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名寄市総合計画（第1次）基本計画　後期計画の事業数

コミュニティ活動の推進 1 1

情報化の推進 3 2 5

健全な財政運営 1 1

効率的な行政運営 1 1

合計 5 1 0 2 8

健康の保持増進 10 10

地域医療の充実 1 3 4

子育て支援の推進 1 4 5

地域福祉の推進 3 3

高齢者福祉の充実 6 22 1 29

障がい者福祉の推進 9 9

国民健康保険 1 1

合計 8 52 0 1 61

環境との共生 1 1

循環型社会の形成 2 2

消防 2 2 1 2 7

防災対策の充実 1 1 2

交通安全 1 1

住宅の整備 1 4 5

都市環境の整備 1 1 2

上水道・簡易水道の整備 2 6 8

下水道・個別排水の整備 3 3

道路の整備 14 14 9 37

総合交通体系 2 2

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進 4 4

合計 21 41 10 2 74

農業・農村の振興 5 27 1 33

林業の振興 4 1 5

商業の振興 7 1 8

工業の振興 3 3

雇用の安定 7 7

観光の振興 1 2 1 4

合計 6 50 1 3 60

生涯学習社会の形成 1 1 3 5

小中学校教育の充実 1 6 2 4 13

大学教育の充実 2 3 4 9

生涯スポーツの振興 4 1 2 1 8

青少年の健全育成 1 1

地域文化の継承と創造 1 1

合計 6 11 8 12 37

新規 継続 先送 後期 合計

46 155 19 20 240

合計

合計新規 継続 先送 後期

新規 継続 先送 後期

新規 継続 先送 後期

合計

合計

合計

新規 継続 先送 後期

新規 継続 先送 後期

　Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり

　Ⅱ　安心して健やかに暮らせるまちづくり

　Ⅲ　自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

　Ⅳ　創造力と活力にあふれたまちづくり

　Ⅴ　心豊かな人と文化を育むまちづくり

主要施策名

後期計画　合計　

主要施策名

主要施策名

主要施策名

主要施策名
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Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり

コミュニティ活動の推進
地域コミュニティ施設改修整備事
業

風連地区８か所の集会施設改修整備 新規

情報化の推進 ポータルサイト更新事業
市ポータルサイトのジャンル構成及び
総体レイアウトの更新

新規

総合行政システム機器更新事業
STARSのサーバー機器及び窓口用端
末の更新

新規

情報提供システム再構築事業
市ポータルサイト作成システムの再構
築

新規

イントラネット機器等更新事業
イントラネットに係るハードウエア及び
ソフトウエアの更新

後期

文書管理システム導入事業 文書管理システム構築 後期

健全な財政運営 衛星画像データ導入事業
固定資産税課税業務に係る衛星画像
データ撮影

継続

効率的な行政運営 智恵文支所施設整備事業 ボイラー、放熱器・配管の更新 新規

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容
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Ⅱ　安心して健やかに暮らせるまちづくり

健康の保持増進 健康診査事業
医療保険未加入の生活保護世帯等を
対象とした健診

継続

生活習慣病予防等活動
【健康(栄養)相談・健康教室】

健康相談、健康教室、健康管理システ
ム機器更新

継続

がん検診事業 各種がん検診 継続

健康づくり運動推進事業
チャレンジデー・健康まつり負担金、補
助金

継続

【名寄市民健康づくりチャレンジ
デー・なよろ健康まつり保健推進
委員・食生活改善推進員】

健康づくり地区組織活動の支援 継続

機能回復訓練事業
脳血管疾患等後遺症者への機能回復
訓練

継続

母子健康支援事業
妊婦一般健康診査、こんにちは赤ちゃ
ん事業、乳幼児健診

継続

親子教室
【ちびっこひろば・親子ふれあい
ひろば】

各ひろば開催 継続

感染症対策事業
高齢者へのインフルエンザ・肺炎球菌
予防接種

継続

【高齢者予防接種・乳幼児等予防
接種】

乳幼児へのポリオ、ＭＲワクチン等の
各予防接種

継続

地域医療の充実
市立総合病院医療機器整備事業
（高度・一般機器更新整備）

医療機器等の更新整備 継続

市立総合病院施設整備事業 病室等既存施設の改善整備 継続

市立総合病院
精神科病棟改築整備事業

精神科病棟改築及び駐車場整備 継続

道北北部連携ネットワークシステ
ム整備事業

医療情報ネットワーク機器整備 新規

子育て支援の推進 子育て支援センター運営事業
支援員派遣のための環境整備・車両
配置

継続

認定こども園運営事業 認定こども園運営支援 継続

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容
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Ⅱ　安心して健やかに暮らせるまちづくり

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

子育て支援の推進 保育所給食施設環境整備事業
西、東保育所エアコン設置、西、南保
育所電気消毒機設置

新規

乳幼児等医療給付事業 未就学時を対象とした医療費の助成 継続

ひとり親家庭等医療給付事業
配偶者が重度の障害者で20歳までの
児童を扶養している家庭の医療助成

継続

地域福祉の推進
社会福祉協議会運営支援事業
【町内会ネットワーク事業】

地域福祉活動に対する一部助成 継続

総合福祉センターの有効利用
高齢者や障がい者が生きがいを持っ
た生活が送れるよう各種事業の開催
など利用を図る

継続

生活保護受給者等就労支援事業
個々の能力に見合った就労先を確保
することで自立した生活を推進する。

継続

高齢者福祉の充実
高齢者事業センター運営支援事
業

高齢者事業センターの活動運営に対
する補助

継続

除雪サービス事業
除雪困難な世帯への除雪助成券の発
行等

継続

外出支援サービス事業 利用者宅と医療機関などの間の送迎 継続

配食サービス事業
高齢者等世帯への食事の提供と安否
確認

継続

自立支援ヘルパー派遣事業
基本的な生活習慣が欠如している者
に対するヘルパー派遣

継続

家族介護用品支給事業
要介護4･5認定の在宅介護者に対す
る介護用品支給

継続

老人クラブ運営助成事業 老人クラブ等への運営費補助 継続

敬老事業
75歳以上の高齢者数に応じて各町内
会に交付及び長寿祝う会の開催等

継続

高齢者の生きがいと健康づくり推
進事業

生きがいホビーセンターでの各種教室
開催及び健康づくり体操教室開催

継続

風連爽風会運営支援事業 爽風会運営費補助 継続
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Ⅱ　安心して健やかに暮らせるまちづくり

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

高齢者福祉の充実
シルバーハウジング生活援助員
派遣委託事業

シルバーハウジング入居者への生
活、健康管理指導

継続

高齢者等住宅整備資金預託金
高齢者等の専用居室増改築等に必要
な資金貸付

継続

福祉車両購入事業
外出支援サービス用リフト付き車両購
入

新規

地域包括支援センター運営事業 センター運営費補助 継続

特定高齢者把握事業
生活機能評価による特定高齢者の把
握

継続

通所型介護予防事業
通所による特定高齢者への運動器機
能向上プログラム等の実施

継続

訪問型介護予防事業
通所が困難な特定高齢者宅へ訪問
し、相談・指導

継続

地域介護予防活動支援事業
介護予防ボランティア等の人材育成に
向けた支援

継続

権利擁護事業
成年後見制度等の講演会開催、パン
フレット作成

継続

地域包括支援センター対応シス
テム導入

地域包括システムの保守・運用サポー
ト

継続

総合相談事業
高齢者に関する総合相談支援、訪問
による高齢者の実態把握

新規

清峰園備品更新事業
厨房機器、ＴＶ、特殊浴槽、洗濯機器
等更新

継続

清峰園施設建物設備整備改修事
業

非常口改修工事、汚水排水ポンプ取
替等

継続

清峰園車輌更新事業 送迎用リフト付きワゴン車等更新 新規

楽々館施設建物・設備維持補修
事業

浴室、トイレ等改修 新規

「しらかばハイツ」水道管等洗浄
改修事業

水道管等洗浄・検査・改修、給水ポン
プ取替

継続
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Ⅱ　安心して健やかに暮らせるまちづくり

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

高齢者福祉の充実
「しらかばハイツ」ナースコール更
新事業

ナースコール更新　90床 新規

「しらかばハイツ」居室用ベッド更
新事業

居室用ベッド　91台 新規

「しらかばハイツ」特養増築事業  80床 後期

障がい者福祉の推進
グループホーム、ケアホームの設
置促進

地域生活への移行を促進するため、
社会福祉法人等が整備するケアホー
ム・グループホームの新築及び改修に
対する補助。

継続

地域生活支援事業 障害者の自立した生活への支援。 継続

重度障害者医療給付事業
心身に重度の障害を持つ方が安心し
て暮らせるよう、保険診療で支払う医
療費の一部を助成する。

継続

障害介護給付事業
地域での障害者に対する理解を深
め、障害者の自立を促進する。

継続

自立支援給付の適正実施

身体障害者の更生に必要な医療と日
常生活上、身体機能障害を補うため
補装具の購入や修理の費用を給付す
る。

継続

重度障害者ハイヤー料金助成事
業

通院等のために市内で利用するハイ
ヤー基本料金分を助成することで、障
害者福祉の推進を図る。

継続

ふれあい広場の定期開催 ノーマライゼーション社会形成の啓発 継続

就労支援対策の強化
ジョブコーチ制度の活用などで、障害
者の働く場を拡大する。

継続

障がい者援護体制の確立
災害時や緊急時に迅速な対応が出来
るよう体制づくりを進める。

継続

国民健康保険
名寄市国民健康保険事業安定化
計画推進事業

高医療費体質の解消 継続
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Ⅲ　自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

環境との共生 名風聖苑維持管理事業
火葬炉修理、霊台車取替、屋根・外壁
修繕

継続

循環型社会の形成 資源集団回収奨励金事業
資源回収団体への奨励金、回収業者
への交付金

継続

炭化センター、衛生センター維持
管理費負担事業

炭化センター・衛生センターの管理運
営負担金

継続

消防 風連地区消火栓更新事業 消火栓の更新　37基 先送

訓練塔整備事業 訓練施設の整備 新規

消防・救急無線デジタル化事業 消防・救急無線デジタル化 新規

風連消防団第２・第３分団車更新
事業

小型動力ポンプ付積載車　2台 継続

風連消防団第４分団車更新事業 消防ポンプ自動車　1台 継続

化学消防車更新事業 化学消防車の更新　1台 後期

救助工作車導入事業 救助工作車・救助資機材の新規整備 後期

防災対策の充実 防災情報システムの整備事業 コミュニティＦＭの全市受信化 新規

普通河川の維持整備事業
普通河川の立木伐採及び土砂堆積処
理

継続

交通安全 道路中央線（白線）等改修事業 市道中央線等の改修、補修 継続

住宅の整備 瑞生団地建替関連事業 瑞生団地建替 新規

北斗・新北斗団地建替事業 北斗建替、新北斗改善 継続

既存公営住宅改善事業 既設公営住宅の維持保全 継続

備考主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

新規
継続
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Ⅲ　自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

備考主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

新規
継続

住宅の整備 住宅マスタープランの見直し 住宅マスタープランの見直し 継続

木造住宅の耐震改修等補助事業 耐震診断・耐震改修工事補助 継続

都市環境の整備 地籍数値情報化事業 地籍成果データの数値化 新規

公園長寿命化修繕計画策定事業 遊具更新、公園維持管理31公園 継続

上水道・簡易水道の整
備

水源開発事業(サンルダム負担
金)

サンルダム建設事業費 継続

上水道第２期拡張事業 区域拡張、統合の配水管整備 継続

配水管網整備事業 配水管網整備　L=3,325.00m 継続

老朽管更新事業 配水管布設替、導水管布設替 継続

緑丘浄水場・取水施設改修事業 緑丘浄水場・取水施設改修 継続

水質検査機器更新事業 水質検査機器更新 継続

簡易水道改修・修繕事業 簡易水道浄水場改良 新規

旧簡易水道改修・修繕事業 川西浄水場改修 新規

下水道・個別排水の整
備

公共下水道整備事業 機器改築更新 継続

下水処理場設備機器整備事業 主要機器の整備修繕 継続

個別排水処理施設整備事業 合併処理浄化槽設置　470基 継続

道路の整備 郊外幹線道路の整備　（５路線）
道路改良舗装、他
Ｌ＝５，６００m

継続
先送
新規
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Ⅲ　自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

備考主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

新規
継続

道路の整備
バリアフリーに優れたまちづくり事
業

市内市道車歩道改修（バリアフリー対
応）

継続

名寄演習場周辺障害防止対策事
業

排水トラフ整備L=820m、L=280m 継続

市道の排水整備事業 市道排水整備 継続

市街地の道路整備　（２２路線）
道路改良舗装
Ｌ＝７，０００m

継続
先送
新規

都市計画道路の整備　（１路線）
道路改良舗装
L=550m W=8.0m＋2.5m

継続
先送
新規

橋梁長寿命化事業
橋梁点検、橋梁点検データベース化、
実施計画策定及び実施　244橋

継続

市道防塵処理事業
補修処理　L=296,290m新設処理
L=5,400m

継続

道路維持機械購入事業 道路維持機械更新 継続

市道路面整正事業 路面整正　L=4,568.6km 継続

市道砂利散布事業 砂利散布　V=45,662㎥ 継続

市道路肩草刈事業 路肩草刈　L=10,803km 継続

総合交通体系
都市再生整備計画事業
なよろ地区　コミュニティバス試験
運行事業

実証試験運行、試験運行車両導入 継続

デマンド型交通の導入実施 デマンド型交通導入 継続

雪を活かし雪に強いまち
づくりの推進

市道除雪事業（委託） 車道・歩道除雪事業（委託） 継続

市道排雪事業（カット排雪） 市道カット排雪 継続

道路除排雪事業（排雪ダンプ助
成・市道及び私道ほか除排雪助
成）

排雪ダンプ助成、市道・私道除排雪助
成、風連市街地区国道・道道排雪助
成

継続

除排雪機械購入事業 除排雪機械等更新 継続
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Ⅳ　創造力と活力にあふれたまちづくり

農業・農村の振興
経営体育成基盤整備事業（名寄
東地区）

区画整理　A=268.3ha 継続

基幹水利施設ストックマネジメント
事業（弥生地区）

ゲート、護岸・護床工、魚道工、揚水機
場、幹線用水路

継続

国営造成施設管理体制整備促進
事業

農業用水利施設等の管理費 継続

経営体育成基盤整備事業［農業
経営高度化支援］

生産基盤整備 継続

基幹水利施設管理事業 水利施設の維持管理費 継続

ため池等整備事業（クラヌマ排水
地区）

排水路改修 L=760m 継続

基幹水利施設ストックマネジメント
事業（忠烈布地区）

洪水吐補強 新規

基幹水利施設ストックマネジメント
事業（名寄幹線地区）

幹線用水路　 L=5,000m 新規

農道整備事業（２路線） 改良・舗装 L=1,700m 新規

農業振興資金融資事業 振興作物導入に要する資金等の融資 継続

農産物簡易加工施設維持管理事
業

農畜産物簡易加工場の維持管理 継続

農業青年チャレンジ事業
農業青年が取り組む新たな農業経営
に対する助成

継続

農業担い手支援事業
就農時に必要な運転資金や初期投資
等に対する助成

継続

【新規就農等に関する助成事業・
新規就農者就農奨励事業】

新規就農後５年を経過した就農者へ
の奨励補助

継続

グリーンツーリズム推進事業
農業経営の多角化を図る取組みに対
する助成

継続

農業支援システム定着促進事業 農作業受委託等に対する助成 継続

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容
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Ⅳ　創造力と活力にあふれたまちづくり

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

農業・農村の振興 中山間地域等直接支払交付金
共同取組活動を実施する集落に対す
る助成

継続

農地・水保全管理支払交付金 地域活動組織に対する助成 継続

油用ひまわり振興事業
新商品開発に対する助成、栽培技術
確立試験

継続

有害鳥獣駆除対策事業
有害鳥獣農業被害防止対策協議会へ
の補助

継続

農業振興センター管理運営事業 農業振興センターの運営管理等 継続

農業振興センター実証試験・展示
事業

実証展示圃運営経費等 継続

農業振興センター土壌分析事業 土壌分析経費等 継続

農業振興センター組織培養事業 組織培養経費等 継続

酪農ヘルパー事業 酪農ヘルパー利用組合への助成 継続

名寄市営牧野管理運営事業 名寄市営牧野の管理運営 継続

母子里地区共同牧場管理運営事
業

母子里牧場の管理運営 継続

畜産環境総合整備事業（資源リ
サイクル型）（なよろ地区）

草地等造成、施設整備費 継続

食肉センター改修事業 食肉センター施設改修 継続

食肉センター修繕事業 食肉センター施設修繕 継続

農業支援センター整備事業 農業振興センター旧職員住宅の改修 後期

航空写真撮影事業 数値地形図データファイル作成 新規
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Ⅳ　創造力と活力にあふれたまちづくり

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

林業の振興 市有林造林事業 植林、下刈、除間伐等 継続

未来につなぐ森づくり推進事業
【民有林林業振興推進事業】

森づくり推進事業等への補助 継続

森林整備地域活動支援交付金事
業

森林情報の収集活動、被害状況等確
認

継続

森林整備担い手対策推進事業 奨励金の支給、福利厚生費の助成 継続

山林等購入事業 なよろ健康の森事業用地購入 14.2ｈａ 先送

商業の振興 中心市街地近代化事業
店舗・事務所の近代化（新築・増改築）
に対する補助

継続

商店街活性化事業 魅力的な商店街づくりに対する補助 継続

（仮称）複合交通センター整備事
業

バスターミナル、情報・特産コーナー等
の施設建設

継続

商業指導育成対策事業
【商工振興事業】

商業関係団体等の活動支援のための
補助

継続

中小企業経営等融資事業
【中小企業特別融資事業】

中小企業への融資 継続

特別融資利子・保証料補給事業 中小企業への利子・保証料の助成 継続

物産振興事業
畑自慢倶楽部への委託料、物産振興
補助

継続

市場改築事業 市場改築 後期

工業の振興 企業立地促進事業
地場既存企業による工場等新設また
は増設に対する助成

継続

【既存企業の育成強化・企業立地
促進事業】

工場等を新設・増設した企業に対する
助成

継続

商店街等活性化事業（技術開発
の支援事業と統合）
【技術開発の支援事業】

新製品開発や異業種交流等に対する
助成

継続
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Ⅳ　創造力と活力にあふれたまちづくり

備考
新規
継続

主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

雇用の安定
季節労働者支援事業
【季節労働者対策事業】

季節労働者の雇用促進に対する補助 継続

退職金制度普及及び促進事業
退職金制度に新たに加入した事業主
への補助

継続

事業所内福祉施設支援事業
事業所内に福利厚生施設を設置した
場合の補助

継続

中小企業勤労者福祉推進事業
【勤労者生活資金・住宅資金融資
預託金】

勤労者の住宅資金、生活資金融資の
ための原資預託

継続

勤労者共済会支援事業
勤労者共済会が行う各種共済事業に
対する補助

継続

人材開発センター活用促進事業
【人材開発センター補助金】

人材開発センター運営協会が行う事
業への補助

継続

技能士検定受験促進補助
中小企業で働く技術者の上位資格受
験料の補助

継続

観光の振興 ピヤシリスキー場整備・管理事業
リフト補修、ゲレンデ整備、サンピラー
改修

継続

なよろ温泉整備事業 サンピラー温泉改修 後期

なよろ健康の森整備事業 圧雪車購入 新規

観光事業推進団体補助事業
【観光協会負担金】

観光協会負担金 継続
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Ⅴ　心豊かな人と文化を育むまちづくり

生涯学習社会の形成
新聞のマイクロフィルム化
【保存資料のマイクロフィルム化】

新聞のマイクロフィルム化 継続

図書館の改築 市立図書館の改築 後期

北国博物館展示・機能強化事業
体験ゾーンと収蔵展示室の整備、常
設展示室改修

後期

市民文化センター設備更新事業
仮称・市民ホール建設に合わせた文
化センターの修繕・設備更新

後期

市民文化センター陶芸用電気炉
の交換

文化センターの修繕・設備更新と合わ
せた陶芸用電気炉更新

先送

小中学校教育の充実
旧風連中学校校舎・屋体解体撤
去事業

旧風連中学校の建物除去と跡地整備 先送

スクールバス更新事業 スクールバス更新 先送

小学校施設補修事業 校舎・屋体等の施設補修 継続

教員住宅解体事業 教員住宅解体 10棟 新規

名寄市内小学校改築事業 校舎・屋体改築・グランド整備 後期

風連中央小学校改築事業 校舎・屋体改築・グランド整備 後期

名寄中学校改築事業 校舎・屋体改築・グランド整備 後期

外国青年（外国指導助手）招致事
業【外国青年招致事業（ＪＥＴプロ
グラム）】

英語圏の外国人を招致し、各小中学
校へ派遣（2人）

継続

小学校国際理解教育推進事業
小学校英会話学習等のための外国人
派遣（1人）

継続

風連東地区運動広場整備事業
簡易パークゴルフ場の芝生グラウンド
化、テニスコート改修

後期

小中学校情報機器整備事業
教員業務用端末更新整備、教育用端
末更新整備

継続

備考主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

新規
継続
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Ⅴ　心豊かな人と文化を育むまちづくり

備考主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

新規
継続

小中学校教育の充実 心の教室相談員配置事業 中学校への相談員の配置（3人） 継続

厨房設備等整備事業 厨房調理機器や食器・食缶等の更新 継続

大学教育の充実 テニスコート整備事業 砂入り人工芝舗装 先送

クラブハウス整備事業 クラブハウス設置 先送

実習用マイクロバス購入事業 マイクロバスの新規購入、更新 継続

教材備品整備事業 一般教材備品の購入 継続

恵陵館外壁・屋上改修及び講義
室等整備事業

恵陵館の外壁改修・塗装工事及び屋
上改修工事等

先送

学生会館食堂拡張事業 学生会館食堂の改修工事 後期

図書館・講堂整備事業
図書館・講堂新築鉄筋コンクリート３階
建

後期

地域交流センター活動推進事業
人材バンク等のデーターベースの構
築

後期

道北地域研究所活動推進事業 開学10周年記念講演会・シンポジウム 後期

生涯スポーツの振興 名寄市テニスコート改修事業
名寄市テニスコート改修（オムニコート
２面）

先送

市営風連スキー場リフト改修・
ジャンプ台撤去事業

ロープリフト改修、ジャンプ台撤去、ス
ロープ改修

先送

名寄ピヤシリシャンツェ整備事業 ファン式人工降雪機ほか 継続

市営スケートリンク移設事業 管理棟の新設と作氷水源の確保 新規

スポーツセンター設備改修事業 トレーニング室器具更新ほか 新規
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Ⅴ　心豊かな人と文化を育むまちづくり

備考主要施策名
後期事業名

【　】は前期事業名
内容

新規
継続

生涯スポーツの振興 名寄市営球場施設改修事業
バックスクリーン塗装改修、内野グラ
ウンド表土入替整備

新規

智恵文プール施設改修事業
プール上屋シート張替、プール水槽内
面塗装

新規

風連Ｂ＆Ｇ海洋センター・改善セ
ンター施設整備事業

アリーナ床改修、暖房機改修、プール
設備改修等

後期

青尐年の健全育成
民間放課後児童クラブ利用促進
事業

要・準要保護者や兄妹等への対応 新規

地域文化の継承と創造 （仮称）市民ホール建設事業 市民ホール建設 継続
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