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平成２５年度

と　き：平成25年2月21日（木） AM 10:00
ところ：市役所名寄庁舎４階大会議室

　　平成２５年度予算編成が終了しましたので発表いたします。

　　はじめに、予算編成の指針となる地方財政対策の概要について申し上げます。

　１．歳入歳出予算規模 〔前年度　0.8％減〕

地方財源不足額  13兆2,808億円（前年度　13兆6,846億円）
 うち折半対象財源不足  7兆2,091億円（前年度　7兆6,722億円）

 (1)　地方交付税の増額等による補填（臨時財政対策加算）  3兆6,045億円

 (2)　臨時財政対策債の発行（臨時財政対策加算相当額）  3兆6,045億円

　２．地　方　交　付　税 〔前年度　0.5％増〕

〔国税５税の法定率分　11兆 517億円　　前年度　10兆6,101億円〕

【一般財源の推移】

年度 地方税 地方交付税 臨時財政対策債 譲与税交付金 防災等振替 合計 増減額 対前年伸び率

Ｈ15年度 321,725 180,693 58,696 561,114 ▲ 9,159 ▲ 1.6
Ｈ16年度 323,231 168,861 41,905 533,997 ▲ 27,117 ▲ 4.8
Ｈ17年度 333,189 168,979 32,231 534,399 402 0.1
Ｈ18年度 348,983 159,073 29,072 50,004 587,132 52,733 9.9
Ｈ19年度 403,728 152,027 26,300 10,211 592,266 5,134 0.9
Ｈ20年度 404,703 154,061 28,332 11,762 598,858 6,592 1.1
Ｈ21年度 361,860 158,202 51,486 19,238 590,786 ▲ 8,072 ▲ 1.3
Ｈ22年度 325,096 168,935 77,069 23,003 594,103 3,317 0.6
Ｈ23年度 334,037 173,734 61,593 25,626 594,990 887 0.1
Ｈ24年度 336,569 174,545 61,333 23,890 ▲ 96 596,241 1,251 0.2
Ｈ25年度 340,175 170,624 62,132 24,725 ▲ 130 597,526 1,285 0.2

＊平成24年度補正予算において、地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）
を創設  1兆3,980億円

　３．地　　方　　債 〔前年度　2.7％減〕

【臨時財政対策債除くと4兆9,385億円　▲0.1％】

（前年度）

内　　訳 ①通常債 4兆1,385億円 4兆2,121億円

②財源対策債 8,000億円 8,200億円

③臨時財政対策債 6兆2,132億円 6兆1,333億円

　11兆1,517億円　0.1％減　〔▲137億円〕

予 算 案 記 者 発 表

　 81兆9,100億円程度　　約0.1％増〔500億円程度〕

　17兆  624億円  　2.2％減〔▲3,921億円〕

単位：億円・％

（普通会計分）
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　４．地　　方　　税 〔前年度　0.8％増〕

内　　訳 市町村民税所得割 1.2％増

市町村民税法人税割 0.5％増

固定資産税 0.5％増

　５．地 方 単 独 事 業 〔前年度　3.6％減〕

　　次に、平成２５年度名寄市予算案の概要について申し上げます。

　１．一般会計予算規模 〔前年度　3.2％減〕

〔▲5億9,412万2,000円〕

合併後の予算規模の推移 単位：千円

年度 伸率　％

H18年度

H19年度 1.5

H20年度 ▲1.1

H21年度 8.1

H22年度 ▲6.5 ＊骨格予算

H23年度 7.6

H24年度 ▲3.2    「15か月予算」の考え方でＨ24年3月補正分を上乗せ

H25年度 ▲3.1 → 補正分を上乗せ 3.0

平成25年度予算から平成24年度3月補正に前倒しした事業

単位：千円

事業費

17,255

65,000

1,103,700

1,185,955

　２．市　　　　　税 〔前年度　 2.3％減〕

〔＋7,834万2,000円〕

内　　訳 税　　　目 予算計上額 伸び率 増減額 H24の伸び H25地財の伸び

市民税所得割 11億7,100万円 （4.1％） 4,564万円 （0.6％） 1.2％増
市民税法人税割 1億1,792万円 （5.0％） 557万円 （▲20.6％） 0.5％増

固定資産税 10億 8,240万円 （▲0.1％） ▲790万円 （▲5.7％） 0.5％増

　３．地 方 交 付 税 〔前年度　0.2％増〕

〔　▲1億6,800万円〕

内　　訳 区　　　分 予算計上額 伸び率 増減額 H24の伸び H25地財の伸び

普通交付税 75億5,200万円（▲2.8％） ▲2億1,800万円（▲0.4％）

特別交付税 7億円 （7.7％） 5,000万円 （8.3％）

合計

事業名

地域交通確保対策事業

公営住宅環境整備事業

（仮称）市民ホール整備事業

予算規模

18,405,216

18,685,969

18,484,193

19,982,154

18,850,852

20,091,312

20,036,807

 　 188億 5,085万 2,000円　　3.1％減

18,679,707

  　 30億  335万8,000円　  2.7％増

  　 82 億5,200万円　     　        2.0％減

2.2％減

 　34兆  175億円　 1.1％増〔＋3,606億円〕

　 約5兆円　　約3.1％減〔約▲1,630億円〕

19,444,974
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　４．基　金　取　崩　し 〔前年度　32.9％増〕

〔＋2億4,741万7,000円〕

単位：百万円

基金名 23年度末残高 24年度当初取崩 24年度中の増減 24年度末見込残高 25年度取崩額 25年度積立額 25年度末見込残高

財調基金 941 ▲ 345 55 651 ▲ 296 355

減債基金 894 165 1,059 ▲ 300 66 825

公共基金 642 ▲ 126 114 630 ▲ 131 499

合併特例 1,232 1,232 1,232

そ の 他 1,714 ▲ 58 234 1,890 ▲ 49 180 2,021

合 計 5,423 ▲ 529 568 5,462 ▲ 776 246 4,932

＊平成24年度の３月補正額は見込んでいない。

【主な基金の25年度末見込み残高】

文化大ﾎｰﾙ 308 地方交通確保 157 地域福祉 128 大学振興 506

霊園管理 31 教育振興 34 地域振興 30 東病院 680

　５．普 通 建 設 事 業 〔前年度　25.8％減〕

〔▲7億7,629万4,000円〕

平成24年度補正にて平成25年度から前倒しした普通建設事業を加えて比較すると

〔前年度　25.8％減〕

〔3億9,240万6,000円〕

単位：千円

種別 H24当初 H25当初 増減 増減率 H24前倒し追加 増減 増減率

補助事業 1,582,518 840,629 ▲ 741,889 ▲46.9％ 2,009,329 426,811 27.0%

受託事業 0 0 0 － 0 0 －

道営事業 63,437 20,066 ▲ 43,371 ▲68.4％ 20,066 ▲ 43,371 ▲68.4%

単独事業 544,568 553,534 8,966 1.6％ 553,534 8,966 1.6%

合計 2,190,523 1,414,229 ▲ 776,294 ▲35.4％ 2,582,929 392,406 17.9%

　６．特別会計予算案 〔前年度　9.5％増〕

〔▲2億1,737万3,000円〕

主な建設事業 公共下水道工事 190,000千円 （処理場等 ）

個別排水事業 24,400千円 （１５基整備）
食肉センター事業 186,318千円 （施設改修）

　７．企業会計予算案 〔前年度　7.7％増〕

病院事業会計 123億3,796万5,000円 31.6％増 （前年度  8.6％増）

水道事業会計 12億2,636万2,000円 5.2％増 （前年度　1.0％増）

※　病院会計には、東病院分を 6億3,415万1,000円含んでいる。

　８．総　　　　　計 〔前年度　2.2％増〕

  　25億8,292万9,000円　　　     　17.9％増

  　80億5,431万7,000円　          2.6％減

   135億 6,432万7,000円　  　   　28.7％増

  404億 6,949万6,000円　　     　　　5.8％増

  　  7億7,598万6,000円     　　46.8％増

  　14億1,422万9,000円　　　     　35.4％減
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当初予算額 繰入繰出金 予算額 繰入繰出金 増減額 伸率％

18,850,852 ▲ 2,766,944 19,444,974 ▲ 2,743,510 ▲ 594,122 ▲ 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 1,165,935 495,130 1,206,760 493,021 ▲ 40,825 ▲ 3.4

個別排水処理施設整備事業特別会計 92,142 48,342 78,772 47,310 13,370 17.0

簡易水道事業特別会計 111,618 38,832 65,179 47,893 46,439 71.2

公設地方卸売市場特別会計 40,998 39,445 44,341 42,551 ▲ 3,343 ▲ 7.5

食肉センター事業特別会計 205,496 19,196 601,306 1,306 ▲ 395,810 ▲ 65.8

後期高齢者医療特別会計 336,697 105,559 339,330 107,915 ▲ 2,633 ▲ 0.8

計　　（Ｂ）　　 8,054,317 1,704,360 8,271,690 1,606,710 ▲ 217,373 ▲ 2.6

一般会計・特別会計の計 26,905,169 ▲ 1,062,584 27,716,664 ▲ 1,136,800 ▲ 811,495 ▲ 2.9

病院事業会計 12,337,965 939,988 9,375,834 1,017,633 2,962,131 31.6

水道事業会計   　　　　　　　　1,226,362 122,596 1,165,649 119,167 60,713 5.2

計　　 （Ｃ）　　 13,564,327 1,062,584 10,541,483 1,136,800 3,022,844 28.7

総計　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｄ） 40,469,496 0 38,258,147 0 2,211,349 5.8

※ 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。

19.413,04067,084

217,838

32,807

19.241,907

企

業

会

計

▲ 0.3▲ 11,043212,3113,338,708219,866

67,085

30,836

特

別

会

計

217,839

48,784177,625

259,745259,746

349,336

21.0

4.290,689

146,789

80,125

一 般 会 計　　（Ａ）　　

336,6742,165,581

80,125

2,256,270

3,327,665

平成25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

H25年度 

H24年度 

18,850,852 

19,444,974 

8,054,317 

8,271,690 

13,564,327 

10,541,483 

一般会計 特別会計 企業会計 
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平成25 年度 構 成 比 平成24 年度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前年伸率

市 税 3,003,358 15.9 2,925,016 78,342 2.7 ▲ 2.3

地 方 譲 与 税 242,700 1.3 275,000 ▲ 32,300 ▲ 11.7 3.8

利 子 割 交 付 金 7,200 0.1 8,400 ▲ 1,200 ▲ 14.3 ▲ 4.5

配 当 割 交 付 金 4,200 0.0 3,900 300 7.7 85.7

株式等譲渡所得割交付金 600 0.0 1,900 ▲ 1,300 ▲ 68.4 ▲ 5.0

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 4,700 0.0 4,500 200 4.4 ▲ 10.0

地 方 消 費 税 交 付 金 321,200 1.7 330,000 ▲ 8,800 ▲ 2.7 ▲ 1.2

自 動 車 取 得 税 交 付 金 55,900 0.3 41,700 14,200 34.1 ▲ 11.7

国有提供施設等所在市町村助成交付金 6,900 0.0 6,926 ▲ 26 ▲ 0.4 ▲ 18.5

地 方 特 例 交 付 金 8,500 0.1 10,800 ▲ 2,300 ▲ 21.3 ▲ 84.3

地 方 交 付 税 8,252,000 43.8 8,420,000 ▲ 168,000 ▲ 2.0 0.2

交通安全対策特別交付金 4,500 0.0 4,400 100 2.3 ▲ 4.3

分 担 金 及 び 負 担 金 168,774 0.9 172,383 ▲ 3,609 ▲ 2.1 ▲ 0.1

使 用 料 及 び 手 数 料 836,627 4.4 835,357 1,270 0.2 ▲ 0.1

国 庫 支 出 金 1,797,219 9.5 1,898,784 ▲ 101,565 ▲ 5.3 ▲ 12.3

道 支 出 金 868,775 4.6 946,195 ▲ 77,420 ▲ 8.2 ▲ 9.7

財 産 収 入 70,282 0.4 89,132 ▲ 18,850 ▲ 21.1 3.9

寄 附 金 8 0.0 8 0 0.0 0.0

繰 入 金 775,986 4.1 528,569 247,417 46.8 32.9

繰 越 金 1 0.0 1 0 0.0 0.0

諸 収 入 989,522 5.3 1,137,303 ▲ 147,781 ▲ 13.0 1.5

市 債 1,431,900 7.6 1,804,700 ▲ 372,800 ▲ 20.7 ▲ 15.2

18,850,852 100.0 19,444,974 ▲ 594,122 ▲ 3.1 ▲ 3.2

8

2

6

歳　入

平成 25年度 　一般会計予算案

単位：千円

款

12

計

1

5

4

3

17

11

10

9

22

21

20

19

18

7

16

15

14

13

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 

1,107,551 

1,431,900 

989,522 

868,775 

1,797,219 

836,627 

8,252,000 

321,200 

242,700 

3,003,358 

872,619 

1,804,700 

1,137,303 

946,195 

1,898,784 

835,357 

8,420,000 

330,000 

275,000 

2,925,016 

H24年度 H25年度 
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平成25 年度 構 成 比 平成24 年度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前年伸率

議 会 費 154,839 0.8 164,606 ▲ 9,767 ▲ 5.9 ▲ 21.9

総 務 費 884,038 4.7 1,034,455 ▲ 150,417 ▲ 14.5 ▲ 12.5

民 生 費 4,074,401 21.6 4,038,619 35,782 0.9 0.0

衛 生 費 2,666,176 14.1 2,703,957 ▲ 37,781 ▲ 1.4 6.1

労 働 費 48,757 0.3 56,978 ▲ 8,221 ▲ 14.4 ▲ 0.4

農 林 業 費 574,192 3.0 787,281 ▲ 213,089 ▲ 27.1 ▲ 58.9

商 工 費 957,852 5.1 1,340,389 ▲ 382,537 ▲ 28.5 49.9

土 木 費 1,516,723 8.0 1,498,980 17,743 1.2 3.6

消 防 費 632,098 3.4 603,987 28,111 4.7 4.2

教 育 費 2,651,956 14.1 2,842,213 ▲ 190,257 ▲ 6.7 6.2

災 害 復 旧 費 5 0.0 5 0 0.0 ▲ 94.0

公 債 費 2,678,283 14.2 2,453,324 224,959 9.2 ▲ 2.8

職 員 費 1,996,532 10.6 1,905,180 91,352 4.8 ▲ 4.9

予 備 費 15,000 0.1 15,000 0 0.0 0.0

18,850,852 100.0 19,444,974 ▲ 594,122 ▲ 3.1 ▲ 3.2

3

2

11

10

9

8

7

6

計

単位：千円

款

歳　出

1

14

13

12

5

4

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 

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 

総務費 

議会費 

15,000 

1,996,532 

2,678,283 

5 

2,651,956 

632,098 

1,516,723 

957,852 

574,192 

48,757 

2,666,176 

4,074,401 

884,038 

154,839 

15,000 

1,905,180 

2,453,324 

5 

2,842,213 

603,987 

1,498,980 

1,340,389 

787,281 

56,978 

2,703,957 

4,038,619 

1,034,455 

164,606 

H24年度 H25年度 
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市民と行政との協働によるまちづくり

安心して健やかに暮らせるまちづくり

自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

創造力と活力にあふれたまちづくり

心豊かな人と文化を育むまちづくり

平成25年度 予算にかかる主な事業一覧

（市民参画・健全財政）
1

2
（保健・医療・福祉）

p8～p11

p12～p19

（教育・文化・スポーツ）
5

（生活環境・都市基盤）

p20～p27

p28～p36

p37～p46

3

(産業振興）
4
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(1) 市民主体のまちづくりの推進

□　広報広聴事業（科目：2-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・広報なよろ発行　 13,577千円

年12回発行 14,300部　

・市政記録ビデオ撮影委託料 250千円

★職員提案事業（H23年度）

facebookを活用して、行政情報や出来事等、様々な情報を発信していきます。

また、ホームページにライブカメラを設置し、リアルタイムな映像情報を発信していきます。

(2) コミュニティ活動の推進

□　町内会活動支援事業（科目：2-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費

・町内会自治活動交付金　　　 11,975千円

・名寄市町内会連合会補助金　　　 500千円

□　まちづくり推進事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

・地域連絡協議会交付金　　　　　　　　　　　　 1,290千円

新年度より構成する町内会数に応じ、運営交付金を加算します。

また、活動の幅を広げていただけるよう、活動交付金の限度額を5万円から10万円に

します。

・名寄市まちづくり推進事業補助金　　　　　　　　　　800千円

□　地域コミュニティ施設管理事業（科目：2-1-11） ・・・・・・・・

・8施設　　 風連日進コミュニティセンター、東風連子どもと老人福祉会館、東生福祉会館

旭コミュニティセンター、西町コミュニティセンター、瑞生コミュニティセンター

仲町集会所、西風連コミュニティセンター

・広場 わくわくみんなの広場（大町広場）

自治意識と地域の連帯感を高める啓発活動を推進するとともに、町内会等の活動に対し支援します。

　・・・・・　2,151千円

地域連絡協議会の活性化と、他地域との連携や活動に対し支援します。 

名寄市の活性化を図るため、地域活性化事業に対し助成します。 

　・・・・　11,572千円　

風連地区の8施設、1広場の管理に要する経費です。 

新年度は、西風連コミュニティセンターの浄化槽修繕など実施します。

・・・・・　12,574千円

（市民参画・健全財政）

１．市民と行政との協働によるまちづくり

※・・・新規事業

・・・・・　18,739千円

広報誌等で行政情報を市民に提供し、生活の利便性向上を図るとともに、情報を共有することにより協働

のまちづくりを推進します。
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(3) 人権尊重と男女共同参画社会の形成

□　人権擁護等事業（科目：3-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費

・市民相談員報酬 1,948千円

・名寄人権擁護委員協議会補助金 160千円

□　男女共同参画事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(4) 情報化の推進

□　情報化推進事業（科目：2-1-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・各種システム保守、更新委託 29,426千円

・データーセンター使用料 2,507千円

(5）交流活動の推進

□　国内交流事業（ふるさと会交流、都市交流事業含む） ・・・・・・・・

　　（科目：2-1-8）

○主な事業、経費

・名寄・藤島姉妹都市交流 689千円

（少年少女受入、訪問団派遣、交流友の会補助金）

・名寄・杉並区友好都市交流 3,600千円

（物産PR・イベント参加、都市交流実行委員会補助金）

・ふるさと会交流事業 1,445千円

（東京なよろ会や道内ふるさと会活動への補助金など）

□　国際交流事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会補助金 500千円

・名寄・ドーリンスク友好委員会補助金 500千円

・（仮称）ユジノサハリンスク道北物産展補助金 1,000千円 ※

・名寄・台湾交流実行委員会補助金 4,000千円 ※

・台湾教育旅行モニター事業委託料 2,200千円 ※

を図ることを目的に、各国際交流団体を中心に事業を実施します。

新年度は、リンゼイから交換留学生、ドーリンスクから訪問団を受け入れるとともに、経済交流の足がかりと

して「ユジノサハリンスク道北物産展」に参加します。

また、新たに親日的な台湾と次世代を担う子供たちの交流に対し支援します。

各種情報システムを活用し、住民サービスの向上及び事務作業の効率化を進めます。

東京都杉並区や山形県藤島町（現鶴岡市）との交流推進に努めるとともに、各ふるさと会活動にも

支援していきます。

　・・・・・　8,484千円　

姉妹都市のリンゼイ（現カワーサレイクス市）と友好都市ドーリンスクをはじめ国際交流の推進と友好親善

　・・・・　5,734千円　

　・・・・　47,480千円　

　・・・・・　2,201千円　

人権意識の普及・高揚を図り、人権教育、人権啓発活動を推進します。

　・・・・・・　　290千円　

男女共同参画社会の実現に向け、啓発活動の取り組みを進めます。
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□　移住促進事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・北海道暮らしフェア参加 242千円

・北海道移住促進協議会負担金 50千円

・名寄市移住促進協議会負担金 50千円

・ちょっと暮らし施設の改修 1,250千円 ※

現状「ちょっと暮らし」できる体験施設がないことから、風連高校の旧教員住宅を改修し

移住体験のための環境整備を図ります。

□　地域おこし協力隊事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※

地域活性化を図るとともに、その定住、定着を目指します。

○主な事業、経費

・地域おこし協力隊 隊員報酬等 9,781千円

・地域おこし協力隊募集業務委託料 1,550千円

(6）広域行政の推進

□　広域行政推進事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

また、定住自立圏構想では「北・北海道中央圏」を構成する13市町村にて相互に役割分担し、連携・

協力することで、圏域の活性化を図っていきます。

○主な事業、経費

・各種広域期成会・協議会負担金 941千円

・定住自立圏構想の推進 343千円

(7）健全な財政運営

□　市税徴収事業（科目：2-2-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・滞納管理システム導入事業委託料 19,000千円 ※

(8）効率的な行政運営

□　総合計画策定・推進事業　（科目：2-1-8）・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・総合計画推進市民委員報酬 240千円

　・・・・・　12,993千円　

都市の住民を受け入れ、農業や観光の応援、住民の生活支援などの地域協力活動に従事いただき

　・・・・・　1,539千円　

広域的な振興を図るため各分野において関係市町村との連携をさらに進めていきます。

　・・・・・　23,167千円　

適正な受益と負担に基づき、税負担の公平性確保から、新年度、滞納管理システムを導入します。

・・・・・　　250千円　

市民参画により総合計画の進捗状況、成果、課題の検証を行う進行管理を行います。

　・・・・・　2,206千円　

移住への第一歩である短期移住受入体制を民間活力を利用しながら進めていきます。
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□　職員研修（科目：2-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・自治政策研修センター、市町村アカデミー、職員派遣研修等旅費

6,675千円

・自主研修グループ活動補助金 30千円

★職員提案事業（H24年度）

職員自らが研修を企画し実施する「自主的な職員研修の開催」や職員自身が名寄のことを

知るために「知ってるつもり？基礎名寄講座」を開催し、職員の資質向上を目指します。

□　わかりやすい市役所づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業、経費

・総合窓口嘱託職員の配置（科目2-1-1） 2,026千円

★職員提案事業（H24年度）

旧名寄営林署跡地を駐車場として、通年活用し、市民の利便性向上に努めます。

★職員提案事業（H23年度）

行政のしくみや制度などを説明する冊子、資料などの印刷物作成時、加藤市長の

そっくりイラストを使用して、親しみやすくわかりやすい資料等の作成に努めます。

　・・・・・　8,250千円　

職員の能力向上のため、職員研修を推進します。

　・・・・・　2,026千円　

引き続き、総合窓口を設置し、わかりやすい行政サービスの推進に努めます。

新年度も引き続き、東京都杉並区に職員1人を派遣するとともに、新たに総務省の外郭団体に

職員1名を派遣し、職員の能力向上を目指します。
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(1）健康の保持増進

●　健康づくりの推進

支援します。

□　保健衛生一般行政経費（科目：4-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　健康診査事業（科目：4-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　生活習慣病予防等活動費（科目：4-1-2）・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　がん検診事業（科目：4-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・各種がん検診委託料 24,831千円

□　保健師活動、保健センター維持管理、ふうれん健康センター維持管理事業（科目：4-1-3）

○主な事業・経費
・保健センター駐車場増設工事 1,701千円 ※

□　健康づくり運動推進事業（科目：4-1-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・なよろ健康まつり負担金 500千円

・名寄市保健推進委員協議会交付金 715千円

□　機能訓練事業（科目：4-1-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・リハビリ通級者送迎事業委託料 1,116千円

・理学療法士共同配置委託料 4,848千円

●　母子保健事業の推進

□　母子健康支援・親子教室事業（科目：4-1-3） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・妊婦一般健康診査委託料 22,950千円

・こんにちは赤ちゃん事業 3,327千円

・・・・・　　　880千円

・・・・・　　4,861千円

・・・・・　32,146千円

・・・・・　89,324千円

・・・・・　　1,303千円

・・・・・　11,840千円

子どもの健やかな発達・発育を支援するとともに、各教室・相談の実施などの母子保健事業の充実に

努めます。

・・・・・　38,261千円

・・・・・　　2,765千円

（保健・医療・福祉）

２．安心して健やかに暮らせるまちづくり

※・・・新規事業

名寄市健康増進計画「健康なよろ21（第2次）」に基づき、生活習慣病予防に重点をおいた健康づくりを
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●　感染症予防の推進

□　感染症対策事業（科目：4-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・インフルエンザ予防接種委託料 4,280千円

・三種混合予防接種委託料 692千円

・肺炎球菌予防接種委託料 683千円

・麻しん・風しん混合ワクチン予防接種委託料 4,040千円

・子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 5,595千円

・小児肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 7,808千円

・ヒブワクチン予防接種委託料 5,880千円

・単独不活化ポリオワクチン予防接種委託料 2,405千円

・4種混合ワクチン予防接種委託料 8,115千円

・二種混合ワクチン予防接種委託料 1,145千円

(2）地域医療の充実

□　救急医療対策事業（科目：4-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・救急医療啓発普及委託料 4,044千円

・上川北部地域広域第2次救急医療事業負担金

40,745千円

・名寄市当番医診療業務交付金 2,190千円

・小児救急医療支援事業補助金 20,007千円

□　市立総合病院の整備（科目：病院事業会計） ・・・・・・・

収益的収支と資本的収支の歳出を合算

○主な事業・経費
・市立総合病院医療機器整備事業 309,800千円

一般医療機器 120,000千円

高度医療機器（MRI） 189,800千円

・市立総合病院精神科病棟改築事業 2,489,288千円

精神科病棟（55床）、デイケア、精神科・眼科・麻酔科外来、体育館、ドクターヘリ発着

ヘリポート等を備えた病棟を整備いたします。（平成26年3月完成予定）

★職員提案事業（H22年度）

市民の方々や大学生等からボランティアを募集し、病院内の案内、誘導等を行っていただく「病院

ボランティア事業」を実施しています。

・・・・・　46,075千円

安心して適切な医療を受けられるための、診療体制や診療基盤の整備拡充に努めます。

・・・・・　67,127千円

11,703,814千円

市立総合病院は、道北の基幹病院として急性期医療の提供を主体として、医療水準の向上と地域医療の

確保に努めます。

感染症予防の普及啓発や予防接種事業の充実に努めます。

新年度より二種混合ワクチンを国が推奨する個別接種へ移行します。
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□　名寄市風連国民健康保険診療所の運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

（科目：国民健康保険特別会計 事業勘定）

○主な事業・経費
・上部消化管汎用ビデオスコープ導入 3,360千円 ※

・検査室改修工事 1,050千円 ※

□　名寄東病院の運営（科目：4-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

（東病院へ一般会計からの繰出金額）

(3）子育て支援の推進

●　子育て環境の運営、整備

□　子ども・子育て支援事業計画策定事業（科目：3-2-1）・・・・・・・ ※

□　子育て応援事業（科目：3-2-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※

誕生もち助成事業として、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名寄市から

のお祝いとして贈り、子育てを応援します。

□　市立保育所3ヶ所の運営・維持管理経費（科目：3-2-3）・・・・　289,025千円

○主な事業・経費
・延長保育　3ヶ所 5,561千円

・一時保育　3ヶ所 3,171千円

・東保育所床改修工事 324千円 ※

・西保育所天井収納梯子取替工事 132千円 ※

・フッ化物洗口用薬品保管配送委託 720千円 ※

□　砺波・智恵文保育所の運営経費（科目：3-2-3） ・・・・・・・

□　私立保育所（さくら保育園）の運営経費（科目：3-2-3）

□　認定こども園の運営経費（科目：3-2-3）

□　遠距離通園・通所費助成（科目：3-2-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

新年度より、助成金の対象を名寄市全域に拡大し、子育て支援していきます。

□　子育て支援センターの運営（科目：3-2-3）

○主な事業・経費
・さくらんぼ運営事業（市が直営） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

・こぐま運営事業（委託） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ちゅうりっぷ運営事業（認定こども園補助） ・・・・・・・

・・・・・　22,265千円

・・・・・　67,683千円

・・・・・　52,509千円

・・・・・　　　980千円

・・・・・　12,899千円

・・・・・　　1,503千円

・・・・・　　8,600千円

新年度、子ども・子育て支援計画策定に向けたニーズ調査や子育て応援事業として誕生もち助成事業を

実施します。

充実を図ります。

・・・・　177,625千円

地域におけるプライマリ・ケアの重要な担い手として、名寄市風連国民健康保険診療所を運営しています。

・・・・・　13,200千円

名寄東病院は、市立総合病院の急性期医療を補完する後方病院として機能しています。

保育環境の整備や子育て支援センターの運営など子育て支援施策を推進していくとともに、障がい児福祉の

・・・・・　　914千円

・・・・・　　1,800千円

昨年、消化器内科専門医師が1名増員となったことから、新年度医療機器の整備を行い、より高度な診

療体制を確保します。
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□　地域活動事業（科目：3-2-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

新年度も「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実施します。

★職員提案事業（H22年度）

「保育士派遣託児事業」として市や教育委員会が主催する講座や講演会等に児童をもつ参加

者が安心して参加できるよう保育士資格等を有する職員を派遣し、託児サービスを実施していま

す。

□　私立夜間保育所運営助成（科目：3-2-3）・・・・・・・・・・・・・・・・・

通常の保育時間を超えて保育が必要となる幼児保育を実施している保育所に対し、一部補助します。

□　ひとり親家庭の生活安定と自立に関する経費（科目：3-2-2）

○主な事業・経費
・母子自立支援プログラム策定 2,024千円

・母子福祉支援事業 4,073千円

（教育訓練給付金など含む）

□　母子通園等事業（科目：3-2-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

療育センターに係る運営経費など

□　児童手当（科目：3-2-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　児童扶養手当（科目：3-2-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　乳幼児等医療給付（科目：3-2-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　ひとり親家庭等医療給付（科目：3-2-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　養育医療給付（科目：3-2-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※

(4）地域福祉の推進

□　社会福祉協議会運営補助金（科目：3-1-1） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・行政区・町内会ネットワーク事業

・ふれあい広場、ふれあい家族交流会の開催

・心配ごと相談センターの開設

□　福祉灯油支援（科目：3-1-1） ・・・・・・・ ※

生活困窮世帯やグループホーム・施設に入所している障害者世帯を対象に灯油購入費を助成

する「福祉灯油」事業を実施します。

□　総合福祉センターの運営、維持に要する経費（科目：3-1-1）

□　生活保護に要する経費（科目：3-3-1） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・生活保護扶助費 542,241千円

・生活保護専門相談員の配置 2,009千円

・・・・・　25,872千円

・・・・・　　2,207千円

・・・・・　　1,000千円

・・・・・　　6,097千円

・・・・　299,820千円

・・・・　137,449千円

・・・・・　40,803千円

・・・・・　11,622千円

地域福祉計画に基づき、福祉のまちづくりを推進するため社会福祉協議会の運営などに対し支援していき

ます。また、低所得者に対し自立更生の助長を図ります。

・・・・・　43,860千円

・・・・・　1,800千円

・・・・・　2,100千円

・・・・・　34,673千円

・・・・・　552,009千円
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(5）高齢者福祉の充実

●　高齢者の自立促進

□　名寄市社会福祉協議会などに委託して次の事業を行っています。

・自立支援ヘルパー派遣事業　(科目：介護保険特別会計）

900千円

虚弱なお年寄りに対し、基本的な生活習慣が身につくよう家事や介護等、

日常生活をお手伝いするホームヘルパーを派遣します。

・自立支援ショートステイ事業　(科目：介護保険特別会計）

308千円

要介護認定で自立と判定されたお年寄りを介護している家族の方が都合により介護

できなくなった時に、お年寄りを一時的に施設へ入所させ、生活習慣等の指導などが

受けられます。

・高齢者食生活改善事業　(科目：介護保険特別会計）

158千円

お年寄りやその家族を対象に講演会を開催し、お年寄りの食生活の改善を支援します。

・配食サービス事業　(科目：介護保険特別会計）

1,200千円

高齢や障がいで調理が困難な方に、栄養バランスの取れた給食を定期的に

お届けするとともに、利用者の安否を確認します。

□　高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

高齢者を対象とした健康づくり体操教室と生きがいホビーセンターを活用した各種講座を開催します。

○主な事業・経費
・体操教室　(科目：介護保険特別会計） 258千円

・各種講座など　(科目：介護保険特別会計） 1,180千円

□　高齢者事業センター運営支援事業（科目：3-1-6） ・・・・・・・

□　外出支援サービス事業（科目：3-1-6） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

寝たきりや障がいにより、一般の交通手段の利用が困難な方の通院・入退院をリフト車で送迎して

います。 （名寄市社会福祉協議会へ委託）

□　除雪サービス事業（科目：3-1-6） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

体の弱いお年寄り・障がいのある方の世帯で、家族や地域の援助が受けられず、経済的にも除雪が

困難な方に対し除雪費用の一部を助成しています。

●　介護予防事業の推進

□　地域包括支援センター運営事業（科目：3-1-12） ・・・・・・・

□　介護予防事業　(科目：介護保険特別会計）・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・二次予防事業 17,689千円

通所型・訪問型介護予防事業や二次予防事業の対象者把握などを実施して

いきます。

・・・・・　　7,477千円

地域包括支援センターにおいて、介護予防事業や高齢者の相談対応など総合相談支援事業を実施して

いきます。

・・・・・　67,950千円

・・・・・　19,115千円

・・・・・　　2,702千円

高齢者の自立に向けた生きがい対策や生活支援事業を推進していくため、各事業を実施します。

・・・・・　　2,200千円
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□　包括的支援事業　(科目：介護保険特別会計） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・介護予防ケアマネジメント事業 5,482千円

二次予防事業の対象者や要支援認定の方のケアプランを作成し、サービスを利用

するための支援を行っていきます。

・総合相談事業 11,175千円

高齢者の総合相談支援を実施していきます。

□　家族介護継続支援事業　(科目：介護保険特別会計） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・家族介護者交流事業委託料 137千円

・家族介護用品支給事業 1,620千円

□　生活援助員の派遣　(科目：介護保険特別会計） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・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に居住する高齢者の日常生活の相談や安否確認等を行う

生活援助員を名寄市社会福祉事業団、名寄市社会福祉協議会に委託して

派遣します。

●　介護保険サービスの充実

□　介護保険サービス　(科目：介護保険特別会計 サービス事業勘定）

介護保険特別会計 サービス事業勘定・名寄 259,746千円

介護保険特別会計 サービス事業勘定・風連 80,125千円

特別養護老人ホームの清峰園やしらかばハイツについて、名寄市社会福祉事業団へ委託により

運営しています。

また、新年度、入居されている方の安全安心の確保や利便性の向上を図るため、発電機の設置や

ナースコールの更新を行います。

・清峰園発電機設置工事（科目：介護保険サービス事業勘定・名寄）

33,001千円 ※

・しらかばハイツナースコール設備工事（科目：介護保険サービス事業勘定・風連）

13,650千円 ※

●　施設整備の推進

○主な事業・経費
・高齢者等住宅整備資金預託金（科目：3-1-6）

10件の利用を見込んでいます。

・風連爽風会運営支援事業（科目：3-1-6） ・・・・・・・

・老人福祉施設入所委託事業（科目：3-1-6） ・・・・・・・

老人福祉法による環境上や経済的理由による養護老人ホームの措置や虐待等による

やむを得ない理由により介護サービスの利用が困難な方に対しての措置を行います。

・・・・・　339,871千円

・・・・・　　9,600千円

・・・・・　19,974千円

・・・・・　36,557千円

いきます。

・・・・・　16,964千円

・・・・・　　1,757千円

・・・・・　6,411千円

第5期（H24年度～26年度）介護保険事業計画に基づき、適正な介護保険サービスの充実に努めて
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●　敬老事業（科目：3-1-6） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

数え75歳以上の高齢者を対象に町内会等が実施する敬老事業に対する補助と長寿を祝う会、

老人文化祭を開催します。

●　老人クラブの維持管理事業及び運営助成事業（科目：3-1-10）

公設老人クラブ（4施設維持管理）と老人クラブ活動に対し補助しています。

・維持管理事業 2,795千円

新年度は北老人クラブの屋根塗装工事を行います。

・運営助成事業 3,181千円

●　生きがいホビーセンター維持管理事業（科目：3-1-11）

(6）障がい者福祉の推進

□　重度心身障害者医療給付（科目：3-1-3） ・・・・・・・

重度の心身障がい者（児）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。

□　障害者手当給付等 各種福祉手当（科目：3-1-3） ・・・・・・・

□　重度障害者ハイヤー料金助成事業補助金（科目：3-1-7）

身体障害者手帳１級、２級または視覚、体幹、下肢または腎臓機能障害により３級を有する方と

療育手帳Aを有する方にハイヤー料金の一部を助成します。

□　重度視力障害者電話料助成補助金（科目：3-1-7） ・・・・・・・

視覚障がい者１級で本人か世帯主または障がい者本人契約の電話を別に設置している方に電話

料の一部を助成します。

□　障害者地域生活支援事業（科目：3-1-7）・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
手話・要約筆記奉仕員養成事業、地域活動支援センター事業、移動支援事業、

日中一時支援事業、日常生活用具給付などの事業に対し支援します。

□　障害者自立支援医療費（科目：3-1-7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

身体障害者手帳を有する方で手術やリハビリテーション医療等に対して、医療費の一部を助成します。

□　補装具給付事業（科目：3-1-7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　障害者介護給付事業（科目：3-1-7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・障害介護給付費 702,640千円

・療養介護医療費 15,336千円

□　グループホーム・ケアホーム整備事業補助金（科目：3-1-7）

グループホーム・ケアホームの新築及び改修に要する経費に対し補助します。

・・・・・　21,898千円

・・・・・　　5,000千円

・・・・・　　8,615千円

・・・・　720,988千円

・・・・・　29,118千円

・・・・・　　8,678千円

・・・・・　　5,976千円

・・・・・　　1,408千円

・・・・・　62,830千円

・・・・・　　5,750千円

・・・・・　　5,851千円

・・・・・　　　224千円
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(7）国民健康保険

健康意識の高揚を図り、医療費の適正化に努めていきます。

□　国民健康保険事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

（科目：国民健康保険事業特別会計 保険事業勘定）

(8）後期高齢者医療

高齢者医療保険に加入します。

請、届出の受付などの窓口業務をおこなっています。

□　後期高齢者医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

（科目：後期高齢者医療保険特別会計）

運営は北海道後期高齢者医療広域連合が行っておりますので、名寄市では保険料の徴収や各種申

・・・・・　336,697千円

国民健康保険制度は、疾病、負傷、出産等を保険事故とする医療保険であり、国民皆保険制度を

支える基盤的な役割を担っています。

・・・・・　3,327,665千円

75歳以上の方（一定の障がいのある方は65歳以上）はそれまでに加入していた保険を脱退し、後期

新年度も、引き続き、特定健康診査等保健事業の推進により、生活習慣病予防や重症化予防など
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(1） 環境との共生

□ 新エネルギー・省エネルギー推進事業（科目：2-1-8） ※

新エネルギー・省エネルギーを推進していくため、太陽光発電導入事業や省エネ節電モニター事業など

名寄市新エネルギー・省エネルギービジョンの目標達成に向けた各施策を新年度より進めていきます。

○主な事業・経費
・太陽光発電導入モニター事業補助金 4,200千円

・省エネ節電モニター事業 448千円

□ 墓地・霊園管理運営事業（科目：4-1-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

・墓地13ヶ所(名寄地区10ヶ所・風連地区3ヶ所）

・霊園2ヶ所（となみが丘霊園・緑丘霊園）

新年度、となみが丘霊園の園路改修や案内標示を新設します。

1,838千円 ※

□ 火葬場の管理、整備に要する経費（科目：4-1-7） ・・・・・・・・

○主な事業・経費
・火葬場の管理 12,095千円

・火葬場の整備 1,943千円

3号炉霊台車受金物取替など

□ 公衆浴場確保対策事業（科目：4-1-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□ 公害対策事業（科目：4-1-６） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2）循環型社会の形成

実施いたします。（事業の実施主体は名寄地区衛生施設事務組合です。）

□　清掃一般行政経費（科目：4-2-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・指定ごみ袋制作費 9,674千円

・名寄市環境衛生推進員協議会交付金 744千円

□　ごみ減量化推進事業（科目：4-2-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・資源集団回収奨励金 2,455千円

・ゴミ分別ガイドブック、ポスター作成等 2,000千円

□　名寄地区衛生施設事務組合負担金（科目：4-2-1） ・・・・・・・・

広域で設置している名寄地区衛生施設事務組合への負担金です。

新年度より、新たな一般廃棄物最終処分場設置に向けた建設事業負担金も追加となります。

・し尿等処理負担金 60,553千円

・炭化処理負担金 274,842千円

・建設事業負担金 13,935千円 ※

・・・・・　17,526千円

・・・・・　　4,579千円

・・・・　349,330千円

・・・・・　　2,886千円

3R運動や廃棄物の適正処理を推進します。

新年度は、広域化による一般廃棄物最終処分場の設置に向け、地域計画や生活環境影響調査を

・・・・・　　2,701千円

（生活環境・都市基盤）

３．自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

※・・・新規事業

・・・・・　　6,393千円

・・・・・　14,038千円

・・・・・　　5,074千円
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□　塵芥収集処理事業（科目：4-2-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄市一般廃棄物収集業務委託料 99,036千円

・資源ごみ分別作業委託料 4,442千円

・ダンボール及び古紙収集委託料 12,527千円

・分別基準適合物引取再商品化委託料 558千円

□　広域プラスチック等処理経費（科目：4-2-2）・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　最終処分場管理運営事業（科目：4-2-2）・・・・・・・・・・・・・・・・・

内淵最終処分場と風連最終処分場の管理運営に要する経費です。

○主な事業・経費
・内淵最終処分場に要する経費 26,407千円

・風連最終処分場に要する経費 10,171千円

・有害鳥獣捕獲業務委託 910千円

最終処分場でのカラス駆除に要する経費です。

(3）消防

□　上川北部消防事務組合負担金（科目：9-1-1） ・・・・・・・・

○主な事業・経費
・消防分団車の購入 23,893千円 ※

風連地区の第4分団（消防ポンプ自動車）を更新します。

・消防・救急無線デジタル化事業 8,415千円 ※

消防無線のデジタル化移行に伴い、各機器装置設備の実施設計を行います。

・消火栓更新 10,000千円

風連地区の消火栓を年次的に更新します。

新年度は10基の消火栓更新を予定しています。

(4) 防災対策の充実

□　防災会議・訓練等事業（科目：9-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・防災訓練の開催 94千円

新年度は、風連日進地区で開催を予定しています。

・自主防災組織支援事業 150千円

防災資機材等の購入に要する経費の1/2を補助します。

・・・・・　130,409千円

・・・・・　12,187千円

・・・・・　37,488千円

地域防災の要として、引き続き、住民ニーズに迅速・的確に対応できる組織・出動体制の整備充実を

図っていきます。

608,828千円

名寄市地域防災計画に基づき、防災会議の開催、防災訓練等の実施、市民への防災情報伝達に係る

地元ＦＭ放送局との連携など各種防災対策を講じます。

新年度は地元ＦＭ放送の難聴解消に向け、アンテナ設置地点の調査を実施します。

また、災害対策支援として、新年度、引き続き、南相馬市児童受入事業「なよろ夏季林間学校」を開校

・・・・・　　3,354千円

します。
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□　排水機場維持管理事業（科目：9-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

災害時における市民の安全及び農作物被災防止のため、排水機場の運転操作を行うとともに

排水ポンプ施設の整備を実施します。

・排水機場6ヶ所、樋門1ヶ所

□　防災コミュニティ通信事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

災害情報の伝達方法として地元コミュニティＦＭ放送が有益と考えられることから、情報の確実な

伝達に向けアンテナ設置地点の調査を実施し、難聴地点の解消を目指します。

□　被災地支援事業（科目：9-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

自治体スクラム支援会議に伴う南相馬市への支援事業として「なよろ夏季林間学校」を開校します。

□　河川維持管理事業（科目：8-3-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

河川における危険箇所について修復作業を実施していきます。

新年度、風連地区を流れる「無名川」に水位通報装置を設置し、大雨時等の早期対応に努め

ます。

○主な事業・経費
・紅葉川改修工事 7,000千円

護岸工　L=65ｍ

・普通河川改修工事 8,000千円

護岸整備、土砂浚渫

・無名川水位通報装置設置工事 2,000千円 ※

(5）交通安全

□　交通安全推進事業（科目：3-1-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・推進員・指導員経費、推進委員会交付金ほか

□　交通安全施設整備事業（科目：3-1-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・市道中心線等標示補修 3,500千円

・交通安全施設等整備 2,500千円

(6）生活安全

□　生活安全推進事業（科目：3-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄市防犯協会連合会補助金 1,540千円

交通安全意識の高揚と道路交通環境の整備を実施します。

・・・・・　13,623千円

・・・・・　17,239千円

・・・・・　926千円

・・・・・　2,293千円

・・・・・　12,130千円

・・・・・　　6,000千円

市と市民が協働して、安全で安心な住みよい地域づくりを目指します。

・・・・・　　2,074千円
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(7）消費生活の安定

□　消費者行政等事業（科目：3-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・消費者行政活性化事業 4,374千円

・名寄消費者協会補助金 1,352千円

・消費者協会各種調査委託料 230千円

(8) 住宅の整備

□　既存住宅の耐震に関する助成（科目：8-1-2） ・・・・・・・

名寄市耐震改修促進計画に基づき、昭和56年5月31日以前に着工した市内の木造戸建て

住宅について耐震診断又は耐震改修に要する経費の一部を助成します。

・既存住宅耐震診断助成事業補助金 300千円

・既存住宅耐震改修促進助成事業補助金 3,000千円

□　北斗・新北斗公営住宅建設事業（科目：8-5-2） ・・・・・・・

老朽化した公営住宅の建替え及び住戸改善を実施し、居住水準の向上を図ります。

新年度も引き続き、北斗・新北斗団地の建替及び改善事業を実施します。

○主な事業・経費
・北斗団地公営住宅建設工事（3棟目-２年目）

185,400千円

・北斗団地公営住宅建設工事（4棟目-1年目）

24,600千円

・新北斗団地公営住宅建設工事 76,000千円

□　公営住宅の改善整備（科目：8-5-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

公営住宅等長寿命化計画に基づき既存公営住宅の修繕や改善を実施します。

新年度はノースタウンなよろ団地の施設改修に係る実施設計を行います。

・ノースタウンなよろ団地施設改修実施設計委託料

5,000千円 ※

□　市営住宅の維持管理に要する経費（科目：8-5-1） ・・・・・・・

名寄地区 638戸　風連地区 325戸に係る維持管理に要する経費です。

(9）都市環境の整備

□　緑化木維持管理（科目：8-4-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

街路樹の維持管理・剪定等を行います。

□　フラワーロードの管理（科目：8-4-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　街路整備事業（科目：8-4-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

新たに街路灯を設置します。

美しい市街地形成のため、各事業を実施します。

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います。

・・・・・　　8,177千円

・・・・・　　3,300千円

・・・・・　311,852千円

・・・・・　5,000千円

・・・・・　41,059千円

新年度からは、消費生活相談の広域的窓口として「名寄地域広域消費生活センター」を開設し、

名寄市の他、下川町、美深町、音威子府村、中川町の消費生活相談事業にも対応していきます。

・・・・・　　6,288千円

・・・・・　　1,400千円

・・・・・・　　　797千円
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□　街路維持管理事業（科目：8-4-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・街路灯、街路施設修繕 2,300千円

・通学路街路灯修繕 1,040千円 ※

通学路街路灯の40Ｗ水銀灯をLED防犯灯に変更します。

新年度は30灯変更します。

□　公園維持管理事業（科目：8-4-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・公園等管理運営委託料 19,183千円

業務委託：名寄地区９業務（32ヶ所）　風連地区４業務（３ヶ所）

・名寄公園パークゴルフ場指定管理委託料 2,323千円

・サンピラーパーク森の休暇村指定管理委託料 5,300千円

・天塩川さざなみ公園指定管理委託料 4,981千円

・名寄公園東屋再建工事 1,300千円 ※

・弥生公園電源設置工事 1,000千円 ※

・天塩川さざなみ公園乗用芝刈機更新 1,900千円 ※

□　公園のリニューアル（都市公園安全・安心対策事業）（科目：8-4-3）

国からの交付金を活用して、公園の整備を実施します。

○主な事業・経費
・浅江島公園遊具更新 14,000千円 ※

・名寄公園橋梁改修 6,000千円 ※

□　地籍数値情報化事業（科目：8-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

地籍成果をデジタル化し、地理情報の的確な活用を図ります。

(10) 上水道・簡易水道の整備

●　水道事業（科目：水道事業会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・配水管網整備工事 21,000千円

名寄地区工事1ヶ所　風連地区工事2ヶ所

・老朽管更新工事 180,000千円

名寄地区工事11ヶ所　風連地区工事3ヶ所

・上水道第2期拡張事業 23,000千円

簡易水道統合整備実施設計業務委託

・水道量水器取替 77,115千円

検定満了に伴う量水器の取替（交換予定台数 2,190台）

・水源開発整備負担金（サンルダム負担金） 41,793千円

・水道検査機器更新 22,500千円

収益的収支と資本的収支の歳出を合算

・・・・・　20,633千円

・・・・・　8,998千円

安全でおいしい水道水を安定的に供給するため、引き続き老朽管の更新、配水管網の整備を行うと

ともに浄水場設備の更新を進めます。

・・・　1,226,362千円

・・・・・　37,487千円

・・・・・　52,621千円
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●　飲料水施設の維持管理に要する経費（科目：4-5-1） ・・・・・・・

東生、旭、西風連地区の飲料水供給施設に要する維持管理経費です。

●　簡易水道事業（科目：簡易水道事業特別会計） ・・・・・・・

□　簡易水道施設整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

智恵文八幡簡易水道を上水道事業へ統合するための増補改良工事を行います。

○主な事業・経費
・浄水場増補改良工事 59,850千円 ※

(11）下水道・個別排水の整備

●　下水道事業（科目：下水道事業特別会計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄下水終末処理場沈砂池機械設備更新工事

105,000千円 ※

・昭和通道路改良舗装・雨水管渠整備工事

70,000千円 ※

・管渠内面補修工事 4,500千円

・公共枡取替工事 12,360千円

●　個別排水処理施設整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

（科目：個別排水処理施設整備事業特別会計）

○主な事業・経費
・合併処理浄化槽の設置

  5人槽　8基の設置 11,200千円

  7人槽　5基の設置 9,000千円

10人槽　2基の設置 4,200千円

(12）道路の整備

●　幹線・生活道路の整備

新年度は次の道路に係る整備を行います。

＊道路整備については、国からの交付金を使って行っています。

　 交付金の動向によっては、事業費の圧縮や完成年度の延長なども考えられます。

□　継続事業　（科目：8-2-4　8-4-2）

新年度も、継続して路盤の改良や舗装工事、排水工事を行う予定です。

・西4条仲通道路改良舗装事業（H24年度～H27年度）

・東1条通道路改良舗装事業（H23年度～H25年度）

・南11丁目東通道路改良舗装事業（H21年度～H25年度）

・南10丁目西仲通道路改良舗装事業（H23年度～H25年度）

・昭和通道路改良舗装事業（H24年度～H27年度）・・・・・・・

・名寄演習場周辺障害防止対策事業（H21年度～H25年度）

・・・・・　　1,181千円

・・・・・　74,113千円

・・・・・　111,618千円

・・・・・　52,822千円

・・・・・　91,360千円

公共下水道・個別排水処理施設整備事業などを継続的に実施し、清潔で快適な生活環境の保全に

努めます。

　1,165,935千円

92,142千円

・・・・・　56,865千円

・・・・・　77,865千円

・・・・・　32,678千円

・・・・　52,892千円
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□　新規事業　（科目：8-2-4）

・徳田18線緑丘連絡線道路改良舗装事業（H25年度～H28年度）・・　52,750千円 ※

新年度は実施設計に引き続き、改良舗装工事に着手する予定です。

□　道路排水整備事業（科目：8-2-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

市街地・郊外地における道路排水の排水機能向上のため、整備を実施します。

●　市道の維持

□　道路・橋梁維持管理（科目：8-2-２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・市道防塵処理工事 40,000千円

・市道補修工事 20,000千円

・路面整正業務委託料 2,400千円

・砂利散布業務 15,215千円

・道路路肩草刈業務委託料 6,100千円

また、新年度、道路の清掃や砂利道の埃止めに使用する道路洗浄車（散水車）を更新します。

・道路洗浄車（散水車）購入 174千円 ※

なお、更新には、北海道市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、7年リースで更新します。

□　土砂堆積場整備事業（科目：8-2-２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※

公共事業により発生する公共残土を堆積するストックヤードへの搬入路を整備します。

□　道路河川愛護対策事業（科目：8-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

●　橋梁の整備

新年度、橋梁の点検結果に基づき橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

□　橋梁長寿命化修繕計画策定委託料（科目：8-2-4） ・・・・・・・

(13）総合交通体系

□　地域交通対策事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・生活交通路線運行費補助金 29,469千円

地域住民の公共交通確保の観点から、地方バス路線維持対策を行っています。

・下多寄線デマンド運行業務委託料 2,142千円

生活交通の利便性をより高めるため、あらかじめご予約いただいた対象エリアの方々を、

それぞれの指定場所まで送迎する「デマンドタクシー」の運行を実施しています。

また、各種期成会に加入し、高速交通体系の確立に向け、各機関と連携しながら建設促進します。

（2-1-8 広域行政推進事業と重複記載）

・北海道開発幹線自動車道道北建設促進期成会負担金 

99千円

・高速自動車国道旭川名寄間建設促進期成会負担金

89千円

・一般国道40号名寄・稚内間整備促進期成会負担金

122千円

□　代替バス待合所管理（科目：2-1-7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

・・・・・　　1,177千円

・・・・・　10,000千円

・・・・・　108,195千円

・・・・・　　2,575千円

・・・・・　16,000千円

・・・・・　7,000千円

・・・・・　35,182千円
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(14)雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

□　市道除雪・排雪対策事業（科目：8-2-３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

冬の安心安全な道路空間の確保のため、除排雪事業を実施します。

○主な事業・経費
・車道除雪業務委託料 218,386千円

名寄地区 310km 167,424千円

風連地区 153km 50,962千円

・市道排雪業務委託料 89,616千円

名寄地区 95km 67,379千円

風連地区 17km 22,237千円

・積込運搬排雪業務委託料 56,615千円

名寄地区 34.5km 56,615千円

・私道除排雪助成事業補助金 4,020千円

住宅周りなど身近な除排雪は、市民の皆さんと協働で総合的な除排雪体制を

確立する観点から除排雪に対する助成を行っています。

・排雪ダンプ助成事業補助金 9,800千円

一般住宅用　　　　

4,400台×2,000円/台 8,800千円

店舗併用住宅用　

1,000台×1,000円/台 1,000千円

・利雪・克雪事業補助金 3,060千円

利雪・克雪対策協議会補助金 2,670千円

利雪・克雪対策協議会負担金 390千円

除排雪用大型機械の購入により、作業の効率化を図ります。

・除雪ドーザ購入 19,583千円 ※

□　利雪・親雪推進事業（科目：2-1-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

雪や寒さを活かして、冬の生活をより暮らしやすく、楽しいものにするよう利雪・親雪推進事業を

行います。

○主な事業・経費
・利雪親雪推進事業補助金 200千円

・冬カレンダー　17,000部　作成 661千円

・・・・・　425,996千円

・・・・・　　1,281千円
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(1） 農業・農村の振興

●　農業・農村の振興

□　農業生産単独支援事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

名寄市独自の施策として、支援しています。

○主な事業・経費
・名寄市農業振興対策協議会交付金 1,150千円
・名寄産業まつり負担金 1,200千円

農業の担い手や農業青年に対して支援しています。

・地域農業担い手育成事業補助金 150千円

・農村青年活動支援事業補助金 100千円

・農業支援システム定着促進事業補助金 2,000千円

・農業青年チャレンジ事業補助金 3,000千円

収益性の高い農業経営の確立に向け支援しています。

・優良馬鈴しょ採種事業補助金 100千円
・油用ひまわり栽培振興補助金 1,103千円
・高オレイン酸ひまわり栽培技術確立試験委託 240千円

・薬用植物振興事業補助金 300千円 ※

漢方薬の需要が高まっていることから、名寄の気候風土を活かした薬草栽培に

係る栽培技術向上や新たなマーケティング調査を実施する団体活動に補助します。

多様でゆとりある農業経営に向け支援しています。

・外国人技能実習生受入事業補助金 450千円
・グリーンツーリズム推進事業補助金 400千円

農業被害に対し利子補給を実施し、営農を支援しています。

・冷湿害等営農支援事業利子補給補助金 288千円
・高温多雨被害等営農支援事業利子補給補助金

2,540千円
・農業経営緊急支援事業利子補給補助金 1,858千円

□　農業振興資金融資預託金（科目：6-1-2）・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業経営の安定を図るため、土地改良事業、農村の環境整備等を実施する農業者に対し

融資を行います。

□　農業経営基盤強化利子補給補助金（科目：6-1-2） ・・・・・・・

□　新規就農者支援事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

新規就農者へ必要な援助を行うことにより、早期定着及び経営の安定を図るよう支援しています。

新年度、より実践的な研修を行えるよう研修用ビニールハウスを導入します。

(産業振興）

４．創造力と活力にあふれたまちづくり

収益性の高い農業経営の確立や多様でゆとりある農業経営の促進、農業担い手の育成と確保に向け

各種事業を実施します。

16,150千円

・・・・・　50,000千円

・・・・・　　7,385千円

※・・・新規事業

・・・・・　　3,907千円
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□　農業後継者育成奨学金補助金（科目：6-1-2） ・・・・・・・

高度な知識・技術及び経営能力を備えた農業後継者を育成するため、支援しています。

□　中山間地域等直接支払制度交付事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・

中山間地域における耕作放棄地の発生を防止するため、地域の集落協議会に対し交付金を

交付します。

○主な事業・経費
・中山間地域等直接支払制度交付金 95,244千円

名寄集落　田・畑・草地の傾斜　789ha

風連集落　田・畑・草地の傾斜　745ha

□　農地・水保全管理支払交付事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・

農業・農村の振興のために活動する農村地域の活動組織に対して支援を行っています。

○主な事業・経費
・農地・水保全管理支払共同活動支援負担金

9組織に対して支援しています。 30,861千円

・農地・水保全管理支払向上活動支援負担金

用水路・農道等施設の長寿命化に取り組む8組織に対して支援しています。

10,488千円

□　有害鳥獣駆除対策事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

有害鳥獣による農作物の食害への防止と生産者の生産意欲向上を目的として実施します。

○主な事業・経費
・有害鳥獣駆除対策事業補助金 8,000千円

・有害鳥獣焼却施設管理業務委託料など 7,807千円

□　防衛施設周辺整備事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

防衛施設周辺整備事業補助金を活用して、新年度、2つの利用組合において、無人ヘリ、ロータリー

クローラートラクターを導入します。

○主な事業・経費
・防衛施設周辺整備事業補助金 24,173千円

●　豊かさと活力ある農村の構築

□　農道整備事業（科目：6-1-6） ・・・・・・・ ※

智恵文北5号西線の砂利道を改良舗装することで、農作物の流通及び一般交通の利便性を

高めます。　新年度は、調査設計を実施します。

●　農業振興センターの運営、各種事業

□　農業振興センター管理運営事業（科目：6-1-4） ・・・・・・・

□　実証試験・展示事業（科目：6-1-4） ・・・・・・・

新年度は、水稲やグリーンアスパラガス、かぼちゃなどの実証試験を実施いたします。

□　土壌分析事業（科目：6-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

総合分析・堆肥分析などを実施し、生産者に対して診断結果に基づくアドバイスを行い、

安全安心な作物の生産に努めます。

□　組織培養事業（科目：6-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

組織培養技術を活用した食用ゆりウイルスフリー球の供給を行っています。

・・・・・　　1,203千円

・・・・・　　5,586千円

・・・・・　　7,000千円

・・・・・　　5,520千円

・・・・・　15,807千円

・・・・・　24,256千円

・・・・・　96,904千円

・・・・・　43,516千円

・・・・・　　9,340千円

・・・・・　　8,365千円
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●　農産物簡易加工処理施設の管理運営

□　あぐりん館管理運営事業（科目：6-1-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　グリーンハウス管理運営事業（科目：6-1-3）・・・・・・・・・・・・・・・・・

●　畜産の振興

□　畜産振興単独支援事業（科目：6-1-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

畜産農家に対する名寄市独自の施策として、支援しています。

○主な事業・経費
・名寄市畜産振興協議会補助金 216千円
・家畜自衛防疫組合補助金 300千円
・死亡獣畜処理場利用補助金 900千円
・種豚導入事業補助金 450千円
・名寄市乳牛検定組合補助金 200千円
・名寄市酪農ヘルパー利用組合補助金 1,430千円

□　大家畜特別支援資金利子補給補助金（科目：6-1-5）

□　畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金（科目：6-1-5）

□　市営牧野管理運営事業（科目：6-1-5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄市営牧野指定管理委託料 9,976千円

・母子里牧場指定管理委託料 3,454千円

●　食肉センター事業（科目：食肉センター事業特別会計） ・・・・・・・

□　食肉センター施設改修工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

畜産業の振興を図るため、新年度も、引き続き、食肉センター施設改修工事を実施します。

工事の完成は平成25年5月末を予定しています。

●　土地基盤の整備

□　基幹水利施設ストックマネジメント事業（忠烈布地区）（科目：6-1-6）　・・・ 800千円 ※

事業期間：平成25年度～平成27年度

事業内容：洪水吐補修一式

□　経営体育成基盤整備事業（名寄東地区）（科目：6-1-6）

事業期間：平成21年度～平成26年度

事業内容：区画整理（53.5ha）

□　ため池等整備事業費（クラヌマ排水地区）（科目：6-1-6）

事業期間：平成23年度～平成25年度

事業内容：張芝等

推進していきます。

・・・・・　19,000千円

・・・・・・・・　266千円

・・・・・　　1,537千円

・・・・・　　2,390千円

・・・・・205,496千円

・・・・　186,318千円

新年度も引き続き、国・北海道と連携して、土地基盤整備を実施し、安定的な農業経営の確立を

・・・・・　　　116千円

・・・・・　　　171千円

・・・・・　13,830千円

・・・・・　　3,496千円
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□　国営造成施設管理体制整備促進事業（科目：6-1-6）・・・・・・・

国が造成した農業用水利施設の多面的な機能を適切に発揮するため管理体制の整備を推進します。

事業期間：平成22年度～平成26年度

事業内訳：ダムや頭首工などの啓蒙活動や維持管理に要する経費について、てしおがわ土地改良区

に委託や補助しています。

□　農業経営高度化支援事業（科目：6-1-6）・・・・・・・・・・・・・・・・・

高度な経営体の育成を目指す地区に、生産基盤の整備と一体的に実施する担い手育成活動を

支援します。

□　土地改良施設維持管理適正化事業（科目：6-1-6） ※

道営土地改良総合整備事業で整備した瑞生2地区の揚水機場について整備補修します。

□　基幹水利事業（科目：6-1-7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

基幹水利施設（御料ダム、風連ダムなど）の管理などに要する経費です。

（2）林業の振興

森林施業の計画的な推進と木材生産体制の整備拡大に対し支援していきます。

□　市有林管理事業費（科目：2-1-7） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・市有林維持管理業務委託 6,169千円

・市有林造林事業委託 29,065千円

下刈　　　　47.22ha　　　

除伐　　　　19.88ha

人工造林　　6.00ha

樹下植栽　　8.04ha

搬出間伐　27.04ha

更新伐　　　 8.04ha

基金間伐　18.00ha

森林作業道　510ｍ

・野そ駆除事業委託 70千円

□　未来につなぐ森づくり推進事業（科目：6-2-1） ・・・・・・・

公共造林の対象となった人工造林のうち、「ふるさとの山づくり総合計画」に基づき、森林組合等に

委託して行う者に対し、経費の一部を補助します。

新年度、本事業では100haの植林を予定しています。

□　林業振興単独補助金（科目：6-2-1） ・・・・・・・

市内の山林所有者が積極的に森林整備を行えるように、市が補助を行い、負担軽減を図るとともに

林業従事者の確保を図ります。
　

○主な事業・経費
・森林整備担い手対策推進事業負担金 1,145千円
・民有林人工造林地除間伐事業補助金 1,980千円
・野そ駆除事業補助金 440千円

・・・・・　11,000千円

・・・・・　　3,565千円

・・・・・　　4,077千円

・・・・・　　6,047千円

・・・・・　41,330千円

・・・・・　38,340千円

・・・・・　　696千円
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□　森林整備地域活動支援交付金事業（科目：6-2-1） ・・・・・・・

森林経営計画の作成や施業集約化の促進に対し支援します。

○主な事業・経費
・森林整備地域活動支援交付金 4,520千円

□　持続的森林経営確立総合対策実践事業（科目：6-2-1） ※

作業路網の改良活動に対し支援します。

□　森林所有者情報整備事業（科目：6-2-1） ・・・・・・・ ※

森林所有者情報の管理及び届け出のあった箇所を確認・検索できる森林ＧＩＳを整備します。

□　木材需要拡大センター管理運営事業（科目：6-2-2） ・・・・・・・

・木材需要拡大センター指定管理委託料 5,981千円

□　なよろ健康の森管理運営事業（科目：6-2-3） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・なよろ健康の森指定管理委託料 34,477千円

（3）商業の振興

□　商店街等活性化関連補助金（科目：7-1-1） ・・・・・・・

中小企業振興条例に基づき、商店街などの活性化を図るために各種対象事業に必要な助成を

行います。

○主な事業・経費
・商店街環境整備促進事業補助金 600千円

名よせ通り他4団体に対して補助します。

・街なかにぎわい事業補助金 1,300千円

商店街空き地空き店舗活用事業、コミュニティ事業などに対して補助します。

・店舗支援事業補助金 3,000千円

店舗または事務所の新築及び増改築に対して補助します。

・商店街環境整備促進事業補助金（ファサード事業）

6,349千円

商店街の環境整備を促進するため、新年度は大通りのアーケード整備に対し

補助を行います。

・物産振興・新製品開発事業補助金 700千円

新年度より物産振興・新製品開発事業補助金の一部を見直します。

□　中小企業特別融資保証料補助金（科目：7-1-1） ・・・・・・・

中小企業特別融資制度の経営資金借受者に対して信用保証料負担を軽減します。

□　中小企業特別融資利子補給補助金（科目：7-1-1） ・・・・・・・

中小企業の経営安定のため、設備資金借受者の利子負担を軽減します。

□　小規模事業者資金融資利子補給補助金（科目：7-1-1）　・・・・ ※

小規模事業者の経営安定のため、制度資金借受者の利子負担を軽減します。

・・・・・　　6,181千円

・・・・・　39,773千円

・・・・・　　500千円

魅力ある商店街づくり、中小企業などの経営基盤の強化、市場機能の充実を目指し、支援します。

・・・・・　12,499千円

・・・・・　　4,000千円

・・・・・　　2,400千円

・・・・・　4,573千円

・・・・・　4,000千円

・・・・・　500千円
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□　商業指導育成対策事業（科目：7-1-1） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・商工振興事業補助金 1,000千円

・中小企業指導事業補助金 4,000千円

・風連商工会補助金 11,206千円

・販売促進事業補助金 1,000千円 ※

市内での販売促進や消費の拡大を促し、地域経済の活性化を図るため

支援します。

□　中小企業特別融資預託金（科目：7-1-1）・・・・・・・・・・・・・・・・・

中小企業の経営基盤の強化、経営の安定のために、融資制度を実施します。

○主な事業・経費
・中小企業特別融資経営資金預託金 170,000千円

・中小企業特別融資設備資金預託金 300,000千円

□　新規開業資金預託金（科目：7-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

新規開業に必要な資金の融資制度を実施します。

○主な事業・経費
・新規開業経営資金預託金 50,000千円

・新規開業設備資金預託金 50,000千円

□　商工組合中央金庫預託金（科目：7-1-1）・・・・・・・・・・・・・・・・・

商工組合中央金庫に預託し、企業に対する融資制度を実施します。

□　５丁目ポケットパーク維持管理事業（科目：7-1-1） ・・・・・・・

□　よろーな管理運営事業（科目：7-1-1） ・・・・・・・ ※

平成25年4月にオープンする「よろーな」の管理運営事業です

○主な事業・経費
・維持管理に要する経費 32,112千円

・賑わいづくり事業委託料 500千円

「よろーな」を活用した事業を展開して、賑わい創出を目指します。

●　市場事業（科目：公設地方卸売市場特別会計） ・・・・・・・

□　市場維持管理に要する経費 ・・・・・・・

市場の施設運営に必要不可欠な設備機器等の修繕を実施します。

・青果冷却機デフロストヒーター交換 1,684千円 ※

・バナナ冷却機デフロストヒーター交換 1,254千円 ※

・・・・・　40,998千円

・・・・・　32,612千円

・・・・・　10,000千円

・・・・・　6,738千円

・・・・・　　　539千円

・・・・・　18,316千円

・・・・・　470,000千円

・・・・・　100,000千円
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(4) 雇用の安定

□　労政一般行政経費（科目：5-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・労働相談員 4名配置 120千円

人材開発センターを活用した職業知識の習得や技能後継者の養成などに対し支援します。

・上川北部地域人材開発センター補助金 9,100千円

・地域技能振興推進協議会補助金 160千円

・道北技能士会補助金 45千円

□　季節労働者支援事業（科目：5-1-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄地区通年雇用促進協議会負担金 563千円

構成市町村：名寄市、下川町、美深町、音威子府村、中川町

□　中小企業通年雇用化支援事業（科目：5-1-1） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・中小企業通年雇用化支援資金融資預託金

10,000千円

□　中小企業勤労者福祉推進事業（科目：5-1-1） ・・・・・・・

勤労者の生活安定と福利厚生向上に支援します。

○主な事業・経費
・勤労者共済会補助金 3,118千円

・勤労者退職金共済加入補助金 300千円

・勤労者福祉推進員連絡協議会補助金 250千円

・勤労者福祉預託金 13,800千円

住宅資金 9,000千円

生活資金 4,800千円

□　市民会館の運営・維持管理に要する経費（科目：5-1-2）

○主な事業・経費
・運営に要する経費 344千円

・維持管理に要する経費 9,278千円

□　緊急雇用創出推進事業（科目：7-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・観光情報発信・物産振興構築事業委託料 6,114千円 ※

・観光交流人口拡大・合宿誘致事業委託料 3,076千円 ※

・・・・・　　　593千円

・・・・・　10,157千円

・・・・・　17,518千円

・・・・・　9,622千円

・・・・・　9,190千円

雇用の安定と確保、労働条件の改善に対し支援します。

・・・・・　10,817千円

－34－  2013 NAYORO CITY



(5）観光の振興

□　観光振興一般行政経費（科目：7-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・観光事業運営管理負担金 16,035千円

なよろ観光まちづくり協会負担金

13,822千円

風連まちづくり観光負担金 2,213千円

・観光振興推進事業補助金 21,676千円

なよろ観光まちづくり協会観光振興推進事業補助金

15,309千円

風連まちづくり観光振興推進事業補助金

4,277千円

・道北観光連盟負担金 328千円

・名寄日進地区再整備基本構想業務委託 3,600千円 ※

名寄日進地区のこれからの可能性を探るべく、ビジョンを策定します。

□　観光交流推進事業（科目：7-1-2） ・・・・・・・ ※

○主な事業・経費
・ひまわり観光推進事業補助金 4,700千円

なよろ239ひまわりロード事業やライトアップひまわり事業などを展開し「名寄らしいひまわり」

へ知名度の維持向上を図っていきます。

・ご当地グルメ推進事業補助金 1,992千円

「食」を一つの観光PRのツールとして位置付け、「食」を通じた観光、地域経済の活性化を

図っていきます。

新年度も引き続き、ご当地グルメとして、官民一体となり「なよろ煮込みジンギスカン」を売り

込みます。

・交流推進事業補助金 420千円

台湾からの観光客誘致を目指し、受入体制の整備や市民の方のホスピタリティの向上を

目指すとともに、台湾との観光振興の足がかりとして台北国際旅行博への出展を行います。

□　星と音楽の集い補助金（科目：10-6-9） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

市内外の方々に綺麗な星空と素敵な音楽を楽しんでいただける「星と音楽の集い」を開催します。

□　望湖台自然公園の管理運営に要する経費（科目：7-1-2）

○主な事業・経費
・ふうれん望湖台自然公園管理委託料 9,392千円

・・・・・　12,773千円

観光振興計画に基づき、観光資源を有効活用しながら、観光振興事業の実施、観光誘致の宣伝により、

名寄市の知名度向上と交流人口の拡大を図ります。

・・・・・　42,804千円

・・・・・　7,962千円

（事業費は天文台運営事業費と重複計上）

新年度においても、市内関係機関の連携により、本市の魅力ある地域資源を活用し、交流人口の拡大の

視点に立ったまちづくりを行い、来訪者を受け入れ、消費拡大や雇用創出など地域経済の活性化に寄与する

ことを目的に事業を展開する名寄市観光交流推進協議会へ支援していきます。

また、名寄市内のイベントをはじめ道内外への観光PR事業の推進を図るため観光関係団体を支援します。

・・・・・　　　650千円
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□　ピヤシリ観光に要する経費（科目：7-1-２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・ピヤシリ観光レクリエーション地区管理委託料 1,050千円

□　智恵文沼公園管理運営に要する経費（科目：7-1-2） ・・・・・・・

□　道の駅の管理運営に要する経費（科目：7-1-2） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・道の駅なよろ指定管理委託料 11,880千円

□　地域施設管理に要する経費（科目：7-1-2） ・・・・・・・

風連日進レクリエーションセンターの管理に要する経費です。

□　ピヤシリスキー場の管理運営、整備に要する経費（科目：7-1-３）

雪質日本一を誇る名寄ピヤシリスキー場。

新年度は老朽化した圧雪車を更新し、利用者への利便性向上を図ります。

○主な事業・経費
・ピヤシリスキー場指定管理委託料 39,396千円

・圧雪車更新 42,000千円 ※

・パトロール用スノーモビル更新 1,162千円 ※

・リフト監視室改修工事 5,114千円 ※

□　なよろ温泉整備事業（科目：7-1-３） ・・・・・・・ ※

平成9年にリニューアルオープン以降、改築後15年が経過したなよろ温泉サンピラーの空調、ボイラー等

を改修し、施設の延命化を図ります。

また、老朽化した備品について更新します。

○主な事業・経費
・なよろ温泉サンピラー改修工事 80,687千円

・監視カメラ更新 1,869千円

・・・・・　　1,537千円

・・・・・　83,927千円

・・・・・　　　100千円

・・・・・　92,747千円

・・・・・　　　409千円

・・・・・　12,244千円
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(1） 生涯学習社会の形成

●　生涯学習事業の運営

生涯学習推進アドバイザーを配置し、市民の生涯学習活動の推進を図ります。

□　名寄生涯学習運営事業（科目：10-6-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費

・東小コミュニティセンター運営費補助金 500千円

□　風連生涯学習運営事業（科目：10-6-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　智恵文生涯学習運営事業（科目：10-6-1）・・・・・・・・・・・・・・・・・

●　高齢者への学習機会の充実

高齢者への学習機会の充実を図るため、2つの高齢者学級を運営しています。

□　ピヤシリ大学運営事業（科目：10-6-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　風連瑞生大学運営事業（科目：10-6-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

●　文化活動拠点施設の運営、整備

□　文化センターの運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-4）・・・・・・・・

○主な事業・経費
・運営事業

・維持管理事業

□　図書館の運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-6）

○主な事業・経費
・運営事業

・維持管理事業

新年度、図書館内部・外部の改良工事を実施します。

図書館改良工事 ※

・資料整備事業

・各種行事等運営事業

・自動車文庫運営事業

□　北国博物館の運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-7）・・・・・

○主な事業・経費
・運営事業

・維持管理事業

・各種講演会・講座・展示会運営事業

新年度、北国研究集録、北国ブックレットを発刊します。

356千円

390千円

・・・・・　26,264千円

10,939千円

11,730千円

3,595千円

21,448千円

8,378千円

13,300千円

・・・・・　　2,509千円

・・・・・　　1,948千円

・・・・・　　1,972千円

・・・・・　　　534千円

・・・・・　　　345千円

・・・・・　23,436千円

（教育・文化・スポーツ）

５．心豊かな人と文化を育むまちづくり

※・・・新規事業

社会教育中期計画に基づき、すべての市民が生涯にわたって主体的に学習し、充実した人生を送ることが

できるよう、多様な学習機会の提供に努めていきます。

1,159千円

22,277千円

・・・・・　54,488千円

23,916千円
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□　風連歴史民俗資料館の維持管理に要する経費（科目：10-6-7）・・・

□　ふうれん地域交流センターの運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-10）

○主な事業・経費
・運営事業

・維持管理事業

□　風連陶芸センターの運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-10） ・・・　2,095千円

○主な事業・経費
・運営事業

・維持管理事業

●　生涯学習推進計画の策定、生涯学習プログラム整備と学習支援

□　社会教育一般行政経費（科目：10-6-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・社会教育関係団体活動推進補助金

・名寄太鼓補助金

・御料太鼓補助金

□　名寄公民館運営事業（科目：10-6-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄公民館分館事業交付金（6分館） 246千円

・ジャックの豆事業助成金（5団体） 100千円

・市民盆踊り大会実行委員会補助金 200千円

□　風連公民館運営事業（科目：10-6-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・風連公民館分館運営交付金（5分館） 1,036千円

・風連文化祭実行委員会補助金 200千円

□　智恵文公民館運営事業（科目：10-6-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・智恵文公民館分館事業交付金（4分館） 148千円

・智恵文地区レクリエーション大会補助金 50千円

●　天体観測を活かしたまちづくり事業

□　なよろ市立天文台の運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-9）

○主な事業・経費
・運営事業

・維持管理事業 22,647千円

□　移動式天文台車の運営に要する経費（科目：10-6-9）

移動式天文台車「ポラリスⅡ号」の運営等に係る経費です。

新年度も南相馬市で観望会を開催し復興に向けた支援事業を実施します。

○主な事業・経費
・南相馬市観望会旅費

・・・・・　　　701千円

・・・・・　18,038千円

577千円

17,461千円

417千円

・・・・・　　2,459千円

1,678千円

・・・・・　　8,591千円

1,700千円

100千円

59千円

・・・・　35,595千円

・・・・・　　2,016千円

12,948千円

・・・・・　409千円

294千円

・・・・・　　　658千円
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(2） 幼児教育の振興

□　幼稚園就園奨励費補助金（科目：10-4-1） ・・・・・・・

市内5幼稚園に対し、幼稚園教育の普及と充実を目的とし、幼稚園就園世帯の所得状況に応じ、

入園料の一部を補助しています。

□　私立幼稚園振興補助金（科目：10-4-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

私立幼稚園に対し、経営健全化と父母負担の軽減を図るため、補助金を交付しています。

（3）小中学校教育の充実

●　教育環境の整備

計画的に学校施設の整備に取り組んでいきます。

□　小学校の運営・維持管理に要する経費（科目：10-2-1）

○主な事業・経費

・運営事業 70,735千円

・維持管理事業 108,018千円

新年度は各学校の児童用机・椅子の更新を実施します。

・名寄南小学校校舎屋内運動場基本設計・地質調査

29,800千円 ※

名寄市小中学校適正配置計画に基づいた小学校の再編のため、名寄南小学校

敷地内での新校舎建設に向けた基本設計、地質調査を実施します。

□　中学校の運営・維持管理に要する経費（科目：10-3-1）

○主な事業・経費

・運営事業 31,559千円

・維持管理事業 68,604千円

新年度、各学校の生徒用机・椅子の更新を実施するとともに、名寄東中学校防球

ネット新設工事などを実施します。

□　教員住宅の維持管理に要する経費（科目：10-1-2） ・・・・・・・

新年度、風連中学校旧教員住宅解体工事を実施します。

○主な事業・経費
・風連中学校旧教員住宅解体工事 7,000千円 ※

□　スクールバスの運行に要する経費（科目：10-2-1） ・・・・・・・

新年度、現在6台あるバスのうち1台を更新します。

○主な事業・経費
・スクールバス購入 6,958千円 ※

●　開かれた学校づくり

□　学校評議員の配置（科目：10-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

開かれた学校づくりを一層推進していくため、市内小中学校10校に学校評議員を配置しています。

幼児教育の振興と幼稚園経営の充実・安定のため助成支援を実施しています。

・・・・・　43,869千円

・・・・・　　　500千円

・・・・・　18,489千円

・・・・・　35,243千円

・・・・・　　2,728千円

・・・・　208,553千円

・・・・　100,163千円

－39－  2013 NAYORO CITY



●　教育内容の充実

□　学校力向上実践事業（科目：10-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※

学校の教育力を高めることを目的に北海道教育委員会が「学校力向上に関する総合実践事業」を

開始し、その実践指定校として名寄小学校が決定されています。

実践指定校にて学校力向上に関する様々な取り組みを行うことにより、名寄市内各学校に

その成果を波及させ、児童の学力向上につなげていきます。

○主な事業・経費
・教育用ICT機器（電子黒板、実物投影機など）の導入

2,344千円

□　心の教室相談員の配置（科目：10-3-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

市内３中学校に心の相談員を配置し、生徒の心のケアを行います。

□　特別支援教育支援員の配置（科目：10-1-4） ・・・・・・・

市内の各小学校に9名の支援員を配置します。

□　不登校児童生徒の相談（科目：10-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・不登校児童生徒相談事業 2,411千円

児童・生徒等の不安や悩みを電話、面談などで相談を行っています。

・適応指導教室設置事業 4,058千円

さまざまな理由で登校できない子どもの心の負担を軽減したり学習意欲や気力

回復のため適応指導教室設置しています。

・教育相談推進事業 3,037千円

□　英語指導助手配置（科目：10-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

外国語指導助手（ALT）を2名配置し、国際理解教育を推進しています。

□　総合学習振興事業（科目：10-2-2　10-3-2） ・・・・・・・

英語教育の充実等総合的な学習時間を推進しています。

○主な事業・経費
・小学校に英語講師の派遣 800千円

□　教材・教具等整備事業（科目：10-2-2　10-3-2） ・・・・・・・

□　教育用情報機器更新（科目：10-2-2） ・・・・・・・ ※

市内小学校10校のパソコン教室で使用するパソコンの端末等を更新します。 （新年度は、利息のみ）

小学校パソコン更新　157台

なお、更新には、北海道市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、5年リースで更新します。

□　教育振興事業（科目：10-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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ています。

○主な事業・経費
・教育振興補助金 2,300千円

・特色ある教育活動助成金 300千円

・・・・・　　2,100千円

・・・・・　20,315千円

・・・・・　　9,506千円

・・・・・　　2,344千円

・・・・・　　8,674千円

・・・・・　　2,907千円

・・・・・　433千円

・・・・・　　2,628千円

・・・・・　43,444千円
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□　社会科副読本の作成（科目：10-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

新しい社会科副読本を作成します。

○主な事業・経費
・社会科副読本の印刷

200ページ　1,800部

□　育英事業（科目：10-1-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・育英奨学金利子補給補助金 5,368千円

□　要保護・準要保護児童生徒就学援助費（科目：10-2-2　10-3-2）・・・　39,815千円

経済的理由により小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し援助します。

新年度より一部対象費目を拡大して援助します。

○主な事業・経費
・小学校分 20,140千円

・中学校分 19,675千円

●　健康教育と安全確保

□　学校保健推進事業（科目：10-2-1　10-3-1） ・・・・・・・

児童生徒並びに教職員の健康増進を図ります。

○主な事業・経費
・小学校分 9,540千円

・中学校分 4,171千円

□　給食センターの運営・整備（科目：10-7-3）・・・・・・・・・・・・・・・・・

新年度は、老朽化した厨芥処理施設の修繕を実施します。

○主な事業・経費
・運営事業 75,444千円

・維持管理事業 25,567千円

厨芥処理施設修繕 144千円 （新年度は、利息のみ）※

なお、更新には、北海道市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、5年リースで更新します。

（4）大学教育の充実

□　大学の維持管理に要する経費（科目：10-5-2） ・・・・・・・

新年度、老朽化した本館屋根を改修し、落雪防止の機能を整備することで、学生が安全で快適に

学習できる環境整備を図ります。

○主な事業・経費

・本館屋根改修工事 9,900千円 ※

□　大学教育振興事業（科目：10-5-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・教育研究の振興

□　学生の実習等に要する経費（科目：10-5-3） ・・・・・・・

□　教材・教具等の整備に要する経費（科目：10-5-3） ・・・・・・・

・・・・　　　3,051千円

102,598千円

2,741千円

・・・・・　　5,386千円

・・・・・　101,011千円

・・・・・　13,711千円

914,244千円

32,434千円

・・・・・　52,155千円

・・・・・　35,764千円
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□　公開講座事業（科目：10-5-3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　学生への就職支援（科目：10-5-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

就職対策支援員の配置や、各種講座、企業説明会の開催及び学生の企業説明会への参加を

支援し就職活動をサポートします。

○主な事業・経費
・就職対策支援員の配置

・就職ハンドブック作成委託料

□　学生募集事業（科目：10-5-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

オープンキャンパス開催、高校訪問、大学案内作成、提供等による学生募集活動を広く展開します。

○主な事業・経費
・学生募集広告掲載及び配布業務委託 5,886千円

・インターネット情報サイト掲載委託 4,463千円

・オープンキャンパスに要する経費

□　入学試験の実施運営に要する経費（科目：10-5-1） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・学生募集要項の印刷 1,434千円

・入学試験札幌会場の借上 1,540千円

□　学校保健推進事業（科目：10-5-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

学生並びに教員の健康保持増進を図ります。

新年度より、スムーズな実習活動実施に向け、学生の抗体検査内容を充実します。

また、保健福祉センターを改修し、学生からの相談環境の充実を図ります。

（科目：10-5-1 　10-5-2）

・保健福祉センター嘱託職員の配置 2,775千円 ※

・保健福祉センター改修工事 500千円 ※

□　精神保健福祉士養成課程設置準備（科目：10-5-2　10-5-3） ※

保健福祉学部社会福祉学科において、平成26年度入学生から精神保健福祉士養成の開始を予定

していることから、国の定める指定規則に適合するための施設及び教材の整備を実施します。

（事業費は他事業と重複計上）

○主な事業・経費
・精神保健福祉士演習教室対応多目的室改修工事

726千円 ※

・恵陵館多目的室等無線ＬＡＮ増設委託 1,498千円 ※

・精神保健福祉士演習教室対応教室・演習用備品

5,637千円 ※

□　大学図書館の運営・整備に要する経費（科目：10-5-4）

○主な事業・経費
・運営事業 19,537千円

・整備事業 11,226千円

□　大学図書館建設基本設計委託料（科目：10-5-4） ※

「基本構想・基本計画」に基づき、基本設計を実施し、「学生の学修支援」「教育研究支援」

「社会、地域との連携及び市民開放、交流事業等の展開」などを実現する大学図書館の機能や

施設計画の構築を進めます。

・・・・・　10,052千円

・・・・・　　9,196千円

・・・・・　30,763千円

3,113千円

604千円

・・・・・　14,421千円

746千円

・・・・・　　5,852千円

・・・・・　　18,000千円

・・・・・　　1,800千円

・・・・・　　7,041千円
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□　道北地域研究所の運営に要する経費（科目：10-5-5）・・・・・・・

○主な事業・経費
・運営事業 3,551千円

・特別研究事業 1,000千円

□　学生寮の運営・維持管理に要する経費（科目：10-5-6）

○主な事業・経費
・運営事業 895千円

・維持管理事業 8,056千円

□　大学教員住宅の管理に要する経費（科目：10-5-1） ・・・・・・・

(5)　食育の推進

「名寄市食育推進計画」や「名寄市地産地消推進計画」に基づき食育を推進します。

□　食育推進事業（科目：6-1-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　 ○主な事業・経費
・教育ファーム推進事業補助金 700千円

(6)　家庭教育の推進

□　家庭教育学級運営事業（科目：10-6-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

家庭教育の振興を図るため、市内の幼稚園に家庭教育学級を開設し研修会、講習会等

を実施します。

(7)　生涯スポーツの振興

●　スポーツ施設の整備、管理運営に要する経費

□　体育施設管理運営一般行政経費（科目：10-7-2） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄市体育施設指定管理委託料 80,647千円

スポーツセンター 45,016千円

市営球場 1,286千円

テニスコート 3,042千円

市営プール (南・智恵文) 12,260千円

Ｂ＆Ｇ海洋センター 8,089千円

ピヤシリシャンツェ 10,954千円

・体育センターピヤシリ・フォレスト指定管理委託料

13,994千円

□　体育施設整備事業（科目：10-7-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・市営球場バックスクリーン塗装工事 2,400千円 ※

・ピヤシリシャンツェ競技システム借上 2,850千円 ※

□　名寄スケートリンク場管理運営事業（科目：10-7-2） ・・・・・・・

新年度、新たなスケートリンクの設置に向け、管理棟の新設工事などを実施します。

○主な事業・経費
・スケートリンク管理棟新設工事 8,000千円 ※

・スケートリンク水源施設整備工事 5,000千円 ※

・・・・・　　4,551千円

・・・・・　　8,951千円

・・・・・　　15,500千円

・・・・・　97,803千円

・・・・・　18,414千円

・・・・・　49,140千円

・・・・・　　　934千円

・・・・・　　　201千円
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□　風連球場管理運営事業（科目：10-7-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

□　風連スキー場管理運営事業（科目：10-7-2） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・風連スキー場管理委託料 4,998千円

・ロープリフト用モーター修繕等 4,133千円 ※

□　風連Ｂ＆Ｇ海洋センター等管理運営事業（科目：10-7-2）

□　風連東地区運動広場管理運営事業（科目：10-7-2）

□　風連旭サンシャインホール管理運営事業（科目：10-7-2）

●　スポーツの普及・振興

□　体育振興一般行政経費（科目：10-7-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種体育関係団体への支援等を実施し、スポーツの普及を図っています。

○主な事業・経費
・上川北部広域スポーツクラブ負担金 50千円

・名寄市体育協会補助金 3,000千円

・風連町体育協会補助金 900千円

・風連スポーツクラブ「ポポ」補助金 650千円

・風連町スポーツ少年団補助金 240千円

□　スポーツ推進委員活動事業（科目：10-7-1） ・・・・・・・

○主な事業・経費
・スポーツ推進委員（16人）の配置 832千円

□　各種大会開催事業（科目：10-7-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・第61回なよろ憲法記念ロードレース負担金 400千円

共催事業補助（2競技）

・第44回名寄ピヤシリジャンプ大会 855千円

・第32回名寄ピヤシリ歩くスキー大会 600千円

団体主催大会補助（7競技）

・第19回クロスカントリー名寄大会 225千円

・サンピラー国体記念第11回サマージャンプ大会 585千円

・第26回ピヤシリカップ杯カーリング大会 50千円

・第29回名寄あかげらロードレース 90千円

・平成25年度市民水泳大会 50千円

・第46回北海道社会人卓球選手権大会兼全日本予選大会

300千円 ※

　 ・第57回高松宮賜杯全日本軟式野球北北海道大会

200千円 ※

□　研修事業（科目：10-7-1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・Ｂ＆Ｇスポーツ大会参加負担金 300千円

・・・・・　　　697千円

・・・・・　　10,678千円

・・・・・　　1,096千円

・・・・・　　4,195千円

・・・・・　　　406千円

・・・・・　22,499千円

・・・・・　　1,653千円

・・・・・　　1,313千円

・・・・・　　5,201千円
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(8)　青少年の健全育成

□　放課後子ども教室事業（科目：10-1-4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育改善プロジェクトに基づき、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「放課後子ども教室」を開設します。

□　青少年問題等対策事業（科目：10-6-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・専門指導員の配置

・名寄市児童生徒補導協議会補助金 70千円

□　青少年育成事業（科目：10-6-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

○主な事業・経費
・名寄青少年育成事業 1,587千円

野外体験学習「へっちゃＬＡＮＤ」実行委員会補助金 

青少年の健全育成を図るため体験活動事業、参加支援を実施します。

400千円

・風連青少年育成事業 2,276千円

都会っ子体験交流実行委員会補助金

友好交流都市「杉並区」と名寄の子どもたちが、相互交流や共同体験を

通じて新たな友達づくりと地域交流を実施します。

 1,986千円

□　杉並名寄自然体験運営事業（科目：10-6-2） ・・・・・・・

スノーシューやスノーモビルなど名寄の冬を楽しむメニューを通じて、杉並区の小学生と名寄の小学生が

交流し、新たな友達づくりと地域交流を実施します。

□　成人式運営事業（科目：10-6-2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

青年の健全育成を図るため成人式を実
施しています。

○主な事業・経費
・成人式実行委員会負担金 550千円

□　児童センター運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-5）

○主な事業・経費
・運営事業 7,278千円

・維持管理事業 10,769千円

新年度、児童センター体育館屋根改修工事を実施します。

児童センター体育館屋根改修工事

5,565千円 ※

□　風連児童会館の運営・維持管理に要する経費（科目：10-6-5）

○主な事業・経費
・運営事業 3,393千円

・維持管理事業 4,035千円

・・・・・　91千円

・・・・・　　2,930千円

・・・・・　　　629千円

・・・・・　18,047千円

・・・・・　　7,428千円

・・・・・　　1,926千円

1,069千円

・・・・・　　3,863千円
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□　学童保育所の運営に要する経費（科目：10-6-2　10-6-5）

○主な事業・経費
・学童保育所管理運営事業補助金 13,211千円

市内2つの民間学童保育所に対して運営経費の一部を補助しています。

・民間児童クラブ利用支援補助金 924千円 ※

新年度より、就学援助世帯の負担軽減及び民間児童クラブの利用促進のため

使用料の一部を補助します。

・南児童クラブ運営事業 10,974千円

・風連児童クラブ運営事業 5,855千円

(9)　地域文化の継承と創造

□　芸術文化の振興に要する経費（科目：10-6-1） ・・・・・・・

（事業費は他事業と重複計上）

○主な事業・経費
・名寄市文化協会補助金 360千円

・名寄市風連文化協会補助金 276千円

・舞台芸術劇場補助金 1,200千円

・文化芸術アドバイザーの委嘱 361千円 ※

市民ホールを核として名寄市全体の文化芸術振興を図るため、新年度、専門的な

指導や助言を求める「文化芸術アドバイザー」を委嘱します。

□　文化財保護事業（科目：10-6-8） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

有形・無形・埋蔵文化財の調査、保護を通じて地域文化の向上を図っています。

○主な事業・経費
・風連獅子舞保存会補助金 122千円

・・・・・　　2,197千円

・・・・・　　　525千円

・・・・・　30,964千円
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