0

自 動 車 取 得 税

交 付 金 48,000 48,000 48,000 54.8 31,000 31,000 31,000 3.3

国有提供施設等
市町村助成交付金 2,600 2,600 2,600 ▲ 10.3 2,900 2,900 2,900 ▲ 6.7

16,900 16,900 16,900 40.8 12,000 12,000 12,000 14.3

8,860,000 8,860,000 8,040,000 3.4 8,565,000 8,565,000 7,800,000 ▲ 0.5

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金 3,000 3,000 3,000 ▲ 6.3 3,200 3,200 3,200 ▲ 13.5

分 担 金 及 び

負 担 金 188,144 810 0 4.1 180,719 814 0 2.9

使 用 料 及 び

手 数 料 811,179 12,654 12,654 ▲ 0.8 818,014 12,653 12,653 ▲ 0.2

2,228,065 0 0 ▲ 7.7 2,413,557 0 0 10.8

1,238,143 0 0 4.1 1,188,900 0 0 6.1

87,529 15,120 11,602 ▲ 22.1 112,322 14,706 11,188 14.2

40,008 0 0 59.0 25,157 0 0 25.7

1,317,872 614,590 0 ▲ 16.7 1,581,462 770,443 0 54.2

1 1 0 0.0 1 1 0 0.0

1,275,153 376,781 12 　　 1.2 1,259,942 366,619 12 　　 2.9

1,595,000 420,000 0 ▲ 22.6 2,059,500 500,000 0 ▲ 32.5

歳 入 合 計 21,498,370 14,157,232 11,755,768 ▲ 2.3 22,002,135 14,027,797 11,462,375 ▲ 0.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ 普通会計〔21,498,370千円〕　=　一般会計〔20,682,178千円〕　+　名寄市立大学特別会計〔2,021,924千円〕

市 税

地方特例交付金

地 方 交 付 税

地 方 譲 与 税

平成３１年度

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　－　重複分〔名寄市立大学特別会計繰出金　1,205,732千円〕

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

市 債

繰 入 金

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 越 金

諸 収 入

平成３０年度
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単位：千円

　　　　　　　　
　　　　　 うち経常 　

予算額 一般財源 　　　　　

一般財源 　

21,915 21,915 15,178 　

▲ 4,500 ▲ 4,500 ▲ 4,500 *

3,400 3,400 3,400 *

3,600 3,600 3,600 *

0 0 0 *

14,000 14,000 14,000 *

▲ 100 ▲ 100 ▲ 100 *

17,000 17,000 17,000 *

▲ 300 ▲ 300 ▲ 300 *  自主財源 6,672,262 千円（31.0％）

*依存財源 14,826,108 千円（69.0％）

4,900 4,900 4,900 * 計 21,498,370 千円

295,000 295,000 240,000 *

▲ 200 ▲ 200 ▲ 200 *

7,425 ▲ 4 0 　　　　

▲ 6,835 1 1 　　　　

▲ 185,492 0 0 *

49,243 0 0 *

▲ 24,793 414 414 　

14,851 0 0 　

▲ 263,590 ▲ 155,853 0 　

0 0 0 　

15,211 10,162 0

▲ 464,500 ▲ 80,000 0 *
　　　　　　　　

▲ 503,765 129,435 293,393

　　　　　　　　

増減

人件費 

18.3% 

扶助費 

12.5% 

公債費 

11.9% 
普通建設  

事業費 

10.1% 

物件費 

13.8% 

補助費等 

14.7% 

繰出金 

10.3% 

その他  

8.4% 

42.7% 

10.1% 

47.2% 

その他 義務的経費 

投資的経費 

【平成31年度 歳出】 

市税 

13.7% 

地方交付税 

41.2% 
国庫支出金 

10.4% 

道支出金 

5.8% 

市債 

7.4% 

諸収入 

5.9% 

その他 

15.6% 

【平成31年度 歳入】 

214億9,837万円 

214億9,837万円 
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歳　出

　　　　　 う ち 経 常 予 算 額 経 常 収 経 常 収

当初予算額 一般財源 　　　　　
伸    率 支 比 率 支 比 率

肉付予算額

　　　　　
一 般 財 源      ％      ％  *    ％

3,940,983 3,246,442 3,149,610 2.0 26.8 25.9 3,864,739

2,964,757 2,417,439 1,948,789 ▲ 1.5 16.6 16.0 3,008,757

713,254 588,281 583,149 ▲ 0.5 5.0 4.8 716,966

2,678,572 842,584 842,584 3.5 7.2 6.9 2,588,322

3,164,977 2,266,200 1,466,257 4.3 12.5 12.0 3,033,125

内 一 部 事 務 組 合 939,958 914,458 851,074 4.4 7.2 7.0 900,472

訳 そ の 他 2,225,019 1,351,742 615,183 4.3 5.2 5.1 2,132,653

2,558,285 2,319,691 2,319,691 8.2 19.7 19.1 2,364,117

内 元 利 償 還 金 2,554,285 2,315,691 2,315,691 8.2 19.7 19.1 2,360,117

訳 一 時 借 入 金 利 子 4,000 4,000 4,000 0.0 0.0 0.0 4,000

94,162 61,003 0 ▲ 42.6 0.0 0.0 164,109

368,081 368,081 0 ▲ 14.7 0.0 0.0 431,290

652,999 0 0 ▲ 1.6 0.0 0.0 663,688

2,200,367 1,967,162 1,251,494 4.2 10.6 10.3 2,112,655

2,161,928 80,344 0 ▲ 29.2 3,054,362

内 補 助 事 業 1,421,139 39,859 0 ▲ 42.5 2,469,544

訳 道 営 事 業 59,550 847 0 17.6 50,650

単 独 事 業 681,239 39,638 0 27.5 534,168

5 5 0 0.0 5

21,498,370 14,157,232 11,561,574 ▲ 2.3 98.3 95.0 22,002,135

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

繰 出 金

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

歳 出 合 計

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

維 持 補 修 費

人 件 費

物 件 費

平成31年度 平成30年度
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　　　　　 う ち 経 常 予 算 額 経 常 収 経 常 収 　　　　　　　　  　　　　　う ち 経 常 経 常 収 経 常 収

一般財源 　　　　　
伸    率 支 比 率 支 比 率

予算額 一般財源 　　　　　
支 比 率 支 比 率

　　　　　
一 般 財 源      ％      ％  *    ％

　　　　　　　　  　　　　　
一 般 財 源      ％   *   ％

3,209,274 3,208,153 3.4 28.0 26.8 76,244 37,168 ▲ 58,543 ▲ 1.2 ▲ 0.9

2,463,443 1,964,079 1.5 17.1 16.4 ▲ 44,000 ▲ 46,004 ▲ 15,290 ▲ 0.5 ▲ 0.4

578,415 565,589 ▲ 6.0 4.9 4.7 ▲ 3,712 9,866 17,560 0.1 0.1

802,137 802,137 19.7 7.0 6.7 90,250 40,447 40,447 0.2 0.2

2,141,682 1,332,929 ▲ 19.0 11.6 11.1 131,852 124,518 133,328 0.9 0.9

833,472 796,809 ▲ 31.6 7.0 6.7 39,486 80,986 54,265 0.2 0.3

1,308,210 536,120 ▲ 12.2 4.7 4.5 92,366 43,532 79,063 0.5 0.6

2,150,162 2,150,162 5.3 18.8 18.0 194,168 169,529 169,529 0.9 1.1

2,146,162 2,146,162 5.3 18.8 18.0 194,168 169,529 169,529 0.9 1.1

4,000 4,000 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0

139,286 0 ▲ 9.3 0.0 0.0 ▲ 69,947 ▲ 78,283 0 0.0 0.0

431,290 109,015 11.0 1.0 0.9 ▲ 63,209 ▲ 63,209 ▲ 109,015 ▲ 1.0 ▲ 0.9

0 0 ▲ 0.9 0.0 0.0 ▲ 10,689 0 0 0.0 0.0

1,871,896 1,153,871 1.0 10.1 9.6 87,712 95,266 97,623 0.5 0.7

240,207 0 ▲ 4.5 ▲ 892,434 ▲ 159,863 0

48,555 0 50.2 ▲ 1,048,405 ▲ 8,696 0

3,622 0 308.5 8,900 ▲ 2,775 0

188,030 0 ▲ 65.3 147,071 ▲ 148,392 0

5 0 ▲ 94.2 0 0 0

14,027,797 11,285,935 ▲ 0.7 98.5 94.3 ▲ 503,765 129,435 275,639 ▲ 0.2 0.7

　　　 　　　　　

経常収支比率〔＊〕は臨時財政対策債を含めた率です。

　　　　　　 経常収支比率の内訳と歳出合計が合わない場合があります。

単位：千円

平成30年度 増　　減

－ 7 －



（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） 235,000千円

（歳出）地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費 6,826,032千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

社会福祉 3,369,092 1,357,410 464,295 184,909 77,028 1,285,450

社会保険 1,025,420 31,980 90,177 0 51,066 852,197

保健衛生 2,431,520 48,898 163,500 328,174 106,906 1,784,042

合計 6,826,032 1,438,288 717,972 513,083 235,000 3,921,689

※地方消費税交付金の引き上げ分の充当方法については、各区分の一般財源の割合により按分

－
 8

 －

平成31年度一般会計予算における地方消費税交付金
（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

事業名 経費

財源内訳

特定財源 一般財源



※財源内訳に記載してあるH30予算額は、肉付け予算後の額です。

2.総務費　1.総務管理費　8.企画振興費

[基本目標Ⅰ　主要施策４　交流活動の推進]

名寄市の魅力を発信するとともに、移住体験環境を整備し、移住を推進します。
また、首都圏からの移住者に対して、移住・起業・就業に係る交付金を支給します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 2,200
市債 0 0

その他 1,000 0
基金 0 0

一般財源 4,006 3,968
合計 5,006 6,168

増減額 1,162

伸率 23.2%

2.総務費　1.総務管理費　8.企画振興費

[基本目標Ⅰ　主要施策４　交流活動の推進]

姉妹都市提携50周年となるリンゼイ、交流自治体協定締結30周年となる杉並区と、
各種記念事業を実施し、さらなる交流の推進を図ります。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 1,287
基金 0 0

一般財源 0 3,343
合計 0 4,630

増減額 4,630

伸率 皆増

平成31年度(2019)予算における主な事業

交流事業（周年記念事業） 4,630千円

【担当：交流推進課】

【担当：総合政策室・営業戦略課】

財源内訳（単位：千円）

移住促進・支援事業 6,168千円

財源内訳（単位：千円）
●名寄市移住促進協議会と連携し、道内外からより多
　くの方に本市に訪れていただけるよう、本市の魅力
　情報を様々な機会、媒体を活用し発信します。

●まちなかに整備している「お試し移住住宅」を利用
　していただき、本市の住みよさを実感してもらいま
　す。

●平成31年度から6年間継続した取組として、国が実
　施する、東京圏からのUIJターンの促進及び地方の
　担い手不足対策のための支援事業に、国・道と連携
　して取り組みます。

　名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会および都市交流
実行委員会とともに、次の記念事業を行います。

●リンゼイ姉妹都市提携50周年記念事業
　・リンゼイ訪問団の受入
　・記念式典の開催
　・記念誌の発刊
　・記念碑の建立　　など

●杉並区交流自治体協定締結30周年記念事業
　・記念式典の開催
　・市民訪問ツアーの開催　　など

新規 

拡充 

重点 
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3.民生費　1.社会福祉費　6.老人福祉費

[基本目標Ⅱ　主要施策５　高齢者施策の推進]

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、医療と介護の情報を関係機関が共有することにより、
迅速で的確な医療・介護サービスを提供することができるシステムを構築します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 15,000
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 735
合計 0 15,735

増減額 15,735

伸率 皆増

3.民生費　1.社会福祉費　6.老人福祉費

[基本目標Ⅱ　主要施策５　高齢者施策の推進]

市内介護保険事業所において、不足している介護人材の確保のため、各種研修費用
の一部と就職支度金を助成します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 1,500 1,500

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 430 835
合計 1,930 2,335

増減額 405

伸率 21.0%

財源内訳（単位：千円）
①介護職員初任者研修受講費用の助成
　　市内介護保険事業所へ就労又は内定されている方
　　が受講する場合に助成します。
②介護福祉士実務者研修受講費用の助成
　　市内介護保険事業所に介護職として就労されてい
　　る方が受講した場合に助成します。
③就職支度金の助成
　　有資格者や介護職員初任者研修の受講を修了され
　　ている方が市内介護保険事業所へ就職される場合
　　に助成します。
④介護職員向け研修会委託事業
　　事業者、管理者、介護職員向け研修を実施し、離
　　職防止や介護スキルアップを図ります。

財源内訳（単位：千円）

医療介護連携情報共有ＩＣＴ事業 15,735千円

介護人材就労定着支援事業 2,335千円

【担当：高齢者支援課】

【担当：高齢者支援課】

新規 

拡充 

-  10  -  



3.民生費　2.児童福祉費　1.児童福祉総務費

[基本目標Ⅱ　主要施策３　子育て支援の推進]

すべての子どもの権利を擁護するために、新たに有資格者を配置し、子どもとその家庭
及び妊産婦等の相談体制の強化を図ります。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 286 1,459
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 2,190 4,525
合計 2,476 5,984

増減額 3,508

伸率 141.7%

4.衛生費　1.保健衛生費　2.予防費

[基本目標Ⅱ　主要施策１　健康の保持増進]

壮年期からの生活習慣病の重症化予防を図るため、歯科疾患検診を実施します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 114
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 123
合計 0 237

増減額 237

伸率 皆増

子ども家庭総合支援拠点事業 5,984千円

【担当：保健センター】

歯科疾患検診事業 237千円

　むし歯や歯周病などの早期発見及び予防を図ること
を目的に、40歳（昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生
まれ）の市民を対象として、市内歯科医院において問
診や歯周組織検査などの歯科疾患検診を実施し、その
費用を1人1回全額助成します。

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

【担当：こども未来課】

　これまで配置していた「家庭児童相談員」に加えて
「こども家庭支援員」を配置し、子育て全般の相談、
支援を実施するほか、児童虐待の相談など、関係機関
と連携した、子どもや家庭への支援を行います。
　
[主な内容]
　・子ども、家庭の実情の把握、相談対応
　・調査、支援計画の作成、支援及び指導
　・児童相談所など関係機関との連携
　・一時保護等の措置解除後の継続的な支援など

新規 

拡充 

重点 
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6.農林業費　2.林業費　2.なよろ健康の森費

[基本目標Ⅳ　主要施策２　森林保全と林業の振興]

老朽化が進む施設設備の更新、修繕を行うとともに、トイレの洋式化を進め、
利便性の向上を図ります。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 14,650

一般財源 3,100 14
合計 3,100 14,664

増減額 11,564

伸率 373.0%

7.商工費　1.商工費　1.商工振興費

[基本目標Ⅳ　主要施策３　商業の振興]

市民や移住されてくる方が安心して永く住み続けられるように、住宅改修に係る費用の
一部を助成します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 20,000 30,000
合計 20,000 30,000

増減額 10,000

伸率 50.0%

財源内訳（単位：千円）

【担当：営業戦略課】

　平成28年度から3カ年実施した「名寄市住宅改修等
推進事業」の後継事業として、市民の住宅改修ニーズ
に応えるとともに、人材育成や雇用の安定、地域経済
の活性化につながるよう、移住・定住や空き家の有効
活用を促進するなど、内容を拡充し、「名寄市ずっと
住まいる応援事業」を実施します。
 [基本部分]
　・事業費が50万円以上100万円未満：補助金10万円
　・事業費が100万円以上：補助金20万円
 [拡充部分]
　・移住者は5万円を加算
　・空き家を改修する場合は5万円を加算
　・雪対策に係る外構工事を対象経費に含める

ずっと住まいる応援事業補助金 30,000千円

【担当：耕地林務課】

なよろ健康の森設備の更新・修繕 14,664千円

財源内訳（単位：千円）　老朽化した公園内の施設に対し、利用者のニーズに
添った施設改修などを行い、交流人口の増加を目指し
ます。

[主な内容]
・屋外トイレの洋式化
・パークゴルフ案内看板改修（えんれいコース）
・遊歩道橋・階段改修
・パークゴルフ36ホールカップ更新
・サッカーゴール更新

拡充 

拡充 
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7.商工費　1.商工費　3.スキー場費

[基本目標Ⅳ　主要施策６　観光の振興]

ピヤシリスキー場のリフト等に関する機器の更新を行い、安心して冬季スポーツを
楽しめる環境を整備します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 68,100

その他 0 0
基金 30,000 0

一般財源 7,858 7,372
合計 37,858 75,472

増減額 37,614

伸率 99.4%

7.商工費　1.商工費　3.スキー場費

[基本目標Ⅳ　主要施策６　観光の振興]

市民、スポーツ合宿者等、利用者のニーズに対応した機能向上のため、改修に向けた
実施設計を行います。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 16,800 54,000

一般財源 50 0
合計 16,850 54,000

増減額 37,150

伸率 220.5%

【担当：営業戦略課】

【担当：営業戦略課】

財源内訳（単位：千円）

　観光振興の発展及び地域の活性化に寄与し、冬季ス
ポーツの振興と市民が自然に親しみながら健康の増進
を図るため、スキー場の運営に係るリフト機器等の更
新、修繕を行います。

[事業内容]
・第1ペアリフト制御機器更新
・リフト部品交換　など

なよろ温泉サンピラー等改修
実施設計委託

54,000千円

75,472千円

財源内訳（単位：千円）

ピヤシリスキー場整備事業

　市民の健康増進、観光事業の発展、冬季スポーツの
振興を目的に、老朽化による温浴施設の長寿命化、ス
キー、合宿利用者等の機能向上に向けた施設改修を進
めるにあたり、実施設計を行います。

拡充 

継続 

重点 

重点 

-  13  -  



8.土木費　2.道路橋梁費　4.道路新設改良費

[基本目標Ⅲ　主要施策１２　道路の整備]

快適で安全安心なまちづくりを目指し、市民ニーズの高い道路・橋梁の整備を
行います。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 192,968 299,388

　　北1丁目通道路 52,000千円 市債 161,800 286,200
　　南3丁目通道路 139,000千円 その他 0 0
　　徳田18線緑丘連絡線道路 46,000千円 基金 112,500 59,700
　　北3丁目通道路 84,682千円 一般財源 36,994 16,232
　　豊栄西12条仲通道路 69,338千円 合計 504,262 661,520

増減額 157,258

伸率 31.2%

　　西1条通道路 90,000千円

　　北西9条右仲通道路 21,000千円

　　風連大沼線道路 52,000千円

　　道路排水整備事業 12,500千円

　　橋梁長寿命化事業 95,000千円

道路新設改良事業

【担当：都市整備課】

●市街地生活道路の未改良道路において、これまでと
　同様に交付金の活用により整備を行います。

＊道路事業の実施にあたっては国からの交付金等を
　活用して行います。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。

◇ 再整備する西１条通道路の区間と状況(春
先雪解け時)

●老朽化や凍上による舗装面の陥没等、損傷の拡大す
　る市街地の生活道路の再整備を行います。

661,520千円

財源内訳（単位：千円）

●舗装率の向上を目標に、国の交付金を活用し継続し
　ている市街地生活道路の未改良道路の本舗装とあわ
　せて整備を行います。

●交通量の影響等による損傷の激しい郊外地の幹線道
　路舗装面の再整備を行います。

●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います。

●市の管理橋梁の近接目視による点検業務や名寄市橋
　梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の適切な補修を
　行います。

継続 
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8.土木費　4.都市計画費　1.都市計画総務費

[基本目標Ⅲ　主要施策９　都市環境の整備]

まちづくりの基本的な方針である名寄市都市計画マスタープランの中間見直しと
コンパクトシティを具体的に進めるための立地適正化計画を策定します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 2,125 2,250
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 6,913 7,377
合計 9,038 9,627

増減額 589

伸率 6.5%

8.土木費　5.住宅費　2.住宅整備費

[基本目標Ⅲ　主要施策８　住宅の整備]

名寄市公営住宅等長寿命化計画に基づき、建物の長寿命化を図るとともに、
居住性を向上させるため、老朽化した屋根や外壁等を改修します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 900 38,700
市債 0 47,300

その他 0 0
基金 1,000 0

一般財源 100 0
合計 2,000 86,000

増減額 84,000

伸率 4,200.0%

【担当：都市整備課】

緑丘第1団地改修工事 86,000千円

財源内訳（単位：千円）

都市計画マスタープラン見直し
及び立地適正化計画策定業務

9,627千円

財源内訳（単位：千円）

【担当：公営住宅担当・建築課】

　緑丘第1団地1号棟の外部共用部分を長寿命化するた
めの改修工事を行います。
　・鉄筋コンクリート造　平屋建　4棟8戸

 「まちの将来像」を市民と行政が一体となって進め
ていくべき基本的な方針として、概ね20年後(平成38
年)を目標年次として策定された名寄市都市計画マス
タープランの中間見直しを行います。

●都市計画マスタープラン見直し

●立地適正化計画策定

  人口減少・高齢化による市街地での医療・福祉・商業な
どのサービス提供や地域活力の維持のため、各種施設
や住居の適正な配置、公共交通によるアクセス機能の充
実など、持続可能なコンパクトシティ化に関するマスター
プランを作成します。

継続 

継続 
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9.消防費　1.消防費　1.消防費

[基本目標Ⅲ　主要施策３　消防]

老朽化が進んでいる第4分団（智恵文地区）の消防ポンプ車を更新します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 22,500

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 81
合計 0 22,581

⇒

増減額 22,581

伸率 皆増

9.消防費　1.消防費　2.災害対策費

[基本目標Ⅲ　主要施策４　防災対策の充実]

水防活動の強化や避難訓練の実施及び必要な資機材や備蓄食料の計画的な
購入を図ります。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 3,284 4,277
市債 0 0

その他 266 266
基金 0 0

一般財源 4,099 6,224
合計 7,649 10,767

増減額 3,118

伸率 40.8%

水防災意識社会
再構築ビジョン推進事業

10,767千円

　いざという時のために、確実な避難行動がとれるよ
う避難訓練を実施するとともに、防災資機材や備蓄食
料などを整備し、防災・減災に努めます。

[主な内容]
　・防災資機材の購入（防災倉庫・発電機など）
　・まるごとまちごとハザードマップ設計調査
　　（避難所への案内板や浸水レベルなどの掲示）
　・避難訓練の実施
　・備蓄食料の購入

財源内訳（単位：千円）

　昭和56年に配備され老朽化している消防ポンプ自動
車を、各種災害に対応できる最新鋭の小型動力ポンプ
付積載車に更新し、地域防災力の強化を図ります。

小型動力ポンプ付積載車導入 22,581千円

財源内訳（単位：千円）

【担当：防災担当】

【担当：消防署】

更新車両イメージ既存車両

継続 

新規 
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10.教育費　2.小学校費　1.学校管理費

[基本目標Ⅴ　主要施策２　小中学校教育の充実]

旧小学校校舎・屋内運動場を解体し、屋外運動場の整備を行います。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 394,779 90,768
市債 1,115,400 274,200

その他 0 0
基金 40,000 0

一般財源 755 1,532
合計 1,550,934 366,500

増減額 △ 1,184,434

伸率 △ 76.4%

10.教育費　3.中学校費　2.教育振興費

[基本目標Ⅴ　主要施策２　小中学校教育の充実]

心の相談員を配置し、小学校と連携した支援体制を構築し、児童生徒の心の安定に
努めます。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 1,300 2,000

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 800 1,150
合計 2,100 3,150

増減額 1,050

伸率 50.0%

心の相談員の小中学校連携 3,150千円

財源内訳（単位：千円）

　風連中央小学校の旧校舎・屋内運動場を解体し、そ
の跡地に屋外運動場を造成し、鉄棒やブランコなどの
遊具を整備します。

【担当：学校教育課】

【担当：学校教育課】

風連中央小学校校舎・
屋内運動場等改築事業

366,500千円

財源内訳（単位：千円）

　これまで、名寄中学校、名寄東中学校、風連中学校
に心の教室相談員を配置してきましたが、新たに相談
員が小学校へ出向き、小学校と連携した対応がとれる
よう体制を強化します。

継続 

拡充 

重点 
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10.教育費　3.中学校費　2.教育振興費

[基本目標Ⅴ　主要施策２　小中学校教育の充実]

部活動における、中体連大会等の参加に係る交通費の一部を助成します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 972
合計 0 972

増減額 972

伸率 皆増

10.教育費　6.社会教育費　2.青少年育成費

[基本目標Ⅴ　主要施策８　青少年の健全育成]

民間学童保育所への補助を拡充し、安定運営と利用促進を図ります。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 15,472 18,710
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 7,741 9,361
合計 23,213 28,071

増減額 4,858

伸率 20.9%

　民間で設置している学童保育施設に対する管理運営
事業補助金を拡充し、安定した運営と利用促進を図る
とともに、放課後における児童の安全な居場所の確保
と保護者の就労を支援します。

【担当：児童センター】

【担当：学校教育課】

財源内訳（単位：千円）

学童保育所管理運営事業補助金 28,071千円

財源内訳（単位：千円）

中学校生徒対外行事参加奨励金 972千円

　生徒数の減少に伴い、部
活動の種目によっては、地
区ごとに中体連大会を実施
することが困難となり、大
会が広域で開催されていま
す。
　そのため、保護者の負担
軽減を目的に、バス代等の
交通費の一部を助成しま
す。

新規 

拡充 

重点 
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10.教育費　6.社会教育費　8.文化財保護費

[基本目標Ⅴ　主要施策９　地域文化の継承と創造]

市指定文化財の保全のため、名寄教会会堂の改修に係る費用の一部を助成します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 1,500
合計 0 1,500

増減額 1,500

伸率 皆増

10.教育費　7.保健体育費　3.給食センター費

[基本目標Ⅴ　主要施策２　小中学校教育の充実]

老朽化が進んでいる厨房設備・ボイラーを更新し、安全でおいしい給食の提供に
努めます。

安
全

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 54,400

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 98
合計 0 54,498

増減額 54,498

伸率 皆増

　安全でおいしい給食の安定的な提供を図るため老朽
化した厨房設備及びボイラーの更新を行います。

　①貫流蒸気ボイラー更新　　　　13,000千円
　　　給食センターの主要熱源である蒸気ボイラー
　　　の更新を行います。
　②蒸気回転釜更新　　　　　　　14,580千円
　③フードスライサー更新　　　　 2,000千円
　④食缶洗浄機更新　　　　　　　24,918千円

【担当：給食センター】

【担当：北国博物館】

名寄市指定文化財改修補助金 1,500千円

財源内訳（単位：千円）　明治42年に建立された市内最古の木造洋風建築物で
ある名寄教会会堂の外観保全のため改修工事に係る費
用の一部を助成し、文化財を保全・継承します。

給食センター厨房機器等更新事業

財源内訳（単位：千円）

54,498千円

新規 

新規 
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10.教育費　7.保健体育費　1.保健体育総務費

[基本目標Ⅴ　主要施策７　生涯スポーツの振興]

名寄の自然環境・競技施設・人材といった地域資源を組み合わせ、スポーツを通じた
「人を育て・人が集まる」まちづくりを行います。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 16,252 18,630
市債 0 0

その他 2,250 0
基金 0 505

一般財源 24,457 20,075
合計 42,959 39,210

増減額 △ 3,749

伸率 △ 8.7%

　平成28年度より事業を展開してきた「なよろスポー
ツ合宿誘致推進協議会」を発展的に解散し、新たに
様々な分野の団体・企業及び行政など、それぞれの知
見・ノウハウを活かし相互に関与・連携し事業を推進
する「なよろスポーツコミッション（仮称）」を設立
します。
　名寄市が全国・世界に誇れる雪・自然環境や競技施
設と農産物・人材等の地域資源を組み合わせた以下の
事業を展開し、人を育て・人が集まるまちづくりを目
指します。

　①スポーツを通じた青少年人材育成事業
　②スポーツを通じた市民の健康増進・
　　生きがいづくり・障がい者スポーツの振興事業
　③スポーツを通じた地域経済活性化事業
　④スポーツを通じた広域連携、各種まちづくり事業

　・スポーツコミッション
　　　　管理運営に係る経費　　　16,471千円
　・①～④事業に係る経費　　　　22,739千円

【担当：スポーツ・合宿推進課】

39,210千円

財源内訳（単位：千円）

冬季スポーツ拠点化事業 重点 

継続 
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【下水道特別会計】1.下水道事業費　1.下水道整備費　1.一般管理費

[基本目標Ⅲ　主要施策１１　下水道・個別排水の整備]

下水道への理解・関心を深めるとともに、名寄市の知名度向上を図るため、
マンホールカードを発行し、市内施設にて配布します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 160
合計 0 160

増減額 160

伸率 皆増

【名寄市立大学特別会計】1.教育費　1.大学費　1.学校総務費

[基本目標Ⅴ　主要施策４　大学教育の充実]

上川・宗谷・留萌地域の試験場不足の解消、地方受験生の不利益改善のため、
名寄市立大学に大学入試センター試験会場を設置します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 2,200
基金 0 0

一般財源 0 655
合計 0 2,855

増減額 2,855

伸率 皆増

　マンホールカードとは、下水道の普及活動を目的と
したカード型の下水道広報用パンフレットで、実在す
るデザインマンホール蓋をカード化したものです。
　カードは、名寄・風連処理区の各1種類（計2種類）
の発行を予定しています。

　名寄市立大学に試験会場を設置し、独立行政法人大
学入試センターと共同で大学入試センター試験を実施
します。
　
　・試験会場設置に係わる経費 　　1,462千円
　・試験実施に係わる諸経費 　　　1,393千円

【担当：大学事務局】

【担当：業務課・工務課】

2,855千円

財源内訳（単位：千円）

大学入試センター試験実施事業

マンホールカード制作 160千円

財源内訳（単位：千円）

新規 

新規 

ﾏﾝﾎｰﾙｶｰﾄﾞ（札幌市） 

名寄処理区 

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ 

風連処理区 

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏﾝﾎｰﾙ 
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【名寄市立大学特別会計】1.教育費　1.大学費　1.学校総務費

[基本目標Ⅴ　主要施策４　大学教育の充実]

在学生や名寄市内に就業する卒業生に、各種奨学金・補助金を給付し、優秀な
学生の確保、育成を図るとともに、名寄市で活躍する人材の輩出を目指します。

Ｈ30予算額 Ｈ31予算額
国・道 0 0
市債 0 0

その他 0 0
基金 0 4,250

一般財源 3,200 5,090
合計 3,200 9,340

増減額 6,140

伸率 191.9%

『　　 　』は、名寄市総合計画（第2次）において設定した重点プロジェクトに係
る事業に記載しています。

(1)給付型奨学金
　 学生の属する世帯の所得が一定の金額以下で、各
   学科各学年で前年度の成績が最も優秀な学生に給
   付型奨学金を支給します。（月額2万円）
(2)災害等一時給付奨学金
　 激甚災害等で学生の属する世帯の家屋が全壊・半
   壊した場合や主たる生計者が死亡又は重度障害の
   認定を受けた場合に支給します。
   （10万円を限度）
(3)海外留学等奨学金
　 本学学生が海外における語学研修などに参加する
   経費の一部を助成します。
   （対象経費の１/2以内で5万円を限度）
(4)地元就業支度金助成の増額
　 10万円→20万円

【担当：大学事務局】

財源内訳（単位：千円）

奨学金等給付事業 9,340千円
新規 

重点 

重点 
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主要施策１　市民主体のまちづくりの推進

予算額
（千円）

339

494

334

1,982

13,459

1,216

12,319

21,438

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）

2,301

604

主要施策３　情報化の推進

予算額
（千円）

91,833

5,585

事業名 事業概要 担当課

情報化推進事業

各種システムの安定稼働と機能向上の
ため、ＯＳのサポート期間が終了する
パソコン及びサーバの機器更新などを
行います。

総務課

社会保障・税番号制度システム整備事業
各自治体間が情報連携を行うための
ネットワークシステムの維持・整備を
行います。

総務課

基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり

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
組みを行います。

企画課

人権擁護等事業

人権擁護に関する啓発活動を推進しま
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。

環境生活課

企画課

総合計画策定・推進事業

企画課

総合計画の着実な推進を行います。 総合政策室

雪や寒さを活かして、冬の生活をより
暮らしやすく、楽しくする事業を実施
します。

町内会活動支援事業

事業名 事業概要 担当課

自治基本条例第35条に基づき、条例の
見直し検討を行います。

町内会の活動に対して支援します。 企画課

利雪・親雪推進事業

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

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 総合戦略の施策推進を行います。 総合政策室

自治基本条例見直し検討事業

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広場の適正な管
理を行います。

風連地区
地域振興担当

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
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主要施策４　交流活動の推進

予算額
（千円）

26,430

5,341

8,449

1,248

4,548

1,357

4,168

2,000

主要施策５　広域行政の推進

予算額
（千円）

1,753

主要施策６　健全な財政運営

予算額
（千円）

11,064

主要施策７　効率的な行政運営

予算額
（千円）

2,126

6,073

交流推進課

ふるさと会交流事業

事業名 事業概要

財産管理事業

担当課

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。

総合政策室
営業戦略課

都市交流事業
（杉並区交流協定締結30周年事業(9頁参照)を含
む）

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

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。

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

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

総務課

交流推進課

国際交流事業
（リンゼイ姉妹都市提携50周年事業(9頁参照)を
含む）

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。

地域おこし協力隊事業

リンゼイ、ドーリンスク市、台湾との
交流を推進します。

事業概要 担当課

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

ふるさと納税の推進

事業名 事業概要 担当課

移住促進事業費（再掲）  9頁参照。 営業戦略課

適切な財産管理に努めます。 財政課

移住支援事業費（再掲）  9頁参照。 総合政策室

重点 

重点 
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主要施策１　健康の保持増進

予算額
（千円）

62,280

5,273

499

237

31,369

1,354

34,715

2,250

3,825

5,398

主要施策２　地域医療の充実

予算額
（千円）

654

70,595

健やかなこどもの誕生を望む夫婦に、
より安心で安全な妊娠・出産を促すた
め、特定不妊治療に要する費用の一部
を助成します。

保健センター

機能訓練事業

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

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

保健センター

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

救急医療対策事業

健康マイレージ事業

担当課

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。

事業名

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。

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。

保健センター

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。

特定不妊治療費助成事業

歯科疾患検診事業（再掲）

事業名 事業概要 担当課

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
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。

 11頁参照。 保健センター

産婦健康診査・産後ケア事業費

産婦（産後2週間、1か月など）に対す
る健康診査及び産後（4か月未満）の
心身のケアなどの支援を助産師に委託
して行う産後ケア事業に係る費用の一
部を助成します。

保健センター

事業概要

母子健康支援・親子教室事業

開業医誘致事業
地域の医療体制の充実を図るため、開
業医の誘致を行います。

保健センター

重点 

重点 

重点 

重点 
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予算額
（千円）

73,653

204,483

10,773,954

197,547

203,982

1,804

主要施策３　子育て支援の推進

予算額
（千円）

5,984

785

594

1,690

2,865

4,520

2,138

319,962

その他市立総合病院の運営

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。

こども未来課

子ども家庭総合支援拠点事業
（再掲）

病院施設の改善整備事業
エレベーター等の老朽化した設備の更
新および照明のLED化等の省エネ改修
を実施します。

市立病院

 11頁参照。

事業概要 担当課

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、相談業務等の支援を行いま
す。

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

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
に係る負担軽減を図るため給付金を支
給します。

国保診療所

市立病院

名寄市風連国民健康保険診療所
の運営

市立病院

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

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。

こども未来課

子ども・子育て支援事業計画
推進事業

こども未来課
第２期計画（2020～2024）策定を行い
ます。

誕生もち助成事業

もち米生産日本一を誇る名寄自慢のも
ち米を使った誕生もちを贈呈し、地産
地消、食育の推進も兼ねて子育て世帯
を応援します。

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

現在行っている診療業務に支障の生じ
ないよう、全自動高圧蒸気滅菌器など
医療機器の整備を行います。

事業名 事業概要 担当課

こども未来課

こども未来課

事業名

市立保育所の運営・維持管理経費

市立保育所の運営・維持管理を行いま
す。
延長保育事業　6,230千円
一時保育事業　3,700千円

こども未来課

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、情報システムや
医療機器の整備を行います。

名寄市風連国民健康
保険診療所医療機器整備

重点 

直診 

病院 

病院 

直診 

重点 

重点 

病院 

病院 

重点 

重点 

直診 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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予算額
（千円）

12,635

10,348

32,255

400

2,046

334,137

2,987

10,677

2,661

3,050

2,022

8,480

35,836

61,873

12,467

「親子お出かけバスツアー」で収穫祭
やもちつきを行い、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推進し
ます。

こども未来課

こども発達支援事業

青空子育て支援事業

利用者支援事業

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
支援活動を推進します。

ファミリー・サポート・センター事業

乳幼児等医療給付事業

民間の認定こども園、保育園が行う一
時預かり事業へ補助を行います。
名寄大谷認定こども園　　2,306千円
認定こども園名寄幼稚園　1,773千円
認定こども園風連幼稚園　5,074千円
どろんこ保育園　　　　　1,524千円

こども未来課

利用計画に基づき、子どもの発達状況
に応じた、適切な療育を提供します。

こども未来課

こども未来課

こども未来課

ひまわりらんど運営事業
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
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

延長保育事業運営補助金

子ども・子育て支援新制度に移行した
民間幼稚園等の運営を支援します。

こども未来課

子育て支援活動助成事業
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。

こども未来課

幼児教育・保育施設への運営支援

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

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。

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。

砺波保育所運営事業

待機児童解消緊急対策事業
保育士等の人材確保のため、市内の保
育施設等に就労した場合に各種助成を
行います。

こども未来課

民間の認定こども園、保育園が行う延
長保育事業へ補助を行います。
名寄大谷認定こども園　　　300千円
認定こども園名寄幼稚園　　300千円
認定こども園風連幼稚園　1,342千円
どろんこ保育園　　　　　1,045千円

智恵文保育所運営事業

事業名 事業概要 担当課

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
として運営します。

こども未来課

こども未来課

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
きる環境をつくります。

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 
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予算額
（千円）

1,805

171,094

264,214

12,299

主要施策４　地域福祉の推進

予算額
（千円）

1,250

625

40,670

3,533

7,191

8,495

37,634

558,900

8,179

主要施策５　高齢者施策の推進

予算額
（千円）

48,739

事業名 事業概要 担当課

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います。

福祉灯油支援事業
低所得世帯等に灯油購入費の一部を助
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の一部を助成
します。

社会福祉課

町内会ネットワーク事業補助金

町内会を基盤とした地域住民と関係機
関のネットワークを構築し、誰もが安
心して暮らせる地域づくりを推進しま
す。

社会福祉課

生活困窮者自立支援事業

総合福祉センターの運営・維持管理事業
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います。

生活困窮者を対象に、自立相談、家計
相談、学習支援等を行い、生活困窮状
態からの早期自立を支援します。

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
います。
（うち扶助費556,970千円）

高齢者支援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
託を行います。

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
に対して給付金を支給します。

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

児童扶養手当給付事業 こども未来課

相談事業所運営事業

こども未来課

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。

社会福祉課

事業名 事業概要 担当課

生活保護事業

社会福祉課

民生委員活動事業

生活保護適正実施推進事業
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
の取り組みを行います。

社会福祉課

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
等に対して給付金を支給します。

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

事業名 事業概要 担当課
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予算額
（千円）

2,200

3,270

7,542

2,100

9,017

15,735

2,335

1,061

－

3,624

1,110

2,634,350

395,654

5,802

70,039

認知症地域支援・ケア向上事業費

認知症カフェの開催、認知症初期集中
支援事業の実施など、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。

高齢者支援課

地域介護予防活動支援事業
要介護状態になることを予防し、住み
慣れた地域で暮らし続けられるよう、
介護予防活動の支援を行います。

高齢者支援課

要介護高齢者等紙おむつ用
ごみ袋支給事業

要介護３以上の在宅高齢者等世帯にご
み袋を支給し、経済的負担を軽減し、
在宅生活を支援します。

高齢者支援課

成年後見制度利用支援事業
福祉的支援の必要な高齢者等が成年後
見制度を利用する際の費用の一部を助
成します。

高齢者支援課

地域包括支援センターにおいて、高齢
者の総合相談支援業務、権利擁護業
務、包括的・継続的ケアマネジメント
支援業務、介護予防支援等を行いま
す。

高齢者支援課

その他介護保険事業
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います。

高齢者支援課

高齢者支援課

介護サービス事業
介護サービス事業・名寄 336,283千円
介護サービス事業・風連  59,371千円

地域包括支援センター運営事業

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
います。

高齢者支援課老人クラブの運営・維持管理事業

高齢者支援課

除雪サービス事業

高齢者支援課

高齢者や重度障がい者等で除雪が困難
な状態にある世帯の除雪費用に対して
助成します。

介護人材就労定着支援事業（再掲）  10頁参照。 高齢者支援課

医療介護連携情報共有ＩＣＴ事業（再掲）

事業名 事業概要 担当課

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
迎を行います。

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、実行委員会を組
織し、敬老週間中に｢長寿を祝う会」
を開催します。

 10頁参照。 高齢者支援課

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い
ます。

高齢者支援課

屋根雪おろし安全確保特別対策事業
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。

高齢者支援課

高齢者支援課

介護 

介サビ 

介護 

介護 

介護 

介護 
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主要施策６　障がい者施策の推進

予算額
（千円）

49,067

4,171

265

6,073

54,758

10,252

905,458

40,705

8,063

422

主要施策７　国民健康保険

予算額
（千円）

2,969,776

396,709

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

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

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。

国民健康保険事業

都道府県単位化が始まり、北海道に納
付金を納めることで名寄市の医療費が
交付される仕組みとなりました。今後
も医療費の適正化を図る一方、適正な
税率設定の検証を行います。

市民課

社会福祉課

成年後見制度事業

補装具給付事業

介護給付事業

社会福祉課

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

事業名 事業概要 担当課

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。

社会福祉課基幹相談支援センター事業

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

認知症、知的障がい、精神障がいなど
の理由から、十分な判断をすることが
できない方が、地域で安心して暮らす
ことができるように、さまざまな支援
を行います。

事業名 事業概要 担当課

社会福祉課

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

地域生活支援事業
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。

社会福祉課

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

国保 

後期 
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主要施策１　環境との共生

予算額
（千円）

4,783

2,700

58

3,180

14,920

5,390

211

主要施策２　循環型社会の形成

予算額
（千円）

25,439

3,805

288,708

186,171

17,631

27,575

主要施策３　消防

予算額
（千円）

649,992

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

新エネルギー・省エネルギー推進事業
市民に対し新エネ・省エネを推進する
ことで、新エネ・省エネに対する理解
と関心を深めるよう啓発を行います。

事業名 事業概要 担当課

事業名 事業概要 担当課

企画課

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います。

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

上川北部消防事務組合負担金
（小型動力ポンプ付積載車導入(16頁参照)を含
む）

消防・救急体制の充実を図り、市民の
生命・財産を守ります。

環境生活課

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

環境生活課

事業名

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
率的な処理を行います。

環境生活課

最終処分場管理運営事業

事業概要 担当課

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

環境生活課

名寄地区衛生施設事務組合負担金
ごみ処理を行う一部事務組合への負担
金です。

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

総務課
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主要施策４　防災対策の充実

予算額
（千円）

4,700

184

2,525

10,767

2,477

762

12,984

1,878

10,364

1,881

主要施策５　交通安全

予算額
（千円）

12,354

6,000

主要施策６　生活安全

予算額
（千円）

2,034

198

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

事業名 事業概要 担当課

防災コミュニティ通信事業

事業名

北海道から委託された豊栄川遊水地の
維持管理を行います。

都市整備課

排水機場維持管理事業

防災担当

水害や震災などの災害に対し、迅速か
つ的確な対応により減災に取り組みま
す。

防災会議の開催や、自主防災組織への
支援などを行い、自助・共助力を中心
とした地域防災力の向上を図ります。

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

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

担当課事業概要

樋門管理事業
樋門の点検及び周辺の整備を行いま
す。

都市整備課

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

開発局及び名寄市設置の排水機場の維
持管理を行います。

都市整備課

豊栄川遊水地維持管理事業

交通安全推進事業

災害対策事業

防災担当

復興元気事業

東日本大震災から復興を推進する南相
馬市への支援として、子どもによる防
災に関する活動を通して交流を深めま
す。

防災担当

防災会議・訓練等事業

水防災意識社会再構築ビジョン推進事業
（再掲）

 16頁参照。

事業概要 担当課

防災担当

防災担当

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
平支援及び支援受援体制の確立、推進
を図ります。

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

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
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予算額
（千円）

1,890

主要施策７　消費生活の安定

予算額
（千円）

8,911

552

主要施策８　住宅の整備

予算額
（千円）

1,750

56,162

315,023

97,500

主要施策９　都市環境の整備

予算額
（千円）

9,627

573

48,368

17,414

10,911

61,033

32,000

公園及び広場等の維持管理を行い、快
適な公園環境を提供します。

都市整備課

街路整備事業

都市整備課

国道４０号融雪溝維持管理事業
国から委託された国道40号融雪溝の維
持管理を行います。

都市計画マスタープラン見直し及び
立地適正化計画策定業務（再掲）

 15頁参照。 都市整備課

公園維持管理事業

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

事業名 事業概要 担当課

事業概要

都市整備課

ひと・ほし・環境にやさしい灯り事業

生活道路に防犯灯等の新設を行いま
す。

都市整備課

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
の運営支援を行います。

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
量の削減を行います。

都市整備課

事業名 事業概要 担当課

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

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。

事業名 事業概要 担当課

市営住宅環境整備事業
（緑丘第1団地改修工事(15頁参照）を含む）

既設公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ます。

消費者行政等事業

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
虫対策を行い、快適な住環境を目指し
ます。

環境生活課

消費者からの消費生活相談や市民への
啓発活動及び消費者活動団体への支援
を行います。

消費生活センター

事業名

公営住宅担当
建築課

北斗・新北斗公営住宅建設事業
公営住宅担当

建築課

担当課

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

公営住宅担当

老朽化した公営住宅の建替えと改善に
より居住水準の向上を図ります。

重点 
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予算額
（千円）

6,732

2,074

主要施策１０　上水道の整備

予算額
（千円）

1,328,314

1,158

主要施策１１　下水道・個別排水の整備

予算額
（千円）

1,150,378

94,159

風連基線のフラワーロードの街路樹維
持管理を行い、良好な景観を形成しま
す。

事業概要事業名

緑化木維持管理事業
街路樹や植樹桝の維持管理を委託し、
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

【主な事業】
◎合併浄化槽設置工事
　５人槽　６基　　8,400千円
　７人槽　４基　　6,800千円
　10人槽　１基　　2,300千円

業務課
工務課

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、施設の維持を行います。

事業名 事業概要 担当課

事業概要 担当課

フラワーロード管理事業 都市整備課

担当課

事業名

水道事業

【主な事業】
◎上水道第2期拡張事業　26,730千円

◎浄水場施設改修事業　 62,090千円

◎配水管網整備事業　　 20,000千円

◎老朽管更新事業　　　147,660千円

◎水道量水器取替工事　 82,731千円

◎上水道事業固定資産整理業務
　　　　　　　　　　　  7,480千円

業務課

工務課

浄水場

下水道事業
（マンホールカード制作
　　　(21頁参照)を含む）

【主な事業】
◎下水道事業地方公営企業会計
　移行事業　　　 　  　13,104千円

◎名寄下水終末処理場外
　機械設備更新工事  　 78,600千円

◎名寄下水終末処理場外
　電気設備更新工事 　  35,400千円

◎名寄処理区下水道管渠更生工事
　　　　　　　　　　 　49,000千円

◎公共下水道管路調査業務委託
　　　　　　　　　　 　15,000千円

◎公共桝取替工事　　  　8,800千円

◎公共下水道不明水調査　4,000千円

業務課

工務課

下水処理場

個別排水処理施設整備事業

環境生活課

個排 

水道 

下水道 
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主要施策１２　道路の整備

予算額
（千円）

2,890

112,091

602,873

1,000

554,020

12,500

95,000

＊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）

1,279

56,272

1,421

道路新設改良事業（再掲）  14頁参照。 都市整備課

レンタル＆ゴー事業

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

道路及び橋梁の維持管理を適切に行う
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

自主的に道路排雪を行う町内会に対
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。

事業名

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

事業名 事業概要 担当課

橋梁長寿命化事業（再掲）  14頁参照。 都市整備課

道路排水整備事業（再掲）  14頁参照。 都市整備課

都市整備課

事業概要 担当課

道路・橋梁維持管理事業

道路・河川愛護対策事業

市道除雪・排雪対策事業
市道の除排雪を行います。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。
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主要施策１　農業・農村の振興

予算額
（千円）

52,554

741

200

139

20,000

3,444

869

18,704

19,229

6,044

23,014

4,633

800

12,603

300

農務課

農業生産単独支援事業

農業補助労働力確保事業
地域農業における労働力不足の解消に
向けて、農福連携や雇用労働確保など
の事業を推進します。

新規就農者への農地、施設・機械の取
得に対する助成及び農業後継者への施
設・機械取得、免許取得、技術習得に
対する助成を行います。

農務課

農務課

農業体験支援事業

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
を行います。

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
行います。

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
に出荷できる産地を確立する為、研究
や技術普及活動への助成を行います。

農務課

農務課

農産物ブランド確立事業

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
を行います。

農務課

新規参入者獲得に向け農業体験実習を
行い、滞在や体験にかかる費用の一部
を助成します。

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。

新規就農者支援事業

農務課

経営所得安定対策事業

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。

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

農務課

防衛施設周辺整備事業
農業用機械を導入し、農産物の品質向
上と安定した収量の確保を図ります。

農務課

環境保全型農業直接支払交付事業
環境保全に効果の高い営農活動に取り
組む農業者団体に対する支援を行いま
す。

農務課

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を行います。

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。

事業名 事業概要 担当課

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

重点 

重点 

重点 
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予算額
（千円）

9,000

400

2,058

102,581

177

226,433

379

4,045

1,396

513

15,257

7,375

1,785

4,981

4,940

84

集落支援を配置し、地域おこし協力隊
や新規就農者等への支援及び地域サ
ポート体制を強化します。

農務課

農業振興地域整備計画策定事業

将来的な農業振興を図る区域を明らか
にし、農業と農業以外への土地利用を
計画的に行うため計画策定を行いま
す。

農務課

中山間地域等直接支払制度交付事業

農地の賃貸借を進め農地利用の再配分
を行うことで、農地の集積化や農業の
生産性向上を図ります。

農務課

実証試験・展示事業

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
います。

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軽減を図るため、
低利資金を融資し、利子補給を行いま
す。

農務課

農産物簡易加工処理施設管理運営事業

農産物簡易加工処理施設の管理運営を
行います。
あぐりん館　　　1,746千円
グリーンハウス　2,299千円

農務課

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

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

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
などを行います。

農務課

品質・収益性の向上に向けて、実証展
示圃の成果や地域内外の実例に基づ
き、現地での指導や講習会の開催等、
必要な情報を生産現場へ提供します。

農務課

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

農業次世代人材投資事業
次世代を担う新規就農者に支援を行い
ます。

農務課

名寄東部・西部集落センター管理事業

事業名 事業概要 担当課

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

智恵文つつじ公園管理運営事業

集落支援員事業

農地中間管理事業

農業振興センター管理運営事業

農地保有合理化促進事業

畜産振興単独支援事業
畜産経営の安定と推進を図るため、各
種補助事業により支援し、畜産振興を
図ります。

農務課

集落センターの維持管理を行います。 農務課

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

農務課

重点 
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予算額
（千円）

125

16,739

286

56,840

10,400

40,800

49,898

11,226

8,137

主要施策２　森林保全と林業の振興

予算額
（千円）

58,678

11,000

2,884

2,592

61,602

林業振興単独補助金
山林所有者が行う間伐事業等に補助を
行うほか、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

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。

水利施設等保全高度化事業（ちえぶん地区）
智恵文地区において区画整理、暗渠整
備等を行います。

耕地林務課

耕地林務課

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

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

事業名

市内酪農家の育成牛及び受精対象牛を
夏季間に受入れ、コスト削減、労働負
担の軽減による経営安定と生産基盤の
確立を図ります。

事業概要 担当課

風連ダム、御料ダム、日進頭首工など
の維持管理事業を行います。

耕地林務課

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）

基幹水利事業

事業名 事業概要 担当課

なよろ健康の森管理運営事業
（設備更新・修繕(12頁参照)を含む）

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
います。

耕地林務課

農務課牧場管理運営事業

耕地林務課

食肉センター事業
公設食肉センターとして、地域産業の
発展及び畜産振興を図ります。

畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金
畜産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、利子補給を行います。

農務課

畜産物処理加工施設管理運営事業
広域の畜産物処理加工施設として、地
域産業の発展及び畜産振興を図りま
す。

農務課

水利施設整備事業
（天塩川第５支線地区・名寄幹線地区）

幹線用水路の工事に伴う、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

農務課食肉 
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主要施策３　商業の振興 主要施策４　工業の振興

予算額
（千円）

6,600

2,800

4,000

3,900

19,095

489,000

100,000

10,000

558

30,903

8,582

30,000

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い
ます。

営業戦略課

 12頁参照。 営業戦略課ずっと住まいる応援事業（再掲）

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

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
持管理を行います。

設備資金利子補給補助金

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います。

営業戦略課

営業戦略課

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

事業名 事業概要 担当課

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

営業戦略課

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。

中小企業融資保証料補助金

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

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

商業指導育成対策事業
市内中小企業者の育成、経営基盤の強
化、商工業の振興を図るため、商工団
体を支援します。

営業戦略課

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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主要施策５　雇用の安定

予算額
（千円）

12,309

10,328

569

10,134

505

主要施策６　観光の振興

予算額
（千円）

48,582

134

1,721

872

11,527

15,843

305

51,691

75,472

54,000

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います。

営業戦略課

営業戦略課

事業名 事業概要 担当課

営業戦略課

指定管理者制度を活用し、道の駅の管
理運営を行います。

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。

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
管理を行います。

営業戦略課

観光振興一般行政経費

観光事業推進団体の事業活動支援と、
名寄日進地区のひまわりやスキー場を
はじめとする地域資源を活かした観光
振興を図ります。

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うととも
に、冬季の冬山パトロール活動に対し
て支援を行います。

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管理運
営を行います。

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います。 智恵文支所

営業戦略推進事業
観光ＰＲ・観光大使等ＰＲ活動を行い
ます。

勤労者の福利厚生の充実を図ります。 営業戦略課

地域施設管理事業

営業戦略課

ピヤシリスキー場整備事業（再掲）  13頁参照。 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います。

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。

道の駅管理運営事業

事業名 事業概要 担当課

中小企業勤労者福祉推進事業

なよろ温泉サンピラー等改修
実施設計委託（再掲）

 13頁参照。 営業戦略課

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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主要施策１　幼児教育の充実

予算額
（千円）

132,555

5,395

主要施策２　小中学校教育の充実

予算額
（千円）

10,259

4,628

510

9,350

1,957

72,303

6,431

2,296

158,611

34,901

13,677

学習支援員を増員し、特別支援教育の
充実を図ります。

教員住宅維持管理事業

学校運営協議会運営事業
（コミュニティ・スクール事業）

学校運営に必要な支援について協議
し、学校と地域が連携・協働し、子ど
もたちの成長を支える学校づくりを進
めます。

学校教育課

担当課

事業名 事業概要 担当課

施設型給付費負担金
満３歳以上の子どもを対象に、幼児教
育を行う施設の運営を支援します。

こども未来課

一時預かり事業補助金

民間幼稚園が行う一時預かり事業へ補
助を行います。
名寄カトリック幼稚園　2,031千円
光名幼稚園　　　　　　3,364千円

こども未来課

基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり

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

学校教育課

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います。

小学校の運営・維持管理に
要する経費

市内小学校7校の円滑な運営と維持管
理を行います。

学校教育課

学校教育課

特別支援教育学習支援員配置事業

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

学校教育課

教育振興事業
文化・スポーツの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います。

英語指導助手事業

学校教育課

事業名 事業概要

統廃合校の児童生徒の通学送迎を行い
ます。

スクールバス運行事業 学校教育課

放課後子ども教室事業

学校保健推進事業（小・中学校）
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

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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予算額
（千円）

47,673

1,570

40,461

44,982

5,005

98,492

165,179

366,500

主要施策３　高等学校教育の充実

予算額
（千円）

500

500

主要施策４　大学教育の充実

予算額
（千円）

204,938

16,424

10,126

56,160

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
育む各種事業を行います。

学校教育課

就学援助費（小・中学校）

名寄市高校生資格取得支援事業

大学一般行政経費

事業名 担当課

円滑な大学運営を行います。

名寄産業高等学校酪農科学科受検者
交通費等助成事業

酪農科学科の定員確保のため、道外か
らの受検者に対し、交通費等を助成し
ます。

学校教育課

高校生の資格取得を支援し、生徒の就
職・進学のサポート、魅力ある学校づ
くりを図ります。

学校教育課

市立大学

風連中央小学校校舎・
屋内運動場等改築事業（再掲）

 17頁参照。 学校教育課

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
理を行います。

学校教育課

給食センター運営・維持管理事業
（厨房機器等更新事業(19頁参照)を含む）

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。

給食センター

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。

教育振興事業（小・中学校）
（心の相談員報酬（17頁参照）、
  対外行事参加奨励金(18頁参照)を含む）

小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
を行います。

学校教育課

事業名 事業概要 担当課

事業名

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

事業概要 担当課

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
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います。

市立大学

教員住宅管理事業
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

学生募集対策事業

事業概要

重点 

大学 

大学 

大学 

大学 
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予算額
（千円）

13,695

9,340

250,745

10,682

9,196

1,089,993

71,566

38,116

29,090

13,800

4,318

2,800

10,971

主要施策５　生涯学習社会の形成

予算額
（千円）

8,463

431

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

事業名

大学維持管理事業
大学施設の適切な維持管理を行いま
す。老朽化が著しい3号館南の温水配
管の改修を行います。

市立大学

教材・教具等整備事業
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
健康診断等の実施により学生、教員の
健康管理を行います。

市立大学

大学教育振興事業
学生のニーズに合った教育研究環境の
向上に努めます。

市立大学

実習や演習の充実に努めます。 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

学修環境向上事業
学生の学修環境の向上を図るため、空
調設備の設置、トイレ改修を行いま
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

入学試験実施運営事業
（センター試験実施(21頁参照)を含む）

入学試験の円滑な運営を行います。 市立大学

奨学金等給付事業（再掲）  22頁参照。 市立大学

図書整備事業
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。

実習等事業

市立大学

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
行います。

市立大学

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います。 市立大学

事業名 事業概要 担当課

重点 

重点 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

大学 

重点 
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予算額
（千円）

366

100

1,781

625

1,509

121,712

35,415

9,490

305

365

25,097

447

3,610

33,799

1,528

4,230

22,918

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

各種講演会・講座・展示会運営事業 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

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。

風連公民館運営事業

地域性に合った学習機会や情報の提供
を行い生涯学習の推進を図ります。

特別展・企画展の開催や展示会と関連
した講演会、体験講座を開催します。

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。

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

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

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

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。

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

智恵文公民館

名寄公民館運営事業
地域等との連携により、学習機会の拡
充や市民のまちづくりへの参画を図る
とともに地域力の向上を図ります。

生涯学習課

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。

友朋学級運営事業

風連生涯学習担当

北国博物館

高齢者の学ぶ意欲や興味に応える場と
機会の提供を行います。

智恵文公民館

智恵文公民館運営事業

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

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
の運営を行います。

天文台

陶芸センター運営・維持管理事業

ふうれん地域交流センター
運営・維持管理事業

事業名 事業概要 担当課
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主要施策６　家庭教育の推進

予算額
（千円）

120

400

主要施策７　生涯スポーツの振興

予算額
（千円）

7,975

39,210

114,644

7,285

598

8,485

23,043

1,284

1,652

担当課

担当課

家庭教育学級運営事業

事業概要

生涯学習課

事業名 事業概要

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

風連生涯学習担当

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

風連スキー場管理運営事業 風連生涯学習担当

保護者が集まり家庭教育に関する学習
や交流を行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

スポーツ・
合宿推進課

冬季スポーツ拠点化事業（再掲）  20頁参照。

体育施設整備事業

各種大会開催事業

子どもたちに自然の中での体験や、団
体活動の機会を作るとともに、親子で
参加できるふれあい事業の展開を図り
ます。

事業名

全日本ジュニアスキー選手権、学童軟
式野球大会等の開催により、スポーツ
振興を図ります。

スポーツ・
合宿推進課

シャンツェ維持整備、テニスコート改
善整備等を行い、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

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。

風連東地区運動広場管理運営事業

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
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

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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主要施策８　青少年の健全育成

予算額
（千円）

2,596

4,923

3,633

1,852

1,024

2,386

629

28,599

13,357

353

6,826

36,414

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

風連生涯学習担当

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。

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

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

教育相談センター教育相談推進事業

教育相談センター適応指導教室設置事業

事業名 事業概要 担当課

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を行うな
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

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
（学童保育所管理運営事業補助金(18頁参照)を含
む）

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

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。

放課後児童クラブの運営

就労などにより放課後の時間帯に保護
者が不在となる家庭を対象に、児童の
安全な居場所を提供し、保護者の仕事
と子育ての両立支援を図ります。

児童センター

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。

風連児童会館の運営・維持管理事業

重点 
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主要施策９　地域文化の継承と創造

予算額
（千円）

15,458

1,962
文化財保護事業
（名寄市指定文化財改修補助金(19頁参照)を含む

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

事業概要 担当課事業名
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