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事業の選択と集中の徹底

名寄市総合計画（第 2次）や名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の各事業、立地

適正化計画に係る施策について着実に進めるとともに、市民の声にしっかりと耳を傾

け、真に求められている施策・喫緊の課題に対応できるよう事業を展開します。

予算編成の基本的な考え方

「総合計画」や「総合戦略」の具現化

持続可能で健全な財政運営の維持

＋

１

２

３

令和 2年度予算案

本市歳入における一般財源収入の減少を十分に認識し、基金など限りある財源を重点

的かつ効果的に活用するため、より一層、事業の選択と集中の徹底に努めます。

市民ニーズに応えるとともに、市民の安全安心な暮らしを支えていくためにも財政規

律を遵守し、健全な財政運営の維持に努めます。

＋
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名寄市総合計画（第２次）の概要

将来像

「自然の恵みと　　　
財産を活かしみ
んなでつくり育
む未来を拓く北
の都市・名寄」

基本目標Ⅰ

市民と行政との
協働によるまち

づくり

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

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

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

基本目標Ⅴ

生きる力と豊か
な文化を育むま
ちづくり

•地域経済の好循環を図り、まちに元気を生み出すため、新たな産業の創出や地域ブラン
ドの確立を促進し、雇用の場・人材の確保などに努めるとともに、交流人口の拡大に向
け、移住・交流の推進に取り組みます。

経済元気化

プロジェクト

•安心して子どもを産み育てることができる環境を充実させるために、子育てと仕事の両
立支援や子育て家庭への支援などを行ない、少子化対策・人口減少対策の強化に取り組
みます。

安心子育て

プロジェクト

•本市の自然環境・施設環境の強みを活かして、冬季スポーツの拠点化を目指すために、
冬季スポーツ合宿・大会誘致と併せて、ジュニア世代の育成強化を推進するとともに、
冬季スポーツを通して故郷への誇りと愛着を持てる人材の育成に取り組みます。

冬季スポーツ拠点化

プロジェクト

重点プロジェクト

「人づくり」 「暮らしづくり」 「元気づくり」

基本理念



（１）令和２年度地方財政計画の規模

　地方財政計画の規模
（前年度比 　＋1.3%）

（２） 一般財源総額の確保 

　一般財源総額
　＋1.2%） 

（３）地方交付税の確保

　地方交付税総額
　（出口ベース） 　＋2.5%）

（４）臨時財政対策債の抑制

（５）地域社会再生事業費（仮称）の創設

（６）まち・ひと・しごと創生事業費の確保

（７）社会保障の充実及び人づくり革命等

（８）緊急浚渫推進事業費（仮称）の創設

（９）森林環境譲与税の増額

（10）緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充等

（11）会計年度任用職員制度の施行への対応

（12）地域医療の確保

90兆7,400億円
　＋1兆1,500億円

　地方団体が、人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、防災・減災対策
等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、令和元年度を0.7兆円上回る額を
確保

 63兆4,318億円
（前年度比 　＋7,246億円

16兆5,882億円
（前年度比 　＋4,073億円

令和２年度地方財政計画の概要
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※前年度比は、当初予算との対比です。

（１）令和２年度一般会計の予算規模

（前年度比  ＋ 1.1％）

（２）市税

総額 （前年度比  ＋ 1.6％）

個人市民税 （前年度比  ＋ 3.0％）

法人市民税 （前年度比  ＋ 0.4％）

固定資産税 （前年度比  ＋ 2.4％）

（３）地方交付税

総額 （前年度比  ＋ 1.9％）

普通交付税 （前年度比  ＋ 2.1％）

特別交付税 （前年度比  ± 0.0％）

（４）基金の状況

基金繰入金 （前年度比  ▲8.4％）

基金名称 Ｈ30末残高 R1末残高 R2積立額 R2末残高

財政調整基金 1,791 1,748 3 1,266

減債基金 2,171 2,243 72 2,230

公共施設整備基金 1,534 1,274 0 1,014

地域振興基金 119 139 0 96

合併特例振興基金 1,232 1,232 0 1,232

地方交通確保基金 139 134 0 128

地域福祉基金 135 135 0 135

霊園管理基金 27 25 0 23

教育振興基金 16 11 0 7

文化センター大ホール基金 284 276 2 268

市立総合病院整備基金 80 60 0 40

名寄東病院振興基金 749 727 0 550

その他基金 84 96 12 106

合計 8,361 8,100 89 7,095
※令和元年度中の増減は、第１回定例会に提出する第９号補正を含んでいます。

（５）普通建設事業

（前年度比  ＋ 2.7％）

209億264万4千円 ＋2億2,046万6千円

30億59万6千円 　＋4,822万円

12億5,095万7千円 　＋3,637万7千円

2億12万1千円 　＋81万円

10億7,565万9千円 　＋2,470万7千円

90億3,000万円 　＋1億7,000万円

82億1,000万円 　＋1億7,000万円

8億2,000万円 　±0円

10億9,401万5千円 　▲1億70万3千円

単位：百万円

R1中増減 R2取崩額

▲ 43 ▲ 485

72 ▲ 85

▲ 260 ▲ 260

20 ▲ 43

0 0

▲ 5 ▲ 6

0 0

▲ 2 ▲ 2

▲ 5 ▲ 4

▲ 8 ▲ 10

▲ 20 ▲ 20

▲ 22 ▲ 177

12 ▲ 2

▲ 261 ▲ 1,094

20億8,823万6千円 　＋5,520万3千円

令和２年度名寄市一般会計予算案の概要
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当初予算額 繰入繰出金 当初予算額 繰入繰出金 増減額 伸率％

20,902,644 ▲ 4,528,247 20,682,178 ▲ 4,422,600 220,466 1.1

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 ▲ 1,150,378 皆減

個別排水処理施設整備事業特別会計 94,159 56,391 ▲ 94,159 皆減

食肉センター事業特別会計 56,342 56,342 56,840 56,840 ▲ 498 ▲ 0.9

後期高齢者医療特別会計 429,232 145,019 396,709 139,594 32,523 8.2

市立大学特別会計 1,927,996 1,267,847 2,021,924 1,205,732 ▲ 93,928 ▲ 4.6

計　　（Ｂ）　　 8,634,409 2,556,221 9,931,371 3,028,793 ▲ 1,296,962 ▲ 13.1

一般会計・特別会計の計 29,537,053 ▲ 1,972,026 30,613,549 ▲ 1,393,807 ▲ 1,076,496 ▲ 3.5

病院事業会計 12,402,313 1,378,999 11,789,731 1,341,952 612,582 5.2

水道事業会計   　　　　　　　　 1,324,866 49,795 1,328,314 51,855 ▲ 3,448 ▲ 0.3

下水道事業会計 2,198,076 543,232 2,198,076 皆増

計　　 （Ｃ）　　 15,925,255 1,972,026 13,118,045 1,393,807 2,807,210 21.4

総計　（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）（Ｄ） 45,462,308 0 43,731,594 0 1,730,714 4.0

※ 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。

※ 令和元年度予算は、当初予算の額です。

令和2年度　名寄市各会計予算案総括表
単位：千円

令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 前年度との比較

一 般 会 計　　（Ａ）　　

特別会計より移行

会 計 名

2,949,406 234,023 2,969,776 236,797 ▲ 20,370 ▲ 0.7

214,377 43,175 205,786 43,757 8,591 4.2

2,630,869 407,628 2,640,145 392,673 ▲ 9,276 ▲ 0.4

336,746 312,746 336,283 336,283 463 0.1

89,441 89,441 59,371 59,371 30,070 50.6

企業会計へ移行

企
業
会
計

特
別
会
計

20,902,644

20,682,178

8,634,409

9,931,371

15,925,255

13,118,045

R2年度

R1年度

一般会計 特別会計 企業会計
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令 和 2 年 度 構 成 比 令 和 元 年 度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前 年 伸 率

市 税 3,000,596 14.4 2,952,376 48,220 1.6 0.7

地 方 譲 与 税 257,489 1.2 230,000 27,489 12.0 ▲ 1.9

　＋ 利 子 割 交 付 金 2,500 0.0 5,800 ▲ 3,300 ▲ 56.9 141.7

配 当 割 交 付 金 5,500 0.0 8,600 ▲ 3,100 ▲ 36.0 72.0

株式等譲渡所得割交付金 3,100 0.0 6,000 ▲ 2,900 ▲ 48.3 0.0

法 人 事 業 税 交 付 金 12,400 0.1 0 12,400 皆増 -

地 方 消 費 税 交 付 金 650,000 3.1 582,000 68,000 11.7 2.5

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,900 0.0 2,000 ▲ 100 ▲ 5.0 ▲ 4.8

自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0.0 29,000 ▲ 28,999 ▲ 100.0 ▲ 6.5

環 境 性 能 割 交 付 金 20,000 0.1 19,000 1,000 5.3 皆増

国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,300 0.0 2,600 ▲ 300 ▲ 11.5 ▲ 10.3

地 方 特 例 交 付 金 17,100 0.1 16,900 200 1.2 40.8

地 方 交 付 税 9,030,000 43.2 8,860,000 170,000 1.9 3.4

交通安全対策特別交付金 3,300 0.0 3,000 300 10.0 ▲ 6.3

分 担 金 及 び 負 担 金 49,951 0.3 50,604 ▲ 653 ▲ 1.3 0.1

使 用 料 及 び 手 数 料 293,765 1.4 328,197 ▲ 34,432 ▲ 10.5 ▲ 8.8

国 庫 支 出 金 2,279,334 10.9 2,228,065 51,269 2.3 ▲ 7.7

道 支 出 金 1,218,738 5.8 1,196,862 21,876 1.8 4.3

財 産 収 入 58,761 0.3 63,027 ▲ 4,266 ▲ 6.8 ▲ 28.2

寄 附 金 40,012 0.2 40,007 5 0.0 59.0

繰 入 金 1,094,015 5.2 1,194,718 ▲ 100,703 ▲ 8.4 ▲ 24.5

繰 越 金 1 0.0 1 0 0.0 0.0

諸 収 入 1,154,281 5.5 1,268,421 ▲ 114,140 ▲ 9.0 1.1

市 債 1,707,600 8.2 1,595,000 112,600 7.1 ▲ 22.6

20,902,644 100.0 20,682,178 220,466 1.1 ▲ 3.1

※令和元年度は当初予算の額です

令和2年度 　一般会計予算案

単位：千円

款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

計

歳　入

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

1,310,841

1,707,600

1,154,281

1,218,738

2,279,334

293,765

9,030,000

650,000

257,489

3,000,596

1,441,257

1,595,000

1,268,421

1,196,862

2,228,065

328,197

8,860,000

582,000

230,000

2,952,376

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

R1年度 R2年度
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令 和 2 年 度 構 成 比 令 和 元 年 度 比 較 増 減 伸 率 ％ 前年伸率

議 会 費 142,452 0.7 143,840 ▲ 1,388 ▲ 1.0 2.2

総 務 費 789,724 3.8 821,845 ▲ 32,121 ▲ 3.9 6.9

　＋ 民 生 費 4,939,284 23.6 4,856,047 83,237 1.7 3.9

衛 生 費 2,978,983 14.3 2,960,018 18,965 0.6 0.3

労 働 費 34,803 0.2 33,895 908 2.7 5.3

農 林 業 費 1,259,143 6.0 770,670 488,473 63.4 ▲ 3.2

商 工 費 1,047,954 5.0 967,342 80,612 8.3 8.3

土 木 費 1,913,646 9.2 2,094,017 ▲ 180,371 ▲ 8.6 5.6

消 防 費 695,798 3.3 670,645 25,153 3.8 4.0

教 育 費 2,779,507 13.3 3,056,399 ▲ 276,892 ▲ 9.1 ▲ 30.1

災 害 復 旧 費 5 0.0 5 0 0.0 0.0

公 債 費 2,479,695 11.8 2,393,826 85,869 3.6 7.2

職 員 費 1,828,650 8.7 1,898,629 ▲ 69,979 ▲ 3.7 3.1

予 備 費 13,000 0.1 15,000 ▲ 2,000 ▲ 13.3 0.0

20,902,644 100.0 20,682,178 220,466 1.1 ▲ 3.1

※令和元年度は当初予算の額です

単位：千円

款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

計

歳　出

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

13,000

1,828,650

2,479,695

5

2,779,507

695,798

1,913,646

1,047,954

1,259,143

34,803

2,978,983

4,939,284

789,724

142,452

15,000

1,898,629

2,393,826

5

3,056,399

670,645

2,094,017

967,342

770,670

33,895

2,960,018

4,856,047

821,845

143,840

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

R1年度 R2年度
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※財源内訳に記載してあるR1予算額は、当初予算の額です。

2.総務費　1.総務管理費　1.一般管理費

[基本目標Ⅴ　主要施策９　地域文化の継承と創造]

旧名寄市、旧風連町、合併後の名寄市の平成の歩みをまとめた新たな「名寄市史」の
発刊を目指します。

R1予算額 R2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 3,005
合計 0 3,005

増減額 3,005

伸率 皆増

2.総務費　1.総務管理費　8.企画振興費

[基本目標Ⅲ　主要施策13　地域公共交通]　　　
[基本目標Ⅴ　主要施策３　高等学校教育の充実]

名寄高校生の利用が多い東風連駅を名寄高校前に移設し、通学の利便性及び名寄
高校の魅力向上を目指します。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 6,200
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 7,400

一般財源 0 97
合計 0 13,697

増減額 13,697

伸率 皆増

令和２年度予算における主な事業

市史編さん事業 3,005千円

【担当：総務課】

（仮称）名寄高校駅設置事業 13,697千円

【担当：総合政策課】

財源内訳（単位：千円）　前回の市史及び町史の編さん後20年以上が経過して
おり、また、この間、旧名寄市と旧風連町の合併とい
う大きな歴史の動きもあった中、平成の歩みをまと
め、検証し、将来につなげていくため、市史編さん作
業を開始します。

財源内訳（単位：千円）

　名寄高校前に駅を移設し、ホーム、スロープ等を整
備するために、令和２年度は実施設計を行います。

新規

新規
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3.民生費　1.社会福祉費　9.総合福祉センター費

[基本目標Ⅱ　主要施策４　地域福祉の推進]

市民への福祉サービス、ふれあい交流を通じた地域福祉の向上など、複合的機能を
有する拠点施設である、総合福祉センターのトイレを改修します。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 2,000

一般財源 0 84
合計 0 2,084

増減額 2,084

伸率 皆増

3.民生費　2.児童福祉費　3.保育所費

[基本目標Ⅱ　主要施策３　子育て支援の推進]

子どもたちが、安心してのびのびと健やかに過ごすことができるよう、新しい保育所の
整備に取り組みます。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 11,800

一般財源 0 0
合計 0 11,800

増減額 11,800

伸率 皆増

総合福祉センタートイレ改修 2,084千円

【担当：社会福祉課】

保育所整備事業 11,800千円

【担当：こども未来課】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

①既存の洋式トイレに洗浄便座の取付
②和式トイレを洋式トイレへ改修
③多目的トイレの改修　　により、利用者の利便性と
衛生面の確保を図ります。

　市立保育所は、築後40年が経過し老朽化が進んでい
ることから、子どもたちに安全で快適な保育環境を提
供するため、将来の保育ニーズ量や立地適正化計画等
を踏まえ、新保育所の整備に向けた基本設計を行いま
す。

新規

重点
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3.民生費　2.児童福祉費　5.児童母子等給付費

[基本目標Ⅱ　主要施策３　子育て支援の推進]

令和２年10月から、小学生の通院医療費の全額助成を始めます。　

R1予算額 R2予算額
国・道 22,592 21,496
市債 13,000 14,000
その他 1 50
基金 0 0

一般財源 26,280 34,245
合計 61,873 69,791

増減額 7,918

伸率 12.8%

、

4.衛生費　1.保健衛生費　5.環境衛生費

[基本目標Ⅲ　主要施策１　環境との共生]

少子高齢化の影響などにより、市民ニーズが高まっている合同墓を整備することにより
お墓に関する市民の選択肢を増やします。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 9,000

一般財源 0 0
合計 0 9,000

増減額 9,000

伸率 皆増

※イラストはイメージです。

乳幼児等医療給付事業 69,791千円

【担当：こども未来課】

合同墓建設事業 9,000千円

【担当：環境生活課】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

　乳幼児等医療給付事業では未就学児の入院・通院及
び小学生の入院・指定訪問看護の自己負担額全額助成
を実施しています。令和２年10月受診分からは助成対
象を拡大し小学生の通院医療費の全額助成を開始しま
す。
　子育て世帯の経済的負担を軽減することで乳幼児等
の疾病の重症化を防止します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市営の合同墓を緑丘霊園内に設置し、利用を希望す
る市民等が合同で納骨できる環境を整えます。

新規

重点

拡充

合同墓
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4.衛生費　2.清掃費　2.塵芥処理費

[基本目標Ⅱ　主要施策４　地域福祉の推進]

高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で自立した日常生活を続けられるよう、
ごみ出しが困難な世帯のごみ出しを支援します。

R1予算額 R2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 1,265
合計 0 1,265

増減額 1,265

伸率 皆増

6.農林業費　1.農業費　5.畜産業費　

[基本目標Ⅳ　主要施策１　農業・農村の振興]

酪農家の作業負担軽減による規模拡大や優良後継牛の育成を図るため、ＪＡが取り組む
哺育・育成センター整備に対する支援を行います。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 476,000
その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 0
合計 0 476,000

増減額 476,000

伸率 皆増

高齢者等ごみ出し支援事業 1,265千円

【担当：環境生活課・高齢者支援課】

哺育･育成センター整備事業 476,000千円

【担当：農務課】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

　高齢者・障がい者等で身体の状況や認知症などによ
り、ごみ出しが困難な世帯のごみ出しを支援するた
め、訪問介護事業所等に協力いただき支援環境を整え
ます。

　酪農家で産まれた子牛を預かり、受精できる月齢ま
で育成する哺育・育成センターを整備することで、作
業負担の軽減による規模拡大の推進や、飼養管理の専
門化による優良な乳牛を確保し、地域全体の生乳生産
量の増加を図ります。

　事業実施主体：JA道北なよろ
　整備内容：哺育舎、育成舎、堆肥舎、病畜舎など

新規

新規
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6.農林業費　2.林業費　1.林業振興費

[基本目標Ⅳ　主要施策２　森林保全と林業の振興]

森林環境譲与税を有効に活用して、私有林の森林整備を推進するとともに、森林所有者
の負担軽減、更には、名寄市で活躍する新規林業従事者の確保を目指します。

R1予算額 R2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 24,489
合計 0 24,489

増減額 24,489

伸率 皆増

7.商工費　1.商工費　1.商工業振興費

[基本目標Ⅰ　主要施策６　健全な財政管理]

現在、使用していなく、老朽化が進んでいる旧公設地方卸売市場を解体します。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 153,000
その他 0 0
基金 0 17,000

一般財源 0 0
合計 0 170,000

増減額 170,000

伸率 皆増

森林環境譲与税の活用 24,489千円

【担当：耕地林務課】

旧公設地方卸売市場の解体 170,000千円

【担当：産業振興課】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

[主な事業]
①森林整備【11,304千円】
　私有林（人工林）の間伐、下刈、枝打、野そ駆除、
　作業道維持補修などへ補助をします。
②人材育成・担い手確保【602千円】
　森林の管理を行う専門的かつ質の高い担い手の育
　成・確保を目的とし、森林作業に必要な免許取得
　などの経費へ補助をします。
③木材利用【385千円】
　森林認証木材の利用促進を図ります。
④普及啓発【190千円】
　森林の公益的機能や役割などについて、大型パネ
　ルの掲示やチラシを配布し市民の理解と関心を高
　めます。

　名寄市公設地方卸売市場は平成25年8月から、冷蔵
施設･セリ場の一部を除き、営業を停止しています。
　今般、陸上自衛隊から駐屯地宿舎建設のため同市場
跡地の活用について照会があり、協議を進めている状
況です。
　市有財産の有効活用のため、現在、使用していなく
老朽化が進んでいる旧公設地方卸売市場を解体しま
す。

新規
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8.土木費　2.道路橋梁費　4.道路新設改良費　及び　6.農林業費　1.農業費　6.農地整備費

[基本目標Ⅲ　主要施策12　道路の整備]　　　
[基本目標Ⅳ　主要施策１　農業・農村の振興]

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。

R1予算額 R2予算額
国・道 299,388 478,631

  [継続整備路線] 市債 286,200 320,400
　　北1丁目通道路 27,000千円 その他 0 0
　　南3丁目通道路 72,000千円 基金 59,700 31,800
　　徳田18線緑丘連絡線道路 191,000千円 一般財源 16,232 33,099
　　豊栄西12条仲通道路 126,000千円 合計 661,520 863,930
  [新規整備路線]
　　北3丁目通道路 68,000千円 増減額 202,410

　　南10丁目右仲通道路 100,000千円 伸率 30.6%

  [新規整備路線]
　　東5号線道路 54,000千円

  [新規整備路線]
　　農道整備事業(風連南1番東線地区)

23,430千円

　　道路排水整備事業 9,500千円

　　橋梁長寿命化事業 193,000千円
　　　近接目視点検 56橋
　　　計画策定 244橋
　　　実施設計 3橋
　　　修繕工事 1橋

道路新設改良事業・農道整備事業 863,930千円

●農村地域の生活･経済流通道路の舗装を行います。

【担当：都市整備課・耕地林務課】

財源内訳（単位：千円）
●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。

●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。

東5号線

●道路排水能力が低下した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。

東橋

※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。

新規・継続
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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、老朽化した団地の建替計画や長寿命化
など、団地整備の計画を策定するため、設計委託業務を行います。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 8,400
市債 0 3,000
その他 0 0
基金 0 6,000

一般財源 0 600
合計 0 18,000

増減額 18,000

伸率 皆増

9.消防費　1.消防費　1.消防費

[基本目標Ⅲ　主要施策３　消防]

風連消防団（第1分団）の消防ポンプ自動車を更新します。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 49,000
その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 168
合計 0 49,168

増減額 49,168

伸率 皆増

瑞生団地･栄町55団地整備事業 18,000千円

【担当：建築課】

水槽付消防ポンプ自動車の導入 49,168千円

更新

⇒

【担当：消防署】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）
　昭和61年に配備され老朽化している水槽付消防ポン
プ自動車を、複雑・多様化する各種災害に対応できる
最新鋭の水槽付消防ポンプ自動車に更新し、地域防災
力の強化を図ります。

[瑞生団地]
 建替えのための基本となる建
 物仕様など、整備に関する計
 画をつくります。
 ・基本設計委託料 12,000千円

[栄町55団地]
 長寿命化や居住性向上など、
 住戸改善を実施するための具
 体的な計画をつくります。
 ・実施設計委託料　6,000千円

【既存の瑞生団地】　

【既存の栄町55団地】

新規
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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]

災害時等の情報伝達手段の多様化を図り、市民への迅速かつ、正確な情報発信に
努めます。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 187
合計 0 187

増減額 187

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]

円滑かつ迅速な避難のため、水害リスクの情報として浸水深や避難場所などを示した
看板等を設置し、生活空間である『まちなか』のハザードマップ化を図ります。

R1予算額 R2予算額
国・道 1,380 3,888
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 3,000

一般財源 1,381 889
合計 2,761 7,777

増減額 5,016

伸率 181.7%

災害時等情報伝達システム整備事業 187千円

【担当：防災担当】

まるごとまちごとハザードマップ
整備事業

7,777千円

【担当：防災担当】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

　いざという時のために、情報伝達手段の多様化によ
り、迅速かつ正確な情報伝達手段の拡充を図ります。

[主な内容]　
　・事前に登録している電話やＦＡＸ番号、メール
　　アドレスに一斉に情報発信を行います。

　　　　　居住地域をまるごとハザードマップと
　　　　見立て、生活空間である『まちなか』に
　　　　水防災にかかる情報（想定浸水深や避難
　　　　場所の情報等）を標示します。

継続

新規

電話 　FAX 　ホームページ

電話・ＦＡＸ番号など

を事前に登録してお

くことで、市からの情

報を収集できます。

名寄市 Nayoro

Nayoro High School
● ●●●

●●●●●
●

※看板はイメージです。
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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]

校舎の耐震化を図るとともに、小中一貫教育を推進するため、改築に向けた基本設計
と耐力度調査を行います。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 0
基金 0 12,300

一般財源 0 0
合計 0 12,300

増減額 12,300

伸率 皆増

10.教育費　2.小学校費 及び 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]

新学習指導要領に沿った義務教育を行うため、情報機器及びネットワーク環境の整備
を行います。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 46,309
市債 0 24,000
その他 0 0
基金 0 14,000

一般財源 0 649
合計 0 84,958

増減額 84,958

伸率 皆増

智恵文小学校校舎改築
（小中一貫教育）事業

12,300千円

【担当：学校教育課】

学校教育情報化推進事業 84,958千円

【担当：学校教育課】

財源内訳（単位：千円）　智恵文小学校校舎の耐震化と、小中一貫教育の推進
を図るため、校舎を智恵文中学校に併設するための基
本設計と耐力度調査を行います。

財源内訳（単位：千円）　小中学校における学習の基盤となる、情報活用能力
を育成するため、コンピューターや情報通信ネット
ワークなど、情報を活用するために必要な環境整備を
進めます。

新規

新規

重点
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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]

産官学で組織する“Ｎスポーツコミッション”により、地域活性化やジュニア育成･市民
スポーツ機会の創出等、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。

R1予算額 R2予算額
国・道 18,630 5,250
市債 0 0
その他 505 0
基金 0 1,315

一般財源 20,075 18,026
合計 39,210 24,591

増減額 △ 14,619

伸率 △ 37.3%

10.教育費　7.保健体育費　2.体育施設費

[基本目標Ⅴ　主要施策７　生涯スポーツの振興]

スポーツセンター格技室床板の張り替え工事を行い、利用者へ快適な競技空間を
提供します。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 0 8,000
基金 0 4,800

一般財源 0 0
合計 0 12,800

増減額 12,800

伸率 皆増

冬季スポーツ拠点化事業 24,591千円

【担当：スポーツ・合宿推進課】

スポーツセンター格技室の改修 12,800千円

【担当：体育施設管理課】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

[新規事業]
◎ジュニアスポーツアカデミー
　阿部アドバイザーを校長に据え
て、スキルアップを目指す子供た
ちを対象とした、トレーニング・教育プログラムを
実施し、市内ジュニア育成環境の底上げを目指しま
す。　

[継続事業]
◎スポーツ関連商品開発事業
　合宿誘致で培ったノウハウを活
用し、名寄市の地域資源とスポー
ツを組み合わせた“スポーツツー
リズム”“スポーツフード”等の関連商品を開発、
交流人口の拡大や地域経済の活性化を目指します。

　これまでスポーツセンター格技室の床は研磨等によ
る修繕を行ってきましたが、老朽化や耐久力の低下等
により、ひび割れ・剥離が進行し、各競技の実施に支
障をきたすことが想定されるため、床板の張り替え工
事を行い、利用者へ快適な競技空間を提供します。

工事費　12,800千円

重点

継続

重点
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【介護保険特別会計(サービス事業勘定･名寄)】

2.事業費　2.施設介護サービス事業費　1.施設介護サービス事業費

[基本目標Ⅱ　主要施策５　高齢者施策の推進]

特別養護老人ホーム清峰園の特殊浴槽設備を更新し、入所者への安全・安心な
入浴サービスの提供に努めます。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 24,000
その他 0 0
基金 0 0

一般財源 0 35
合計 0 24,035

増減額 24,035

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 及び 3.教育振興費

[基本目標Ⅴ　主要施策４　大学教育の充実]

一般入試前期日程の試験会場に仙台会場を加えます。また、在籍する学生の
学外実習等への助成を拡大し、学生確保対策・学生支援の充実を図ります。

R1予算額 R2予算額
国・道 0 0
市債 0 0
その他 13,695 9,858
基金 0 0

一般財源 17,600 25,110
合計 31,295 34,968

増減額 3,673

伸率 11.7%

清峰園特殊浴槽設備整備 24,035千円

【担当：高齢者支援課】

学生確保対策・学生支援の拡充 34,968千円

【担当：大学事務局】

財源内訳（単位：千円）

財源内訳（単位：千円）

『　　 　』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。（2頁参照）

　より質の高い安全・安心な入浴サービスの提供を図
るため、老朽化した特殊浴槽設備の更新を行います。

　・昇降式介護浴槽
　・電動昇降ストレッチャー　など

　市立大学への入学者の多い東北地方に試験会場を設
置することで、東北地方・北関東地方からの志願者が
受験しやすい環境を整えます。
　また、在籍する学生の
資格取得のための学外実
習にかかる交通費等の費
用への助成内容を拡大す
ることで、修学上の経済
的負担を軽減し、学生確
保につなげていきます。

重点

拡充
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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

334

2,220

13,464

1,161

11,269

20,737

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）

2,866

496

主要施策３　情報化の推進

予算額
（千円）

91,940

6,189

基本目標Ⅰ　市民と行政との協働によるまちづくり

事業名 事業概要 担当課

総合計画策定・推進事業 総合計画の着実な推進を行います。 総合政策課

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。 総合政策課

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

町内会活動支援事業 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
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。

企画課

地域コミュニティ施設管理事業
風連地区の９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

事業名 事業概要 担当課

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、民事
や市政に関する相談を受け付けます。

環境生活課

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

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、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
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主要施策４　交流活動の推進

予算額
（千円）

19,581

5,219

5,385

1,340

3,092

1,339

5,435

主要施策５　広域行政の推進

予算額
（千円）

1,730

主要施策６　健全な財政運営

予算額
（千円）

13,114

170,000

主要施策７　効率的な行政運営

予算額
（千円）

2,123

5,916

事業名 事業概要 担当課

ふるさと納税の推進
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

地域おこし協力隊事業
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

国際交流事業
リンゼイ、ドーリンスク市、台湾との
交流を推進します。

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。

交流推進課

都市交流事業
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

ふるさと会交流事業
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。

交流推進課

移住促進･支援事業
名寄市の魅力をPRするとともに、移住
体験住宅の運用や国・道と連携した支
援事業により移住を推進します。

総合政策課

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。

総合政策課
企画課

産業振興課

事業名 事業概要 担当課

財産管理事業 適切な財産管理に努めます。 財政課

旧公設地方卸売市場の解体（再掲）  12頁参照。 産業振興課

事業名 事業概要 担当課

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

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

重点
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主要施策１　健康の保持増進

予算額
（千円）

59,813

5,390

499

215

28,840

1,354

41,681

2,250

2,615

5,093

主要施策２　地域医療の充実

予算額
（千円）

561

70,558

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

事業名 事業概要 担当課

感染症対策事業
麻しん・風しん、４種混合、高齢者の
肺炎球菌などの予防接種を行います。

保健センター

生活習慣病予防等活動事業
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。

保健センター

健康マイレージ事業

健診受診などによりポイントを獲得す
ることで、自分の健康に関心を持ち、
自分に合った健康づくりの取り組みを
推進します。

保健センター

歯科疾患検診事業

生活習慣病の重症化予防の一環として
40歳の節目に、むし歯や歯周病などを
早期発見・予防できるよう、歯科疾患
検診を無料で実施します。

保健センター

がん検診事業

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促進を図ります。

保健センター

健康づくり運動推進事業
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。

保健センター

母子健康支援・親子教室事業

安心して妊娠・出産・子育てが行える
よう、子育て世代包括支援センター事
業を開始し、妊娠期からの切れ目ない
母子の健康支援を実施します。

保健センター

特定不妊治療費助成事業

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

産婦健康診査・産後ケア事業

産婦（産後2週間、1か月など）に対す
る健康診査事業の費用及び産後（4か
月未満）の心身のケアなどを助産師に
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

機能訓練事業

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

事業名 事業概要 担当課

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

救急医療対策事業
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

重点

重点

重点

重点
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予算額
（千円）

59,736

350,000

11,267,160

176,810

210,132

4,245

主要施策３　子育て支援の推進

予算額
（千円）

6,311

648

688

2,280

151

846

2,186

346,731

事業名 事業概要 担当課

病院施設の改善整備事業
老朽化した設備の更新および照明の
LED化を実施します。

市立病院

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。

市立病院

その他市立総合病院の運営
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。

市立病院

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

名寄市風連国民健康保険診療所
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。

国保診療所

名寄市風連国民健康
保険診療所医療機器整備

現在行っている診療業務に支障の生じ
ないよう、内視鏡洗浄消毒器など医療
機器の整備を行います。

国保診療所

事業名 事業概要 担当課

子ども家庭総合支援拠点事業
児童虐待への対応や育児相談など様々
な悩みや不安に対し関係機関と連携
し、子育て家庭を支援します。

こども未来課

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。

こども未来課

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

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

子ども・子育て支援事業計画
推進事業

第２期計画（2020～2024）に基づき、
子ども・子育て支援事業を推進しま
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。

こども未来課

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。

こども未来課

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　6,635千円
一時保育事業　3,716千円

こども未来課

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）

11,800

10,717

32,007

300

2,140

409,581

26,129

3,297

10,673

2,711

3,318

1,808

6,506

35,556

69,791

事業名 事業概要 担当課

保育所整備事業（再掲）  9頁参照。 こども未来課

智恵文保育所運営事業
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

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

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

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

幼児教育・保育施設への運営支援
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

子育てのための施設等利用給付事業
幼児教育・保育の無償化により、預か
り保育や一時保育などを利用した際の
費用の無償化を図ります。

こども未来課

延長保育事業運営補助金

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　1,505千円
どろんこ保育園　　　　　1,192千円

こども未来課

一時預かり事業補助金

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　4,994千円
どろんこ保育園　　　　　1,600千円

こども未来課

利用者支援事業

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。

こども未来課

ファミリー・サポート・センター事業
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。

こども未来課

青空子育て支援事業

「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

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

こども発達支援事業
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

乳幼児等医療給付事業（再掲）  10頁参照。 こども未来課重点

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）

12,064

1,803

138,655

253,353

12,304

主要施策４　地域福祉の推進

予算額
（千円）

1,313

625

41,014

3,453

6,944

8,447

39,010

566,802

8,628

1,265

事業名 事業概要 担当課

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。

こども未来課

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
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。

こども未来課

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。

こども未来課

相談事業所運営事業
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

福祉灯油支援事業
低所得世帯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
低所得世帯に電気料金の一部を助成し
ます。

社会福祉課

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

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
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。

社会福祉課

民生委員活動事業
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。

社会福祉課

総合福祉センターの運営・維持管理事業
（総合福祉センタートイレ改修(9頁参照)
を含む）

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。

社会福祉課

生活保護事業

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564,989千円）

社会福祉課

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

高齢者等ごみ出し支援事業（再掲）  11頁参照。
環境生活課

高齢者支援課

重点
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主要施策５　高齢者施策の推進

予算額
（千円）

44,990

2,200

3,092

7,331

2,100

9,092

2,335

933

56

2,032

1,123

2,626,725

426,187

5,704

87,159

事業名 事業概要 担当課

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。

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

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。

高齢者支援課

除雪サービス事業
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。

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

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。

高齢者支援課

介護人材就労定着支援事業

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。

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

認知症地域支援・ケア向上事業
認知症カフェの開催、家族介護者交流
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

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

介護サービス事業
（清峰園特殊浴槽設備整備(18頁参照)
を含む）

介護サービス事業・名寄 336,746千円
介護サービス事業・風連  89,441千円

高齢者支援課

老人クラブの運営・維持管理事業

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

地域包括支援センター運営事業

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

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）

42,560

3,827

239

5,944

44,670

10,005

909,879

44,238

7,710

519

主要施策７　国民健康保険

予算額
（千円）

2,949,406

429,232

事業名 事業概要 担当課

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

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

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。

社会福祉課

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

補装具給付事業
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

介護給付事業
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

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

成年後見制度事業

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。

社会福祉課

基幹相談支援センター事業
障がいに関する総合的な相談支援、関
係機関との連携の支援を行います。

社会福祉課

事業名 事業概要 担当課

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

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

国保

後期
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主要施策１　環境との共生

予算額
（千円）

14,541

57

1,895

14,925

5,940

73

主要施策２　循環型社会の形成

予算額
（千円）

24,305

2,543

282,147

203,425

22,520

18,315

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

事業名 事業概要 担当課

墓地・霊園管理運営事業
（合同墓建設(10頁参照)を含む）

共同墓地及び霊園の維持管理を行いま
す。市営の合同墓を整備します。

環境生活課

温暖化対策啓蒙事業
温室効果ガスの排出抑制など、地球温
暖化防止に向けた、市民への啓発を行
います。

環境生活課

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

火葬場管理運営事業 名風聖苑の維持管理を行います。 環境生活課

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

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。

企画課

事業名 事業概要 担当課

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

ごみ減量化推進事業
循環型社会の形成に向け、リデュー
ス、リユース、リサイクルの推進を図
ります。

環境生活課

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

環境生活課

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
の構築を図ります。

環境生活課

広域プラスチック等処理事業
ペットボトルやプラスチック容器包装
類の効率的な処理のため、広域市町村
での再資源化を行います。

環境生活課

最終処分場管理運営事業
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
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主要施策３　消防

予算額
（千円）

675,459

主要施策４　防災対策の充実

予算額
（千円）

4,200

271

7,452

8,416

1,978

13,419

1,931

9,630

1,850

主要施策５　交通安全

予算額
（千円）

12,532

6,000

事業名 事業概要 担当課

上川北部消防事務組合負担金
（消防ポンプ自動車導入(14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。

総務課

事業名 事業概要 担当課

災害対策事業
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。

防災担当

防災会議・訓練等事業
（災害時等情報伝達システム整備事業(15頁参照)
を含む）

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。

防災担当

水防災意識社会再構築ビジョン推進事業
（まるごとまちごとハザードマップ整備事業
(15頁参照)を含む）

水防活動の強化や災害対応にかかる資
機材等の整備など、防災・減災に向け
た取組みを推進します。

防災担当

防災コミュニティ通信事業
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。

防災担当

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

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

排水機場維持管理事業
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
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

事業名 事業概要 担当課

交通安全推進事業
関係機関等と連携し、交通安全の確保
を図り、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

交通安全施設整備事業
市道中央線の維持補修や危険個所への
注意看板設置など、交通環境の維持改
善を図ります。

環境生活課
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主要施策６　生活安全

予算額
（千円）

2,033

123

475

主要施策７　消費生活の安定

予算額
（千円）

9,199

552

主要施策８　住宅の整備

予算額
（千円）

600

51,695

40,802

58,500

主要施策９　都市環境の整備

予算額
（千円）

385

45,871

18,120

事業名 事業概要 担当課

生活安全推進事業

市と市民の協働による安全で安心な住
みよいまちづくりに向け、団体への補
助を行うとともに情報の共有を図りま
す。

環境生活課

空家等対策事業
空家の適正管理の啓発や相談対応を行
うとともに、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

畜犬登録・野犬・害虫等対策事業
飼い犬の登録や狂犬病予防注射などに
より、市民の安全確保を図ります。

環境生活課

事業名 事業概要 担当課

消費者行政等事業
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

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

事業名 事業概要 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

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。

建築課

市営住宅建設事業
（瑞生団地整備事業(14頁参照）を含む）

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。

建築課

市営住宅環境整備事業
（栄町55団地整備事業(14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。

建築課

事業名 事業概要 担当課

街路整備事業
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。

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。

都市整備課
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予算額
（千円）

10,795

62,091

10,000

6,600

2,167

主要施策１０　上水道の整備

予算額
（千円）

180,939

75,955

1,067,972

主要施策１１　下水道・個別排水の整備

予算額
（千円）

358,492

17,000

1,822,584

＊なお、下水道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。

事業名 事業概要 担当課

ひと・ほし・環境にやさしい灯り事業
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

公園維持管理事業
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

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

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

フラワーロード管理事業
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。

都市整備課

事業名 事業概要 担当課

配水管の新設更新事業
老朽化した配水管の更新、水道未整備
地区の配水管新設等の整備を行いま
す。

工務課

浄水場等施設改修事業
浄水施設及び取水施設の改修を計画的
に進め、水道水の安定供給を図りま
す。

浄水場

その他水道事業の運営

安全でおいしい水道水を供給するた
め、水道施設の適正な管理と、水源の
水質保全維持を行うとともに、将来に
わたり安定した事業運営に向けて、経
営の健全化に努めます。

業務課

工務課

浄水場

事業名 事業概要 担当課

下水道施設の改築更新事業
下水道施設の老朽化対策として、国の
交付金を活用し管きょや処理施設の改
築更新を実施します。

工務課

下水処理場

個別排水処理施設整備事業
下水道処理区域外での生活雑排水等の
処理を行うため、合併浄化槽の整備を
行います。

工務課

その他下水道事業の運営

公共下水道及び個別排水処理事業など
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。
新年度から下水道事業と個別排水処理
事業を地方公営企業として運営しま
す。

業務課

工務課

下水処理場

重点

水道

水道

水道

下水道

下水道

下水道
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主要施策１２　道路の整備

予算額
（千円）

2,853

99,647

609,227

500

638,000

9,500

193,000

＊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）

13,697

1,329

1,273

57,315

1,400

事業名 事業概要 担当課

道路・河川愛護対策事業
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・橋梁維持管理事業
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

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。

都市整備課

レンタル＆ゴー事業
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。

都市整備課

道路新設改良事業（再掲）  13頁参照。 都市整備課

道路排水整備事業（再掲）  13頁参照。 都市整備課

橋梁長寿命化事業（再掲）  13頁参照。 都市整備課

事業名 事業概要 担当課

（仮称）名寄高校駅設置事業（再掲）  8頁参照。 総合政策課

宗谷本線維持存続に要する経費
宗谷本線の維持存続に向け、沿線自治
体等との取組みの推進や、JRに対し北
海道と連携した支援を行います。

総合政策課

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

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
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主要施策１　農業・農村の振興

予算額
（千円）

46,401

541

200

157

20,000

2,989

579

17,144

16,951

5,510

34,105

5,093

400

11,303

200

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

事業名 事業概要 担当課

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。

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

農業体験支援事業
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。

農務課

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

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

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。

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。

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

農業生産単独支援事業
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

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

経営所得安定対策事業
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

農産物ブランド確立事業
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。

農務課

新規就農者支援事業

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。

農務課

重点

重点

重点
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予算額
（千円）

6,750

400

95,928

159

222,483

213

3,948

148

970

14,304

7,143

1,715

5,145

8,080

78

118

事業名 事業概要 担当課

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

集落支援員事業
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

中山間地域等直接支払制度交付事業

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

農地保有合理化促進事業
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

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

農地中間管理事業
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

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　　　1,778千円
グリーンハウス　2,170千円

農務課

名寄東部・西部集落センター管理事業 集落センターの維持管理を行います。 農務課

智恵文つつじ公園管理運営事業
公園施設を整備し、憩いの場を維持し
ます。

耕地林務課

農業振興センター管理運営事業

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

実証試験・展示事業
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

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。

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

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

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

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

重点
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予算額
（千円）

16,749

191

476,000

56,342

7,500

34,000

45,212

23,430

14,844

8,623

主要施策２　森林保全と林業の振興

予算額
（千円）

52,097

12,100

522

24,489

2,290

事業名 事業概要 担当課

牧場管理運営事業

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。

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

哺育･育成センター整備事業（再掲）  11頁参照。 農務課

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。

農務課

水利施設整備事業（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

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

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

農道整備事業（風連南１番東線地区）
（再掲）

 13頁参照。 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）

耕地林務課

基幹水利事業
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

事業名 事業概要 担当課

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

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。

耕地林務課

林業振興単独補助金
森林作業員の安定就労と長期化を目的
とし、林業労働力の確保を支援しま
す。

耕地林務課

森林環境譲与税の活用（再掲）  12頁参照。 耕地林務課

有害鳥獣・ヒグマ等対策事業
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

食肉
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予算額
（千円）

50,325

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）

5,900

2,300

3,800

2,800

19,075

489,000

100,000

10,000

582

33,036

8,880

30,000

500

事業名 事業概要 担当課

なよろ健康の森管理運営事業
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

事業名 事業概要 担当課

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。

産業振興課

中小企業融資保証料補助金
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。

産業振興課

設備資金利子補給補助金
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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

ずっと住まいる応援事業

市民が安心して住み続けられる住まい
づくり、地域経済の活性化、人材育成
や雇用の安定に資するとともに、移住
促進や空き家の有効活用を図ります。

産業振興課

王子マテリア名寄工場
生産品集約に関する緊急対策事業

王子マテリア名寄工場に関する諸活動
を行います。

総合政策課

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）

13,199

10,328

617

10,134

475

主要施策６　観光の振興

予算額
（千円）

49,952

111

1,739

1,003

11,308

15,868

51,486

21,652

1,444

2,040

事業名 事業概要 担当課

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。

産業振興課

中小企業勤労者福祉推進事業 勤労者の福利厚生の充実を図ります。 産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

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。

産業振興課

事業名 事業概要 担当課

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。

産業振興課

営業戦略推進事業
観光ＰＲ・観光大使等ＰＲ活動を行い
ます。

産業振興課

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。

産業振興課

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

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。

産業振興課

道の駅管理運営事業
指定管理者制度を活用し、道の駅の管
理運営を行います。

産業振興課

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。

産業振興課

ピヤシリスキー場整備事業
ピヤシリスキー場の運営に係るリフト
機器、ゲレンデ、圧雪車などの整備を
行います。

産業振興課

なよろ温泉整備事業
なよろ温泉サンピラーの運営に係る維
持管理、設備更新などを行います。

産業振興課

名寄振興公社経営改善事業
名寄振興公社の経営改善を図るため、
経営状況等に関して、指導・監督・検
証をを行います。

産業振興課

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）

141,624

5,395

主要施策２　小中学校教育の充実

予算額
（千円）

11,346

4,578

504

8,812

891

75,297

4,747

2,281

154,446

33,594

11,249

基本目標Ⅴ　生きる力と豊かな文化を育むまちづくり

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

事業名 事業概要 担当課

教員住宅維持管理事業 教員住宅の維持管理を行います。 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

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

英語指導助手事業
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。 学校教育課

特別支援教育学習支援員配置事業
学習支援員を増員し、特別支援教育の
充実を図ります。

学校教育課

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

放課後子ども教室事業
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

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

スクールバス運行事業
統廃合校の児童生徒の通学送迎を行い
ます。

学校教育課

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）

103,658

1,512

50,550

38,347

4,265

98,917

112,077

12,300

主要施策３　高等学校教育の充実

予算額
（千円）

500

450

13,697

主要施策４　大学教育の充実

予算額
（千円）

209,089

16,424

10,056

事業名 事業概要 担当課

教育振興事業（小・中学校）
（学校教育情報化推進事業(16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

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

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。

学校教育課

就学援助費（小・中学校）
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

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

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
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

智恵文小学校校舎改築（小中一貫教育）
事業（再掲）

 16頁参照。 学校教育課

事業名 事業概要 担当課

名寄市高校生資格取得支援事業
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

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

（仮称）名寄高校駅設置事業（再掲）  8頁参照。 総合政策課

事業名 事業概要 担当課

大学一般行政経費 円滑な大学運営を行います。 市立大学

学生募集対策事業
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

重点

大学

大学

大学
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予算額
（千円）

53,562

16,618

9,330

148,796

11,353

9,281

1,056,144

70,197

35,103

29,148

13,460

4,265

2,742

10,834

事業名 事業概要 担当課

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

入学試験実施運営事業
（仙台入学試験会場設置(18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

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。

市立大学

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。

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、自動ドア
改修を行います。

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

実習等事業
（実習経費助成拡大(18頁参照)を含む）

実習や演習の充実に努めます。 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

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

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。

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

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

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

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

大学

重点

大学
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主要施策５　生涯学習社会の形成

予算額
（千円）

8,727

431

358

95

1,657

531

1,464

119,298

36,479

9,290

150

229

31,427

409

3,555

36,543

事業名 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

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

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

友朋学級運営事業
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

名寄公民館運営事業
地域等との連携により、学習機会の提
供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

智恵文公民館運営事業
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。

智恵文公民館

風連公民館運営事業
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

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。

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。

図書館

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

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

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。

北国博物館

各種講演会・講座・展示会運営事業
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。

北国博物館

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
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予算額
（千円）

1,421

4,156

20,894

主要施策６　家庭教育の推進

予算額
（千円）

120

主要施策７　生涯スポーツの振興

予算額
（千円）

7,375

24,591

116,303

16,024

591

8,443

30,518

1,019

1,347

事業名 事業概要 担当課

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

陶芸センター運営・維持管理事業
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

ふうれん地域交流センター
運営・維持管理事業

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。

風連生涯学習担当

事業名 事業概要 担当課

家庭教育学級運営事業

幼稚園に家庭教育学級を設置し、家庭
教育に関する学習や保護者間の交流な
どを行うことで、家庭の教育力向上を
図ります。

生涯学習課

事業名 事業概要 担当課

各種大会開催事業
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

冬季スポーツ拠点化事業（再掲）  17頁参照。
スポーツ・
合宿推進課

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。

体育施設管理課
風連生涯学習担当

体育施設整備事業
（スポーツセンター格技室の改修
(17頁参照)を含む）

スポーツセンター格技室床張替工事、
非常用照明取替工事等を行い、利用者
により良い環境を提供します。

体育施設管理課

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。

風連生涯学習担当

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

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

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）

2,583

5,252

3,573

1,881

1,440

3,004

625

29,094

14,239

323

7,027

37,626

事業名 事業概要 担当課

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

適応指導教室設置事業

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。

教育相談センター

教育相談推進事業

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。　

教育相談センター

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

名寄青少年育成事業

子ども会育成連合会などと連携し、野
外体験学習事業やリーダー育成事業な
どを行うことで、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
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。

風連生涯学習担当

成人式運営事業
新成人を中心とした実行委員会が運営
主体となり、式典及び交流会を開催し
ます。

生涯学習課

学童保育所運営事業
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

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。

児童センター

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

風連児童会館の運営・維持管理事業

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

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

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）

3,005

14,228

460

事業名 事業概要 担当課

市史編さん事業（再掲）  8頁参照。 総務課

文化振興事業
市民との協働により舞台芸術の鑑賞機
会の提供や市民参加の促進に努めるこ
とで、文化芸術の振興を図ります。

生涯学習課

文化財保護事業
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

　43



※事業内容等は変更になる場合があります。

令和2年度に名寄市で開催を予定している主な周年事業

事業名 事業内容等

EN-RAY開館5周年記念事業

市民文化センター大ホール「EN-RAY」は、R2年5月で開館5周
年を迎えます。「市民に親しまれるホール」として、更なる
歩みを進めてまいります。

【主な事業内容】
「新・ＢＳ日本のうた」公開録画　4月30日

（仮称）オータムフェスタ in なよろ　8月下旬～10月上旬
　・札幌座「フレップの花、咲く頃に」
　・Solid Sounds Jazz Orchestra Live at EN-RAY Hall
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

なよろ市立天文台きたすばる
開台10周年記念事業

なよろ市立天文台はR2年4月で開館10周年を迎えます。「世界
に発信する天文台」として、さらに観測研究を行うとともに
市民への天文普及に努めていきます。

【主な事業内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・本間希樹氏（国立天文台 水沢VLBI観測所所長) 講演会
・なよろ市立天文台シンボルマーク制定　
・木原秀雄氏　冊子作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・旧木原天文台　模型作製
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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