
名寄市総合計画－第２次－　前期実施計画の見直しについて　～平成２９年度ローリング調整後～

１．経過

２．事業数

うち 重点 うち 重点

92 98

３．名寄市総合計画－第２次－　前期及び中期の事業費

② ④　【当初】 ⑥（④+⑤）

４．前期計画事業費の推移

１．前期計画事業費の推移        ２．重点プロジェクト ３．新規一覧（詳細は別紙参照）

前期計画策定時事業費

年度毎事業費

　（平成29年度 ）

　（平成30年度 ）

担当課事業名

　名寄市開業医誘致助成事業 保健センター

　名寄市待機児童解消緊急対策事業

　成年後見センター運営事業

　広域観光事業

　事業継承事業

　名寄産業高等学校入試受験者交通費等支援事業

こども未来課

高齢者支援課

営業戦略課

営業戦略課

学校教育課

　（平成29年度～平成30年度）

　① ③（②－①）

施策の柱 当初　前期計画 前期計画事業費
（千円）

増減（千円）

⑤  【H29調整後】

当初

12月上旬予定
市長ローリング 総合計画庁内推進委員会 名寄市総合計画推進市民委員会 名寄市議会議員協議会

７月７日～８月７日
各部局準備及び部局長ローリング

8月28日～10月12日 11月6日 11月6日

-368,358

-1,177,341

-398,887

575,8816,877,443

16,556,052 17,716,457 1,160,405 43,618,895 42,353,460 -1,265,435

生きる力と豊かな文化を育むまちづくり 4,291,929 4,622,384 330,455

　前期・中期
事業費

増減（千円）

103,270

6,301,562

17,611,242

3,048,437 3,178,928 130,491 9,804,969 9,406,082

6,484,480 6,519,272 34,792 18,788,583

471,844

2,611,026 3,239,673 628,647 8,355,207 7,986,849

368,574

前期・中期
事業費計（千円）

　前期・中期
事業費計
（千円）

事業費（千円）

事業数

H29ローリング調整後

277 286

基本目標Ⅰ 120,180 156,200 36,020

地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづくり

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

市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり

市民と行政との協働によるまちづくり

計

9,159,849

8,556,608

17,716,457

16,556,052

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅱ

平成29年度ローリング調整後の前期全体事業費

事業本数 H29事業費 H30事業費 前期事業（千円）

233,334

139,968

76,903

117,002

14

14

2,828,3241,569,0971,259,22743

1,853,418939,258

重点プロジェクト名

安心子育て
プロジェクト

冬季スポーツ拠点化
プロジェクト Ｈ29

当初

Ｈ29

当初

経済元気化
プロジェクト

914,16039

Ｈ29

当初

2,040,8141,000,0971,040,71739

1,974,6831,036,502938,18141

310,237

256,970



５．H29ローリング新規及び追加事業
【単位：千円】

連番 担当課 事業名 事業内容 前期計画事業費

1 保健センター 名寄市開業医誘致助成事業
 　市内に新たに診療所を開設しようとする者に対し、診療所の開設に要する経費の一部を助成することにより、名寄市の地域医療体制の
充実を図り、もって住み慣れたこの地域で市民が安心して適切な医療を受け、健やかに暮らせることに寄与することを目的とする。

0

2 こども未来課 名寄市待機児童解消緊急対策事業
保育士並びに保育士資格を取得予定の学生への支援、未就学児をもつ保育士への支援及び潜在保育士の就職支援を行い、保育の担い
手となる保育士を確保する。

13,920

3 こども未来課 認可保育施設等への移行支援事業
認可外保育事業所において、認可化等移行支援を実施し、認可化を図ることで安定的な運営を図り、継続した入所児童の受け入れにより、
安定的な保育を実施する。

21,580

4 こども未来課 子育て支援活動助成事業
名寄市は転勤族が多く、親兄弟姉妹等の頼れる身内が近くにいない家庭も多く、子育ての孤立化を防ぐために、行政の支援だけでなく保護
者が自主的に考え企画運営する共助による子育て支援の充実を図る。
　※事業費はNo.46「地域子育て支援拠点事業」に含まれている。

600

5
社会福祉課

・高齢者支援課
成年後見センター運営事業

成年後見センターの設置により、潜在的に後見の利用が必要であった方の掘り起こしや制度の利用に結びつけることができ、住み慣れた
地域で安心して生活を続けることができる。

0

6 消防 消防施設更新事業
市民が安心して生活できることを目指し、複雑多様化する各種災害に効果的な対応を行うため、消防施設・設備（サイレン・消防車両等）の
更新を行う。

(36,363)

7 営業戦略課 広域観光事業

本市の地域資源・観光資源のみを活用した観光振興では目指す目的の達成に限界があり、近隣市町村、上川管内及び道内地域が連携
し、創意工夫を生かした主体的な取組を総合的に推進し、一体的な観光商品・情報発信等を行うことにより、観光振興に資することを目的と
する。
　※事業費はNo217「観光振興事業」に含まれている。

1,468

8 営業戦略課 事業承継事業 課題を解決し、円滑な事業承継を成し遂げ、世代を超えて事業の継続・発展を図ることを目的とする。 0

9 学校教育課 名寄産業高等学校入試受験者交通費等支援事業
産業高校の酪農科学科を存続し、人材育成・確保を継続すため定員確保の一環として制度を新設する。また、道外から人を呼び込むことに
より、名寄市のPR・情報発信にも繋がる。

2,000

39,568

2



基本
目標

事業名（個別事業名） 重点 区分
公共施設総合管理
計画更新費用（千円）

事業内容 担当部課

Ⅱ 3 子育て支援の推進 1 子育て支援施策の充実 1
幼児教育・保育環境の整
備と充実

市立保育所整備事業 安 新規 557,604 老朽化が著しい保育所を整備 こども未来課

Ⅲ 2 循環型社会の形成 2 廃棄物の適正処理 4 施設の建設 次期処理施設の整備の検討 新規 ？
循環型社会形成の観点を踏まえた、衛生センターや炭
化センター、その他関連施設の次期処理施設の整備の
検討

環境生活課

Ⅳ 6 観光の振興 3 観光誘致宣伝 2 観光客の誘致促進 なよろ温泉整備事業 経，冬継続 精査中 なよろ温泉サンピラー施設改修 営業戦略課

Ⅴ 5 生涯学習社会の形成 2 社会教育拠点施設整備 1 社会教育施設整備事業 図書館本館の改築 新規 956,585
老朽化した図書館本館の改築につき、他施設との複合
化や建設場所等を検討

図書館

Ⅴ 8 青少年の健全育成 2 子育て支援の推進 2 児童館の整備 児童館の整備 安 新規 146,786
老朽化した児童センターの改築につき、他施設との複合
化や建設場所等を検討

児童センター

※　義務教育施設（小中学校等）は、平成29年度中に策定する「名寄市立小中学校施設整備計画」を踏まえ、検討する。

※　これら施設を先行して検討し、その中で、庁舎のあり方等についても、検討を進める。

主要施策 基本事業 基本計画事業

６．中期計画に向け、検討を行った事項
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