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基本目標Ⅰ  市民と行政との協働によるまちづくり 

市民主体のまちづ

くりの推進 

まちづくり推進事業   継続 
個人・団体が取り組む地域活性化に関する特産品の開

発研究・イベント開催・人材育成等の一部経費を助成 
企画課 

地域コミュニティのあり方の

検討 
  継続 

町内会、地域連絡協議会など、地域コミュニティの活性

化に向けた今後のあり方について検討 
企画課 

町内会連合会補助事業   継続 
構成町内会の連携強化や住民福祉の増進を図る「町

内会連合会」に対する支援 
企画課 

地域連絡協議会等活動 

支援事業 
  継続 

地域連絡協議会が行う町内会単位の枠を越えた取組

等に対する支援（運営費、活動費） 
企画課 

町内会自治活動交付金 

事業 
  継続 

市広報紙の配布などコミュニティづくりを促進する地域

活動に対する、町内会への支援（均等割、世帯割） 
企画課 

多様な媒体による広報の 

推進 
  継続 多様な媒体による市政情報の積極的な発信等の検討 企画課 

多様な広聴機会の創出   継続 出前トーク、市長室開放、その他懇談会の開催等 企画課 

人権尊重と男女共

同参画社会の形成 
男女共同参画推進事業   継続 男女共同参画先進企業や個人・団体への表彰等 企画課 

交流活動の推進 

名寄市・鶴岡市姉妹都市 

交流事業 
  継続 

「名寄・藤島交流友の会」への運営支援を行うことで、

「友の会」間の相互訪問、特産品の販売交流等を通じ

た友好交流を推進 

交流推進課 

名寄市・杉並区交流自治体

交流事業 
  継続 

都市交流実行委員会を通じて行う、人・物・文化等の幅

広い交流に取り組むことで、友好交流を推進 
交流推進課 

ふるさと会交流事業   継続 

ふるさと名寄市の応援団である、各ふるさと会の支援、

様々な交流活動の円滑な実施、市民との交流の推進

等を図る 

交流推進課 

名寄市・リンゼイ姉妹都市

交流事業 
  継続 

「名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会」への運営を支援

し、高校生の相互派遣等を通じた友好交流を推進 
交流推進課 

名寄市・ドーリンスク市友好

都市交流事業 
  継続 

「名寄・ドーリンスク友好委員会」への運営を支援し、訪

問団の相互派遣等を通じた友好交流を推進 
交流推進課 

名寄市・台湾交流事業   継続 

国内外の様々な分野で活躍できる人材の育成、交流

人口拡大による地域の活性化等を図るための、教育旅

行受入事業等の取組 

交流推進課 

移住促進事業 経 継続 
移住促進のための情報発信、受入体制の整備及び移

住者向け「お試し移住住宅」の整備、管理運営 
営業戦略課 

広域行政の推進 定住自立圏推進事業   継続 
圏域の人口定住、活性化に向けた広域連携を推進す

るため、定住自立圏共生ビジョン懇談会を開催 
総合政策室 

健全な財政運営 ふるさと納税の推進   継続 
名寄市の特色を活かしたふるさと納税事業や返礼のあ

り方等を検討 
総務課 

効率的な行政運

営 

研修事業   継続 
人材育成方針に基づき、求められる人間像、持つべき

スキルに応じた計画的な研修開催等による人材育成 
総務課 

庁舎のあり方の検討   新規 

行政の拠点である庁舎については老朽化が進んでいる

ため、災害時における機能確保や分散する庁舎の集約

など、今後の庁舎のあり方を検討 

総務課 
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基本目標Ⅱ  市民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり 

健康の保持増進 

健康づくり運動推進事業   継続 
チャレンジデー・健康まつり負担金、補助金、健康づくり

地区組織活動の支援 
保健センター 

生活習慣病予防等活動 

事業 
  継続 

健康診査、健康相談、健康教室、健康マイレージ、機

能訓練 
保健センター 

がん検診事業   継続 各種がん検診 保健センター 

特定不妊治療費助成事業 安 継続 
不妊治療（体外受精・顕微授精及び男性不妊治療）に

要する費用の一部助成 
保健センター 

母子健康支援・親子教室 

事業 
安 継続 

妊婦一般健康診査、こんにちは赤ちゃん事業、乳幼児

健診、親子教室等を実施 
保健センター 

産婦健康診査・産後ケア 

事業 
安 新規 

【産婦健康診査事業】 産後２週間、１カ月などの産婦

に対する健康診査にかかる費用２回分までを助成 

【産後ケア事業】 家族等からの十分な家事・育児など

の援助が受けられず、産後（４か月未満）の体調や育児

に不安を感じている方などに対して、きめ細かい支援を

実施するため助産師（民間）が訪問し、その費用の一部

を助成 

保健センター 

感染症対策事業 安 継続 
高齢者へのインフルエンザ・肺炎球菌予防接種、乳幼

児等への４種混合、MR ワクチン等の予防接種 
保健センター 

地域医療の充実 

地域医療支援事業の推進   継続 
地域医療の充実のため、近隣医療機関に対し専門診

療、夜勤、休日勤務等の診療応援のための人員を派遣 
市立病院 

道北北部連携ネットワークの

拡大 
  継続 

ポラリスネットワークの対象病院の拡大・利用の推進を

通じて、病院機能の分化を補完するとともに、地域住民

の救命率の向上を図る 

市立病院 

地域包括ケアシステムの 

役割分担 
  継続 

市立総合病院は救急を含む急性期、東病院は慢性

期、国保診療所はかかりつけ・在宅医療などの役割を

担う 

市立病院 

医療スタッフの充実   継続 
各施設に求められる医療の維持、充実を図るために、

医師、看護師等の医療スタッフの確保と充実を図る 
市立病院 

名寄市開業医誘致助成 

事業 
安 継続 

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 

保健センター 

市立病院救命救急センター

施設整備 
安 継続 

専門医による重篤な患者への早期の適切な治療開始

を目的とした機能・機材を適宜整備 
市立病院 

新名寄市病院事業 

改革プランの推進 
  継続 

平成 28年度（2016年度）に策定したプランを着実に実

行し、各病院の機能分担を明確化、経営効率化やネッ

トワーク化等を推進 

市立病院 

子育て支援の推

進 

市立保育所整備事業 安 継続 老朽化が著しい保育所を整備 こども未来課 

民間特定教育・保育施設へ

の運営支援 
安 継続 

子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育・保育施設

への施設型給付費※の給付 
こども未来課 
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子育て支援の推

進 

名寄市待機児童解消緊急

対策事業 
安 継続 

保育士並びに保育士資格を取得予定の学生への支援

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 

こども未来課 

乳幼児紙おむつ用ごみ袋

支給事業 
安 継続 

乳幼児期の紙おむつ処理に要する有料ごみ袋を、月齢

に応じて定めた枚数分を無償で支給 
こども未来課 

乳幼児等医療給付事業 安 継続 
小学生までの医療費助成、独自拡大により全額助成実

施（小学生は入院のみ対象） 
こども未来課 

地域子育て支援拠点事業 安 継続 子育て支援施設での就学前児童親子の子育て支援 こども未来課 

子育て支援活動助成事業 安 継続 

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への助成 

こども未来課 

ファミリー・サポート・センター

事業 
安 継続 

登録会員が有償ボランティアで実施する、サービス提供

による子育て支援 
こども未来課 

子ども家庭総合支援拠点

事業 
安 統合 

・子ども家庭支援全般に係る業務 … 実情の把握、情

報の提供、相談等への対応、総合調整 

・要支援児童及び要保護児童等への支援業務 … 危

機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作

成、支援及び指導等、児童相談所の指導措置委託を

受けて市町村が行う指導。 

・関係機関との連絡調整 

・その他の必要な支援 … 一時保護又は措置解除後

の児童等が安定した生活を継続していくための支援 

こども未来課 

ひとり親家庭等医療給付 

事業 
安 継続 

ひとり親家庭等の母または父及び児童に係る医療費助

成 
こども未来課 

こども発達支援事業 安 継続 
サービス等利用計画に基づき、個別の支援計画を作成

し、その子にあった支援を実施 
こども未来課 

相談支援事業 安 継続 

発達に心配のある子どもに対して、保護者の意向に基

づき、サービス等利用計画を作成し、定期的にその計

画の見直しを実施 

社会福祉課 

地域福祉の推進 

町内会ネットワーク事業   継続 

町内会、老人クラブ、民生委員児童委員等が連携して

ネットワークを構築し、支援を必要とする方々を地域で

支える仕組みづくりを行う、社会福祉協議会の事業に対

する補助金 

社会福祉課 

社会福祉協議会運営事 

業費補助金 
  継続 

地域福祉の推進を目的に各種事業を実施する社会福

祉協議会に対する運営補助金 
社会福祉課 

生活困窮者自立支援事業   継続 

生活保護に至る前の生活に困窮している方からの多様

で複雑化した相談を、専門相談員が相談者の悩みに応

じた助言や自立支援プランを作成することで、自立に向

けて支援をおこなう 

社会福祉課 

低所得者の冬の生活支援

事業（福祉灯油支援事業・

冬の生活支援事業） 

  継続 

冬期暖房燃料の購入が生活費に大きな影響を与える

低所得の世帯に対し、灯油券及び採暖用電気料の一

部を支援 

社会福祉課 

高齢者施策の推

進 
一般介護予防事業 

 
継続 

介護予防の取組を強化するため、住民主体の通いの場

を充実させ、リハビリ専門職の派遣、介護予防に関する

普及啓発などを実施 

高齢者支援課 
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高齢者施策の推

進 

認知症総合支援事業   継続 
今後増加する認知症の人やその家族を、地域や関係

機関が支えていける施策を講じる 
高齢者支援課 

介護予防・生活支援 

サービス事業 
  継続 

要支援者等が要介護状態になることを予防するため、

訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス

等を実施 

高齢者支援課 

介護サービス提供基盤等

整備事業 
  継続 

高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画に基づ

き、介護サービス提供基盤の整備を促進 
高齢者支援課 

（仮称）介護人材就労定着

支援事業 
  新規 

・介護職員初任者等研修受講費用の助成 

・資格保持者への就職支度金の助成 

・介護職場説明会・事業者向け研修会の開催 

高齢者支援課 

しらかばハイツ等施設整備

事業 
  継続 

特別養護老人ホーム・デイサービスセンターにおける各

種施設設備について、老朽化により更新が必要となるも

のについて更新 

事業団担当 

(しらかばﾊｲﾂ) 

清峰園等施設設備等更新

事業 
  継続 

特別養護老人ホーム・デイサービスセンターにおける各

種施設設備について、老朽化により更新が必要となるも

のについて更新 

事業団担当 

(清峰園) 

除雪サービス事業   継続 
除雪困難な高齢者世帯等に対し除雪費用及び屋根雪

下ろし費用の一部を助成 
高齢者支援課 

医療介護連携情報共有 

ＩＣＴ※構築事業 
  新規 

医療データと介護事業所データを相互活用し、医療・介

護・福祉などの支援関係者が随時連携できる情報共有

システム、住民参加型ポータル画面の２事業を組み合

わせたＩＣＴネットワークを構築する 

高齢者支援課 

障がい者福祉の

推進 

成年後見制度利用支援事

業 
  継続 

成年後見制度の利用が有効と認められる障がいのある

人に対し、成年後見制度の利用を支援し障がいのある

人の権利擁護を図る 

社会福祉課 

グループホームの設置促進   継続 
地域生活に移行する障がい者の居住支援として、グル

ープホームを整備 
社会福祉課 

重度障害者ハイヤー料金

助成事業 / 重度視力障

害者電話料助成事業 

  継続 
通院等のために、市内で利用するハイヤー料金の一部

を助成することで、障がい者等の福祉の増進を図る 
社会福祉課 

基幹相談支援センター事業   継続 

地域における相談支援の中核的な役割を担い、障がい

者等の相談支援に関する業務を、ワンストップで総合

的・専門的に行なう取組 

社会福祉課 

地域生活支援事業   継続 

障がい者等が自立した生活ができるよう、地域状況や

利用者実態に応じた事業を効果的に実施し、障がい者

等の福祉の増進を図る 

社会福祉課 

国民健康保険 

後発医薬品の使用促進   継続 
差額通知書やジェネリック希望シールの送付、市内医

療機関や調剤薬局に対し使用促進の勧奨依頼を実施 
市民課 

データヘルス計画※に基づく

特定健診※・特定保健指導※ 
  継続 

対象者へのダイレクトメール・電話・訪問による受診勧

奨、健診結果により保健指導を実施 
市民課 
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基本目標Ⅲ  自然と調和した環境にやさしく快適で安心安全なまちづくり 

環境との共生 

温暖化対策啓発事業・公害

対策事業 
  継続 

環境問題の実態を把握し環境汚染防止に向けた取組

と地球温暖化防止に向けた啓発 
環境生活課 

火葬場整備事業   継続 
定期的に点検等を行い、施設の維持に努めるとともに、

計画的な整備の実施 
環境生活課 

エネルギーに関する講習会

等の開催による普及啓発 
  継続 

新エネルギー・省エネルギーなど普及啓発を促進する

ため、講演会等の実施 
企画課 

循環型社会の形

成 

資源集団回収奨励金交付

事業 
  継続 

資源の有効利用、廃棄物の減量化、地域コミュニティ

ーの形成等を目的に実施 
環境生活課 

炭化センター・衛生センタ

ー・最終処分場維持管理費

負担事業 

  継続 
廃棄物の適正処理に係る施設維持管理、廃棄物処理

経費の負担 
環境生活課 

次期処理施設の整備の 

検討 
  継続 

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 

分別・資源化啓発事業   継続 
一般家庭からの廃棄物の資源化と減量化に向けた分

別・排出の啓発 
環境生活課 

防災対策の充実 

まちごとまるごとハザードマッ

プ(避難所マークの設置、公

共施設等に浸水深表示) 

  継続 

避難所への案内板や、浸水レベル等の掲示板を地域

に提示し、住民の避難に対する理解や意識の高揚を図

る 

防災・法制 

・訟務担当 

交通安全 

地域性を踏まえた体系的な

交通安全教育の実施 
  統合 

各関係機関・団体と連携し、幼児から高齢者まで、段階

的体系的な交通安全教育の推進 
環境生活課 

官民一体で取り組む全市民

参加の交通安全運動の実施 
  統合 期別の交通安全運動や交通安全教室、旗の波の取組 環境生活課 

生活安全 空家等対策計画推進事業   継続 
空家等対策計画に基づいた適正管理の啓発活動、空

地の有効活用の検討、空家バンクに係る取組等 
環境生活課 

消費生活の安定 

広域消費生活センター運営

事業※ 
  継続 

相談員２名体制を維持し、相談業務の充実強化や相

談員研修の機会を支援 
消費生活センター 

消費生活講演会等開催 

事業 
  継続 出前講座、消費生活セミナーの開催 消費生活センター 

消費者活動団体支援事業   継続 消費者団体へ補助金による支援 消費生活センター 

住宅の整備 

名寄市住宅関連計画策定

業務 
  継続 

各種計画との整合性を図りつつ、住宅事情や住宅ニー

ズ等に伴う課題を整理し、住宅政策の将来目標や方向

性を定める計画を策定 

建築課 

公営住宅整備事業   継続 
公営住宅等長寿命化計画※に基づき、老朽化した公営

住宅の建替えや住戸改善等の整備の推進 
建築課 

公営住宅長寿命化等事業   継続 

公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存団地の改善・

修繕・用途廃止により公営住宅既存ストックの有効活用

と長寿命化を図る 

建築課 

既存住宅耐震改修促進 

事業 
  継続 

民間住宅の耐震性向上のため耐震診断及び耐震改修

の費用の一部を補助 
建築課 

都市環境の整備 

名寄市都市計画マスタープ

ラン※見直し・名寄市立地適

正化計画※策定委託業務 

  継続 

各種計画との整合性を図りつつ、まちづくりの基本理念

である都市計画マスタープランの中間見直しと、コンパク

トシティ化を具現化する立地適正化計画の策定を検討 

都市整備課 
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都市環境の整備 公園長寿命化事業 安 継続 都市公園の遊具更新 都市整備課 

上水道の整備 

上水道第２期拡張事業 

（給水区域拡張のための送

水管新設整備等） 
 

継続 第２期拡張事業に伴う水道管新設整備 工務課 

配水管※網整備事業（給水

区域内の配水管新設整備） 
  継続 水道管未整備地区の水道管新設整備 工務課 

名寄市水道事業中期経営

計画（経営戦略）の推進 
  継続 中長期的な経営の基本計画「経営戦略」の策定、推進 業務課 

下水道・個別排水

の整備 

公共下水道事業   継続 管渠・下水処理場機器の整備、更新 工務課 

不明水※対策事業   継続 不明水の基礎・詳細調査、対策工事 工務課 

個別排水処理施設整備 

事業 
  継続 合併浄化槽の整備 工務課 

道路の整備 

郊外幹線道路の整備       継続 市道の改良・舗装・舗装改築 都市整備課 

都市計画道路の整備   継続 市道の改良・舗装 都市整備課 

市街地の道路整備       継続 市道の改良・舗装 都市整備課 

郊外地の道路整備   継続 市道の改良・舗装 都市整備課 

除排雪のあり方の検討   継続 
除排雪のあり方について、地域との協議、他自治体の例

などを参考としながら研究・検討 
都市整備課 

市道除雪事業   継続 除雪の実施 都市整備課 

市道排雪事業   継続 排雪の実施 都市整備課 

道路除排雪事業（排雪ダン

プ助成・市道及び私道除排

雪助成・風連市街地区国道

及び道道排雪助成） 

  継続 排雪ダンプ助成などによる各団体への支援 都市整備課 

橋梁長寿命化整備事業   継続 橋梁修繕、橋梁点検 都市整備課 

地域公共交通 

デマンドバス運行委託事業   継続 デマンドバス運行委託 企画課 

バス路線の維持・確保   継続 バス路線の維持・確保 企画課 
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基本目標Ⅳ  地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまちづくり 

農業・農村の振興 

農道整備事業   継続 
農村地域の交通の利便性の確保や農業生産物の流

通、生産性の向上を図る 
耕地林務課 

国営造成施設管理体制 

整備促進事業 
  継続 管理体制強化・施設の改修保全・啓蒙普及活動等 耕地林務課 

道営水利施設整備事業   継続 

１次整備から40年以上が経過し、経年劣化が進んでい

る幹線用水路の補修及び改修をし長寿命化対策を図

る 

耕地林務課 

道営農地整備事業   継続 

１次整備から 30 年以上が経過し、農業用機械の大型

化に対応できる区画の拡大や暗渠排水整備により、湿

害対策を図る 

耕地林務課 

農地保全・多面的機能維持

対策事業 
  新規 

・不耕作地を出さないための地域活動の推進や、各地

域の農業用施設等の管理及び維持補修により施設の

長寿命化の取組を多面、中山間等の事業を活用し取組む 

・農地集積における将来図、農地維持の継続に関する

問題点について、人・農地プランの協議や多面などの

地域活動組織及び青年部などの団体での協議を通じ

て課題を明確にし、多面、中山間等の事業への反映

を図る 

・計画的な農地集積が図られるよう、人・農地プランに

おける将来の出し手と受け手の情報を農業委員会と共

有し、農地あっせん協議などで活用を図る 

農務課 

国営機能保全事業 風連

地区 
  新規 

国営事業で、施設の機能診断を行い、その後施設の補

修や補強等の長寿命化対策を実施することで施設機

能の保全を図るとともに、ライフサイクルコストの低減を

図る 

耕地林務課 

市営牧場整備事業   継続 
市営牧場の機能維持・向上を図るため必要な施設整

備 
農務課 

畜産クラスター事業   新規 

・収益力・生産基盤の強化を図るため、省力化機械の

整備による規模拡大の推進 

・作業効率の向上・高品質な自給飼料の利用促進・購

入飼料費削減を図るため、ＴＭＲセンターの設立支援

及び既存ＴＭＲセンターの拡充 

・哺育・育成作業の分業化による労働負担軽減、規模

拡大の推進、優良後継牛確保を図るため、哺育・育成

センターの設立検討 

・粗飼料生産に係る作業の分業化による労働負担軽

減、草地更新率向上、高品質自給飼料の確保を図る

ため、コントラクター組織の構築検討 

農務課 

農業振興センター事業   統合 
新たな栽培技術や農産物導入に向けた試験・研究によ

り更なる農業所得の向上、作業効率化に向けた技術普及 
農務課 

高付加価値化と消費拡大

の推進 
経 統合 

・農産物の加工等による付加価値向上に向けた研究等

への支援及び名寄産農畜 

・産物の知名度向上等の取組による販路拡大とブランド

化の推進 

農務課 

労働力確保対策事業   継続 
農業労働力の不足を補うための雇用労働力確保に向

けた制度の確立とコントラクター等の作業受託組織の育成 
農務課 
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農業・農村の振興 

農業振興資金融資事業   継続 
農業者の経営改善と育成、農業振興を図るための資金

の融資 
農務課 

農業後継者対策事業 経 継続 農業後継者の婚活支援の推進 農務課 

担い手育成支援事業 経 継続 
農業後継者の経営面・栽培技術面でのスキルアップ

や、農業所得向上等の取組に対する支援 
農務課 

新規就農者確保対策事業 経 継続 
名寄市の特色を活かした新規参入による新規就農者の

確保及び就農後の早期安定に必要な支援 
農務課 

農村女性活動支援事業 経 継続 女性活動の支援 農務課 

有害鳥獣駆除対策事業   継続 有害鳥獣農業被害防止対策協議会への補助 農務課 

農業・農村交流促進事業 経 継続 

都市と農村、市民と農業・地場農産物を結ぶ交流推進

による農産物・加工品等の消費拡大の取組に対する助

成 

農務課 

森林保全と林業

の振興 

森林整備担い手対策事業

（森林作業員就業条件整備

事業） 

経 継続 就労日数に応じた奨励金の支給 耕地林務課 

民有林林業振興推進事業   継続 民有林を対象とした造林事業への補助 耕地林務課 

市有林造林事業   継続 下刈、間伐、皆伐など造林事業 耕地林務課 

商業の振興 

中小企業振興事業 

（商店街等活性化事業） 
経 統合 

・中心市街地の中核をなす商店街の自主性による人の

導線構築、魅力的な商店街形成に向けた調査事業等

への助成とともに、商店街において新たに経済活動を

行う事業主等への支援により、商店街の活性化を目指

す 

・地域資源を活用した商品のブランド力の向上・市場競

争力を生み出すため、新商品開発・販路拡大への支

援を行う 

・事業運営の基礎となる資金需要の円滑化を図るた

め、融資の斡旋及び信用保証料並びに利子の補給を

行う 

営業戦略課 

住宅改修等推進事業 

補助金 
経 継続 

住宅改修に対して助成を行い、市民の居住空間の向上

を推進するとともに技術者の人材育成及び地域経済の

活性化を図る 

営業戦略課 

創業支援・事業承継事業 経 統合 

起業意欲ある者への経営相談・財政支援を行い、新規

創業へ誘導するとともに、後継者不足による廃業を避け

るための支援体制を構築し、市内事業所数の維持及び

第二創業※による発展を目指す 

営業戦略課 

工業の振興 
中小企業振興事業 

（人材育成確保事業） 
経 統合 

・中小企業振興を総合的に推進し、本市経済の発展及

び市民生活の向上に寄与する 

・市内中小企業が行う従業員の育成及び就職促進に

係る宣伝活動等の取組に対して支援を行うとともに、

上川北部地域人材開発センターの運営事業の振興を

図ることにより、人材の育成、安定的な地域内労働者

の育成を図る 

営業戦略課 
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工業の振興 企業立地促進事業 経 統合 

・名寄市内に工場等又は旅館等を新設、移転又は増設

する者に対し助成の措置又は課税の免除を行うことに

より、名寄市における工業の開発及び企業の立地を促

進し、名寄市の経済の発展と雇用機会の拡大を図る 

・企業誘致に向けた情報収集及び本市情報の発信を

行い、企業誘致の促進を図る 

営業戦略課 

雇用の安定 
雇用促進事業及び勤労者

福祉推進事業 
  統合 

・企業等による積極的な求人募集事業の展開と、移住

就労者の支援を行いミスマッチの解消と雇用の促進を

図るとともに、ハローワークや人材開発センター、建設

業協会といった関係機関・団体との連携及び情報交

換を密にし、円滑で効果的な雇用促進事業を実施す

る 

・労働者の福祉施策の充実により、勤労意欲や労働環

境の向上及び雇用の安定化を図る 

営業戦略課 

観光の振興 

スキー場事業 

（圧雪車、リフト修繕） 

経 

・ 

冬 

統合 

「名寄ピヤシリスキー場」の運営にあたり、リフト設備など

の修繕・更新、圧雪車によるゲレンデ整備などを通じ、

安心・安全に利用いただけるよう維持管理に努めるとと

もに、早期オープン、集客増加に向けた取組みを進める 

営業戦略課 

なよろ温泉整備事業 

経 

・ 

冬 

継続 なよろ温泉サンピラー施設改修 営業戦略課 

観光振興事業 

経 

・ 

冬 

統合 

魅力ある地域資源を活用し、各種観光振興事業の推

進に民間の発想を取り入れ、実行委員会等が中心とな

り観光協会など民間団体及び地域住民と共にイベントを

開催することによる市民の満足度向上、来訪者へのホ

スピタリティ※の向上を促し、交流人口の拡大を図り、ま

た、近隣市町村、上川管内及び道内地域が連携して、

一体的な観光商品開発・情報発信等を行うことにより、

圏域全体の観光振興に資することを目的とする 

営業戦略課 

 

      

 

基本目標Ⅴ  生きる力と豊かな文化を育むまちづくり 

幼児教育の充実 
民間特定教育・保育施設へ

の運営支援 
安 継続 

子ども・子育て支援法に伴う、民間特定教育施設への

施設型給付費※の給付 
こども未来課 

小中学校教育の

充実 

教育改善プロジェクト委員会

推進事業 
安 継続 

全小中学校の教諭等で組織する教育改善プロジェクト

委員会の取組を通して、教育活動等の改善充実を図る 
学校教育課 

心の教室相談員配置事業   継続 

中学校に心の教室相談員を配置し、生徒が悩み等を話

せる環境を整え、不登校やいじめ等の問題の早期発

見・早期解消を図る 

学校教育課 

外国青年（外国語指導助

手）招致事業 
  継続 

外国語指導助手を配置し、外国語を学び、コミュニケー

ションの方法を学ぶ 
学校教育課 

コミュニティ・スクールの 

導入 
  継続 

学校や地域の実態を踏まえて、コミュニティ・スクールを

導入し、学校と保護者・地域住民が連携・協働して取り

組む学校づくりを推進 

学校教育課 

スクールバス運行事業 安 継続 
学校統廃合による遠距離児童生徒の通学手段を確保

するためスクールバスを運行 
学校教育課 

小中学校施設補修・耐震事業   継続 老朽化した学校施設の維持･補修 学校教育課 
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小中学校教育の

充実 
市内小中学校改築事業   継続 

児童生徒が快適・安全な学習生活を送るため、老朽化

した校舎・屋内体育館等を改築 
学校教育課 

高等学校教育の

充実 

名寄市高校生資格取得 

支援事業 
  継続 

高校生が就職や進学に役立つ資格取得に対して、その

受験料を助成 
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 
  継続 

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 

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 

学校教育課 

大学教育の充実 

海外短期留学等支援事業   新規 

産業界、教職員、ふるさと納税及び一般財源等による

名寄市立大学奨学金基金の創設運営により、寄附者

の意向を踏まえ、本学学生で海外における短期の留学

や語学研修に参加しようとする学生を支援することによ

り、海外における学習及び生活を通して、国際化社会に

対応しうる豊かな人間性と高い知識を持った優秀な人

材の育成に寄与する 

市立大学 

既存校舎等改修事業   継続 
校舎等施設の老朽化や学生、教職員の多様なニーズ

に対応するための、必要な施設改修 
市立大学 

校舎バリアフリー化推進 

事業 
  継続 大学校舎のバリアフリー化を推進 市立大学 

情報及び実習環境整備 

事業 
  継続 

学生の学習環境、学務業務及び学校ＰＲ等の充実を図

るための、各種システム及びサーバ等情報システムの

更新及び実習環境の整備 

市立大学 

コミュニティケア教育研究 

センター活動推進事業 

安 

・ 

冬 

継続 

地域経済、地域社会、文化の発展に寄与できる教育研

究の蓄積に努め、地域課題の調査研究など地域貢献

に資する事業を推進 

市立大学 

名寄市立大学卒業生の 

地元定着促進事業 
安 継続 卒業後も学生が名寄市に定着するための取組を推進 市立大学 

給付型奨学金等給付事業   新規 

産業界・教職員等の寄付及びふるさと納税並びに一般

財源等による名寄市立大学奨学金基金の創設運営に

より、本学学生で経済的理由又は災害等により修学が

困難な者に対して、給付型奨学金等を給付することに

より、学修を奨励し有用な人材の育成に資するとともに、

安定的な学生確保を図る 

市立大学 

生涯学習社会の

形成 

図書館本館の改築   継続 
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 

高齢者学級運営事業   継続 

高齢者が自己の能力を開発し、生きがいのある人生観

の確立を図るとともに、地域のリーダーを養成するため、

高齢者学級を設置 

生涯学習課 

公民館分館事業   継続 
名寄市公民館、風連公民館、智恵文公民館の各分館

に交付金を支出し、各分館が自主的な活動を実施 
生涯学習課 

公民館市民講座   継続 

趣味・文化からまちづくりまで幅広く市民の学びの場を創

出し、生涯学習活動の推進とまちづくりへの市民参加を

推進 

生涯学習課 

スポーツの振興 

名寄ピヤシリシャンツェ整備

事業 
冬 継続 リフト設備等改修 

スポーツ・合宿

推進課 

スポーツセンター改修事業 冬 継続 トレーニング備品の更新・受電設備等の改修 
スポーツ・合宿

推進課 
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スポーツの振興 

各種大会開催事業 

経 

・ 

冬 

継続 全道・全国規模大会の支援、及び誘致 
スポーツ・合宿

推進課 

生涯スポーツ推進事業 冬 継続 ノルディックウォーク等の推進、及び障害者スポーツ 
スポーツ・合宿

推進課 

総合型地域スポーツクラブ

支援等事業 
  継続 スポーツクラブ支援及び上川北部ジュニア育成事業 

スポーツ・合宿

推進課 

冬季スポーツ拠点化事業 

経 

・ 

冬 

継続 ジュニア育成・スポーツコミッション設立等 
スポーツ・合宿

推進課 

青少年の健全育

成 

子どもの体験学習事業   継続 
自然体験・集団生活を通じ、自主性や社会性、協調性

などを育てるため「へっちゃ LAND」を実施 
生涯学習課 

青少年活動事業の実施   継続 

子ども会活動の促進事業、リーダー養成事業、育成者・

指導者の研修、派遣事業、顕彰事業、安全対策を実

施 

生涯学習課 

子どもの安全安心を守る 

活動推進 
安 継続 

青少年の健全育成を目的に、指導員の協力のもと日

中・夜間の巡視活動を実施 
青少年センター 

教育相談体制の充実 安 継続 
不登校児童生徒の学校復帰や自立への支援を図るた

め、教育相談体制の充実を図る 
教育相談センター 

放課後児童クラブの充実 安 継続 
児童の放課後における安全・安心な居場所を作り、子

育て支援を推進 
児童センター 

放課後子ども教室の充実 安 継続 

小中学生を対象にした放課後子ども教室の取組を通し

て、児童生徒が自ら学ぶ意欲を高め、学び方を身に付

ける取組の推進 

学校教育課 

児童館の整備 安 継続 
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 

地域文化の継承

と創造 

文化講演会の開催   継続 
市民文化の向上を目的とし、市民との協働により有識者

を招聘した文化講演会を開催 
生涯学習課 

市民と協働による文化芸術

推進事業 
  継続 

市民との協働により名寄市民文化センターＥＮ－ＲＡＹ

ホールや風っ子ホールを核に舞台芸術の鑑賞機会の

提供、市民参加の促進 

生涯学習課 

地域の歴史、自然、文化に

関する普及啓発 
  継続 

地域の歴史、自然、文化に関わる調査研究を進め、各

種展示会、講演会の開催と出版物を発行 
北国博物館 

文化財の保護と伝承活動の

支援 
  継続 

市指定文化財など市民共有の文化的財産を保護し、

次世代へ継承する伝承活動を支援 
北国博物館 

 
 


