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＜H27年度主要施策一覧＞ －1－ （単位：千円）

やる気を応援し、活気あふれる都市空間と新しい地域経済をつくるまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 経済振興対策事業

　移住・交流人口を増やすための施策を企画・事業化することを目
標として、居住環境等の調査・検討、また、中小企業者等が行う販
路開拓・経営改善事業、中心市街地における賑わいの創出や認知
度アップを図る事業に対する支援を行う。
　■　経済振興対策事業　709千円　（H26　719千円）

709 709 経済港湾課

継続 住宅改修促進助成事業

　市内建設事業者により、住宅改修（100万円以上）を実施した施工
主に対して、一律200千円を助成する。
　■　住宅改修促進助成金　6,000千円　（Ｈ26　6,000千円）
　■　住宅改修促進事務費　10千円

6,010 6,010 経済港湾課

継続 ユジノサハリンスク道北物産展参加事業

　H24.12道北6市(旭川・稚内・紋別・士別・名寄・留萌)で設立、H26
道北9市(芦別、深川、富良野)に拡大し、サハリン州ユジノサハリンス
ク市で開催している道北物産展を継続開催する。
　■　ユジノサハリンスク道北物産展参加事業　1,397千円
　　　（H26　700千円）

1,397 1,397 経済港湾課

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 道路整備事業

　人に優しい道路環境を創出するため、H24年度からの第3次道路
整備5カ年計画に基づき、老朽化への対応と高齢者・障がい者に配
慮した生活道路を整備する。
　■　地方道路等整備　32,300千円　（H26　79,000千円）
　　東岸通り、南山手通り、春日4号通り、見晴38・39号通り
　■　西5号通り道路整備　42,121千円 （H26　5,240千円）
　　西5号通り
　■　過疎対策道路整備　20,000千円 （H26　44,113千円）
　　千鳥1号通り

94,421 23,149 56,700 14,572 都市整備課

新規 橋梁長寿命化事業

　留萌市が管理する橋梁は、平成26年4月1日現在で62橋あり、この
うち建設後50年以上を経過した橋梁は約2%であり、20年後には約
44%まで増加する。
　今後急速に増大する老朽化橋梁を計画的・効率的に保全するた
めに、平成26年3月に留萌市橋梁長寿命化計画を策定し、計画的
に補修を行う。
　■　橋梁長寿命化事業　26,000千円
　　ゆうなぎ橋・実施設計委託料

26,000 16,900 9,100 都市整備課

継続 豪雨対策排水清掃委託料
　異常気象時の浸水重点箇所対策として、排水施設、都市河川の
排水溝清掃を実施する。
　■　豪雨対策排水清掃委託料　5,000千円　（H26　5,000千円）

5,000 5,000 都市整備課

所管課

　施策　都市機能の充実

　毎日の暮らしの中で季節やうるおいを感じ、心身ともに健康で豊かに暮らすため、これまでに整備した都市環境を生かし、高齢者や子どもたちが、歩いて日常生活ができるような効率的で、便利な都市
機能の充実を目指します。

新規
継続

事業名 事業概要 事業費
財源内訳

事業名

　施策　地域産業の育成と支援

　まちに活気を取り戻し、市民が安定した生活基盤を築くためにも、地域経済の活性化や雇用の創出は不可欠です。地域産業の育成を目指し、起業や企業化などを支援し、留萌らしい産業を創り出し、
雇用を生み出すことで、地域経済の活性化と経済的に安定した生活の確立を目指します。

事業概要 所管課
財源内訳

事業費
新規
継続

生「やる気と活気」 

優「思いやりと安心」 

生「やる気と活気」 

－1－



＜H27年度主要施策一覧＞ －2－ （単位：千円）

思いやりのコミュニティで安心して健康に暮らせるまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 看護師等修学資金貸付金

　市内の医療機関に将来就職を希望する学生に対し修学資金を貸
与し、市内医療機関及び介護施設の医療技術者の確保を図る。
　■　看護師等修学資金貸付金　3,960千円
    　（H26　1,920千円）

3,960 3,960 保健医療課

新規
旅立ち応援のためのインフルエンザワクチ
ン接種支援事業

　卒業や進学、就職のための試験等を迎える子どもたちが、インフ
ルエンザに罹患させないために、インフルエンザワクチンの接種支
援を行う。
　■　旅立ち応援のためのインフルエンザワクチン接種支援事業
　　　 1,203千円

1,203 1,203 保健医療課

継続 目のコホート研究事業

　40歳以上の市民1,700人の参加者を募り、眼底･眼圧検査及び健
康測定を5年間実施する。眼底検査の結果は、ウェルネットリンクを
通じて参加者にアドバイスするとともに、生活習慣や眼底検査、健
康測定結果が、将来発症する緑内障･眼底出血･加齢黄班変性症
を予測する因子となるか分析する。
　■　目のコホート研究事業　3,534千円　（H26　3,534千円）

3,534 3,534
コホートピア
推進室

　施策　健康の維持と増進

所管課

　健康でいきいき暮らすことは、いつの時代も暮らしの基本です。市民の健康についての意識を高め、誰もが健康で充実した人生を送れるよう、予防や啓発、また健康づくりに努めます。

事業概要
新規
継続

事業名
財源内訳

事業費

　生　「やる気と活気」優「思いやりと安心」 

優「思いやりと安心」 

優「思いやりと安心」 優「思いやりと安心」 

優「思いやりと安心」 

－2－



＜H27年度主要施策一覧＞ －3－ （単位：千円）

思いやりのコミュニティで安心して健康に暮らせるまちづくり

継続 障害者基幹相談支援事業委託料

　障がい者及び障がい児、その家族のニーズに対応する総合的か
つ専門的な相談支援により、地域で安心して生活できる体制の確保
及び相談支援事業者の人材育成を行い、地域の相談支援体制の
充実・安定化を図る。
　■　障害者基幹相談支援事業委託料　2,700千円
　　　（H26　2,700千円）

2,700 1,174 1,526 社会福祉課

継続 障害者相談支援事業委託料

　障がい者及び障がい児のライフステージに応じた生活を支援する
ため、福祉サービス利用援助を身近な地域で行い、関係機関と連
携を図りながら、障がい者等の福祉の向上及び社会参加を促進す
る。
　■　障害者相談支援事業委託料　4,014千円　（H26　3,885千円）

4,014 948 3,066 社会福祉課

継続 障害者団体活動支援事業

　市内の障がい者に関わる事業所の連携により運営しているソー
シャルスペース「ゆに」の活動の拠点として会場を確保し、障がい者
の社会参加の促進及び自立支援に資する。
　■　障害者団体活動支援事業　2,920千円　（H26　2,916千円）

2,920 300 2,620 社会福祉課

新規 自立相談支援事業

　生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに、その自立に
向けて、アセスメントの実施、プランの作成等の支援を行うほか、地
域の関係機関のネットワークづくりを行う。
　■　自立相談支援事業　2,438千円

2,438 1,828 610 社会福祉課

継続 老人クラブ連合会運営費補助金

　市内単位老人クラブの文化・体育事業、各種奉仕活動への積極
的参加の中心組織となる留萌市老人クラブ連合会の活動のための
事務局の維持経費の助成を目的とする。
　■　老人クラブ連合会運営費補助金　990千円　（Ｈ26　497千円）

990 313 677 介護支援課

　生　「やる気と活気」

　施策　地域福祉の充実

　高齢者や障がい者も、生きがいを持ち、安心して暮らせるように、市民一人ひとりが、自分のできる役割を果たし、誰もが穏やかに、ほほえみや温かみのある暮らしがでできるように努めます。

地「自然と資源」 

優「思いやりと安心」 

－3－



＜H27年度主要施策一覧＞ －4－ （単位：千円）

自然の恵みを活かし資源を大切にするまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 青年就農補助金
　青年就農者の定着を図るため、農業経営開始直後の経営が不安
定な新規就農者に対して給付を行う。
　■　青年就農補助金　750千円　（H26　1,500千円）

750 750 農林水産課

継続
るもいの顔の見える農業･漁業元気プロ
ジェクト事業

　地域経済の再生に向けて、その基盤である1次産業の振興と農商
工連携、6次産業化の推進による地域の食の高付加価値化や販路
拡大、将来的な後継者確保に向けた気運の醸成や食育の推進など
により、生産者や事業者の経営体質の強化を図る。
　■　るもいの顔の見える農業･漁業元気プロジェクト事業
     　3,000千円　（H26　3,604千円）

3,000 1,500 1,500 農林水産課

継続 新規就農者支援事業
　留萌市の区域内において、新たに農業を営み本市の農業振興に
寄与する者に対し、特別な措置を行い、新規就農者を支援する。
　■　新規就農者支援事業　3,297千円　（H26　2,923千円）

3,297 3,297 農林水産課

新規 農産物乾燥施設整備支援事業
　旧幌糠中学校教員住宅敷地を活用し、留萌機械利用組合が整備
する農産物乾燥施設等の事業費の一部を補助する。
　■　農産物乾燥施設整備支援事業　28,042千円

28,042 16,900 8,500 2,642 農林水産課

継続 市有林整備事業

　市有林の保全管理を継続的に行い、森林が有する多面的機能の
維持を図るとともに、林業の担い手の育成を図るため、造林・下刈・
間伐・野鼠駆除等の各種施業を実施する。
　造林　Ａ＝1.8ｈａ　除間伐　Ａ＝21.24ｈａ　下刈　Ａ＝17.69ｈａ　外
　■　市有林整備事業　8,963千円　（H26　8,965千円）

8,963 5,692 3,200 71 農林水産課

継続 水産業持続的発展推進事業

　沿岸漁業の振興策として、高い付加価値を有する水産資源の増
産、適正管理技術の必要性から専門機関である大学と共同調査研
究を実施し、新たな技術開発により地場水産業の安定化を構築す
る。
　①ナマコ資源増殖技術開発（種苗生産、放流効果、養殖管理）
　②ナマコ資源管理技術開発（ICT技術によるデータ収集）
　③海洋環境データ収集、解析（水温、塩分濃度等）
　留萌市の漁業形態は、刺網、タコ樽流し、ナマコ桁網を中心とする
沿岸漁業（漁獲漁業）である。特に近年は漁獲量の減少や魚価安
により、生産高は減少傾向にあり、安定的な漁業生産体制を構築し
ていくために、養殖業の可能性についての試験事業を行う。（カキ・
ホヤ・ギンナンソウ）
　■　水産業持続的発展推進事業　1,000千円　（H26　1,000千円）

1,000 500 500 農林水産課

　生　「やる気と活気」

事業名 事業概要

　施策　地産地消と一次産業の推進

所管課事業費
財源内訳

　日本海で獲れる魚介類や山々で採れる農作物などの留萌の産物を、市民が自然の恵みと受け止め、積極的に消費することによって、生産者、消費者、行政が一体となって地域経済の掘り起こしや活
性化につなげていけるよう努めます。

新規
継続

地「自然と資源」 

地「自然と資源」 

守「暮らしと安全」 

－4－



＜H27年度主要施策一覧＞ －5－ （単位：千円）

機能的な生活基盤で安全で清潔な暮らしを守るまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 配水施設整備事業（水道事業会計）
　配水施設整備基本計画に基づき、老朽化が進む沖見町配水場の
計画的な整備更新事業（配水池改築躯体　配管設備工事等）
　■　配水施設整備事業　16,000千円　（H26　401,030千円）

16,000 5,333 5,300 5,334 33 上下水道課

新規 幌糠地区送水管整備事業
　幌糠地区飲料水施設の水質安定のため、留萌市上水道の水を供
給する整備事業（送水管布設、ポンプ設備等）
  ■　幌糠地区送水管整備事業　70,900千円

70,900 70,900 上下水道課

継続 ロードヒーティング改修事業

　施設設置から20年以上経過し、老朽化による故障も頻発し維持費
も増加しており、修理する間、凍結路面となり危険な状態になってい
る。これに対応するため、平成24年度に策定した更新計画に基づ
き、計画的にロードヒーティングを改修する。〔北10条通り
L=35.13m、北8条通り　詳細設計〕
　■　北10条通りﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ改修事業　41,000千円
　　　（H26　23,000千円）
　■　北8条通りﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ改修事業　73,000千円
　　　（H26　3,000千円）

114,000 48,600 65,400 都市整備課

継続 公営住宅ストック総合改善事業
　老朽化した沖見町・春日町団地の住戸改善等を実施する。
　■　沖見・春日団地　42,618千円　（H26　41,120千円）
　■　元町団地　26,000千円　（H26　34,200千円）

68,618 28,559 24,300 11,550 4,209 都市整備課

継続 公共下水道事業（下水道事業特別会計）

　自然環境の保全及び市民の生活環境の改善と大雨などによる浸
水、洪水を防ぎ、安心かつ安全な都市環境を創造するため公共下
水道を整備する。
   （浄化センター改築更新事業、雨水管整備事業）
　■　公共下水道整備事業　424,025千円　（Ｈ26　95,996千円）

424,025 212,500 211,500 25 上下水道課

継続
留萌消防組合負担金（緊急通信指令シス
テム整備事業）

　指令装置、音声合成装置、発信地位置情報システム等の他、現
行の通信指令装置の主要部分と同等の機能を維持したシステムと
する。消防救急無線デジタル化の移行に伴い、通信指令装置とサ
イレン吹鳴システムとの一体的な整備を行う。
　■　留萌消防組合負担金（緊急通信指令システム整備事業）
　　　142,600千円　（H26　2,376千円）

142,600 142,600 消防組合

継続
留萌消防組合負担金（消防庁舎改築事
業）

　消防設備並びに消防車両の適正な維持管理と職員の執務環境を
整えることにより、消防力の充実強化を図り、消防防災拠点としての
機能を発揮し、市民の安心と安全に寄与する。
　■　留萌消防組合負担金（消防庁舎改築事業）　659,546千円
　　　（H26　34,396千円）

659,546 554,600 104,946 消防組合

継続 クリーンステーション整備事業

　市が所有する605基のクリーンステーションは、古いものは平成4年
度設置であり、特に海岸地域や市街地を含めた中で、錆、腐食が激
しく使用が困難な箇所を優先して随時更新・修繕を行う。
　■　クリーンステーション整備事業　4,568千円　（H26　4,555千円）

4,568 4,568 環境保全課

事業費

　積雪寒冷の厳しい自然条件や社会生活によって起こるさまざまな事件、事故から毎日の暮らしを守り、安全・安心で清潔な生活環境を市民みんなの力を合わせながら築いていきます。

事業名
財源内訳

所管課

　施策　市民生活の基盤づくり

事業概要

　生　「やる気と活気」

新規
継続

守「暮らしと安全」 

守「暮らしと安全」 
－5－



＜H27年度主要施策一覧＞ －6－ （単位：千円）

機能的な生活基盤で安全で清潔な暮らしを守るまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

新規 防災行政無線移設事業

　平成26年度から開始された留萌消防庁舎の改築工事に伴い、防
災行政無線を現消防庁舎屋上に仮移設している状態であることか
ら、新消防庁舎の改築にあわせて移設する。
　■　電波伝搬調査委託料　713千円
　■　予備局移設工事　　3,286千円

3,999 3,999 総務課

　生　「やる気と活気」

　施策　災害に強い地域づくり

　台風や地震、津波などの自然災害から、市民の生命・財産を守るため、町内会などの地域コミュニティを基盤に自主防災の意識を高め、同時に的確な情報を提供する体制を確立します。

新規
継続

事業名 事業概要 事業費
財源内訳

所管課

守「暮らしと安全」 
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＜H27年度主要施策一覧＞ －7－ （単位：千円）

人・文化・地域の魅力と夢を育てるまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

新規 留守家庭延長事業

　留守家庭児童会の開設時間を延長することによって、児童の保護
者がフルタイム等で就労しやすい環境を整えるとともに、保育園利
用者が就学後も引き続き留守家庭児童会を円滑に利用できるよう、
留守家庭指導員を配置し、留守家庭児童会の質の向上及び仕事と
育児の両立支援の環境整備を図る。
　■　留守家庭延長事業　5,485千円

5,485 3,656 1,829 こども課

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 東光小学校整備事業

　校舎の老朽化が著しい東光小学校について、現在の耐震基準に
適合していないことから、耐震補強及び大規模改造を行う。
　■　東光小学校整備事業　207,479千円
      （内訳：大規模改造実施設計　14,479千円、耐震補強工事
　　　 193,000千円）　（Ｈ26　30,600千円）

207,479 96,500 110,900 79 学校教育課

新規 潮静小学校屋体改修工事
　老朽化が著しい潮静小学校の屋体施設の屋根改修工事を行う。
　■　潮静小学校屋体改修工事　12,356千円

12,356 12,300 56 学校教育課

新規 緑丘小学校法面復旧工事
　緑丘小学校屋外運動場の山裾の擁壁が傾いてきており、児童の
安全を確保するため、法面復旧工事を行う。
　■　緑丘小学校法面復旧工事　11,000千円

11,000 11,000 学校教育課

継続 デジタル教材活用推進事業

　小中学校に配置しているデジタルテレビの活用促進及びタブレッ
ト端末や実物投影機などのデジタル教材の整備により、「効率的な
授業」「わかりやすい授業」など授業の質の向上を図る。
　■　デジタル教材活用推進事業　2,663千円　（H26　1,429千円）

2,663 2,663 学校教育課

新規 教師用指導書購入費
　小学校の教科書がH27に改訂されることに伴い、新学習指導要領
に準拠した教師用指導書を整備する。
　■　教師用指導書購入費　7,006千円

7,006 7,006 学校教育課

新規 給食センター調理衛生環境等改善事業

　平成3年の給食センター供用開始時から調理機器等の更新がなさ
れず、経年劣化等による老朽化が進んでいることから、大型調理機
器等の更新を計画的に行う。
　■　給食センター調理衛生環境等改善事業　26,430千円

26,430 24,900 1,530
給食セン
ター

　生　「やる気と活気」

　施策　子どもの育成と支援

　施策　学校教育の充実

　学校教育は、子どもたちの心身の発達に応じて、その可能性を伸ばし、自主自立し、公共性を持った市民となることを願い行われなければなりません。そのため、国・道・市の役割分担のもと、家庭・学
校・地域・行政が一体となり、子どもたちの学ぶ環境を整備し、充実した教育を行い、心と身体のバランスの取れた子どもたちの成長を目指します。

　子どもは地域社会の宝です。少子化が進んでいる今日、次代を担う子どもたちの可能性を地域の宝として、みんなで育む決意が必要です。家庭・学校・行政が一体となって、子どもたちの健全な育成を
願い、子どもたちが育ちやすい環境、子育てしやすい環境づくりに努めます。

財源内訳
所管課

新規
継続

事業名 事業概要 事業費

新規
継続

事業名 事業概要 事業費
財源内訳

所管課

宝「夢と宝」 
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＜H27年度主要施策一覧＞ －8－ （単位：千円）

人・文化・地域の魅力と夢を育てるまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 子どもたちの芸術文化体験事業

　茶道、華道、筝曲、和太鼓の各教室を開催する。
　■　子どもたちの伝統文化体験教室事業委託料　496千円
　　　（H26　510千円）
　優れた舞台芸術鑑賞の機会を提供し、次代を担う子どもたちの豊
かな感性や個性を育むとともに、芸術文化を理解し、大切にする心
を養う。
　■　子どもの芸術鑑賞事業　689千円　（H26　664千円）

1,185 1,185 生涯学習課

継続 子どもの体力アップ推進事業委託料

　市内の子どもの体力向上に向け、子どもたちの潜在的な体力や運
動能力を高めるコーディネーショントレーニングを活用した体力向
上、指導者養成及び普及に取り組む。（小学校全校での教室、指導
者養成研修会の開催）
　■　子どもの体力アップ推進事業委託料　1,163千円
　　　（H26　1,006千円）

1,163 1,163 生涯学習課

新規 スポーツ合宿可能性研究事業

　将来的なスポーツ合宿の誘致に向け、可能性や課題等を調査・研
究し、新たな方向性に向けた事業を実施するとともに、地域のス
ポーツ振興のためスポーツ教室等の事業を展開する。
　■　スポーツ合宿可能性研究事業　1,086千円

1,086 500 586 生涯学習課

国・道補助 地方債 その他 一般財源

新規 客船寄港歓迎事業
　客船寄港に合わせ、市内経済への効果と観光・物産をＰＲすること
で、留萌の知名度を向上、リピート・交流人口の拡大を図る。
　■　客船寄港歓迎事業　532千円

532 532 経済港湾課

継続 観光物産ＰＲ推進事業

　観光物産ＰＲ推進事業として道内外の都市圏（東京、札幌、旭川
など）で開催されるイベントに、ゆるキャラの活用をはじめ、留萌の観
光ＰＲや地元特産品のＰＲを実施する。
　■　観光物産ＰＲ推進事業　6,468千円　（H26　6,468千円）

6,468 6,468 経済港湾課

新規
継続

　施策　社会教育の充実

　長寿社会である我が国では、老後も心豊かに暮らせるために、また、経済一辺倒のライフスタイルを転換するためにも、生涯学習の果たす役割は大きいものがあります。市民の芸術・文化やスポーツ・レ
クリェーション活動を活発にし、笑顔と汗のあふれる生活を深め、また、施設の維持・管理は、行政主導から市民主導へ転換し、使う側が自ら維持・管理することを基本に取り組んでいます。

事業名 事業概要 所管課

事業概要
新規
継続

事業名
財源内訳

財源内訳

事業費

事業費

　海水浴を中心とした夏の通過型観光から、通年の滞在型観光へ脱皮するため、さまざまな業種が一体となり、まち全体のホスピタリティ（おもてなしの気持ち）を高めるため、まちをあげて取り組み、留萌
の評判を高めていきます。

所管課

　施策　魅力の再発見と創造

　生　「やる気と活気」

宝「夢と宝」 

宝「夢と宝」 
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＜H27年度主要施策一覧＞ －9－ （単位：千円）

海と港、留萌らしさを未来へ繋げるまちづくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 船場公園整備事業

　市街地におけるイベント広場の確保、留萌管内の交流拠点、新た
な観光ゾーンの創出により、市民や観光客が憩う中心市街地と留萌
港に隣接した公園を整備する。（管理棟建設、道路改良・舗装新設
他）
　■　船場公園整備事業　328,032千円　（H26　125,000千円）

328,032 175,300 150,700 2,000 32 都市整備課

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 直轄港湾整備事業管理者負担金

　北海道北西部の流通拠点港としての役割を果たすため、港内静
穏度の確保や越波防止への対応など、航路の安全性を確保するた
めに計画的に整備する。〔南防波堤（改良）L=80ｍ、古丹浜航路埋
没Ｖ＝20,000㎥、北岸岸壁(改良)
　■　直轄港湾整備事業管理者負担金　32,000千円
　　　　（H26　32,000千円）

32,000 32,000 経済港湾課

継続 三泊地区緑地整備事業

　三泊-12m岸壁及び背後埋立港湾関連用地沿いにシンボル緑地・
緩衝緑地の整備をする。（敷地造成工一式A＝5,300㎡、駐車場工
A=600㎡）本事業は、社会資本整備総合交付金事業であり、事業実
施期間は５ヵ年計画となっており、Ｈ２７は最終年度となる。
　■　三泊地区緑地整備事業　16,000千円　（Ｈ26　16,000千円）

16,000 8,000 8,000 経済港湾課

継続 港湾環境整備事業

　三泊地区埠頭での石炭荷役や運搬時に発生する粉塵の原因を
究明するため、地域における風況と降下煤塵調査を行う。また、調
査結果に基づき地区住民と話合いを行い、今後の粉塵対策につい
て考える。
　■　港湾環境整備事業　1,165千円　（H26　1,503千円）

1,165 1,165 経済港湾課

継続 留萌港貿易可能性調査事業

　輸出相手国とする対岸については、ダイレクト輸出のほか、帰り便
の船積みなどあり、荷主はコスト比較により手法や時期的な検討を
行い輸出を実施している。
　留萌港としては関係機関との連携を図った勉強会に参加してい
く。
　■　留萌港貿易可能性調査事業　100千円　（H26　100千円）

100 100 経済港湾課

新規 留萌港事業継続計画策定事業
　国の国土強靭化基本計画に伴い、港湾の事業継続計画（港湾Ｂ
ＣＰ）策定のため、協議会の設置及び設計の委託を行う。
　■　留萌港事業継続計画策定事業　5,930千円

5,930 5,930 経済港湾課

新規
継続

事業名 事業概要

事業概要 所管課
財源内訳

　わたしたちのふるさと“留萌”と”留萌港”のことを知り、楽しみ、活かすために、みんなで留萌を語り、愛し、気概を持って未来に伝えていくことが大切です。港は、道北の玄関として、みんなに親しまれ、
利活用されるよう努めます。

新規
継続

　海、夕陽、山や川など留萌の恵まれた自然環境全体を見渡し、留萌にしかない豊かさ、自慢できる風景など留萌の価値を市民みんなで共有し、守り、地域のアイデンティティ（一体性）を強めていくこと
はわたしたち一人ひとりの課題です。公園や緑地、花や街路樹などの整備に、市民と行政が協働で取り組んでいきます。

事業名

　施策　港を活かしたまちづくり

事業費

財源内訳
事業費 所管課

　施策　自然環境の保護と緑の整備

　生　「やる気と活気」海「海と港」 

海「海と港」 

信「対話と信頼」 
－9－



＜H27年度主要施策一覧＞ －10－ （単位：千円）

市民との対話による働く市役所づくり

国・道補助 地方債 その他 一般財源

継続 地域おこし協力隊事業

　地域の元気を取り戻すため、地域力の再生に意欲ある都市部の
人材を隊員として委嘱し、農業や漁業、廃校、人材など本市の地域
資源を活用し、地域力の維持・強化を図るため、地域住民と協力し
ながら集落活性化の新たな展開を期待し、活動期間終了後には、
市内において起業、就業、定住を目指す。
　■　地域おこし協力隊事業　18,866千円　（H26　25,197千円）

18,866 18,866 政策調整課

国・道補助 地方債 その他 一般財源

新規 社会保障・税番号制度導入事業

　地方自治体においても番号制度の導入により、日常業務や個人
情報保護方策の在り方、関係条例等の改正を行う必要が生ずると
共に、既存の住民情報システム等の改修が必要となる。
　■　番号制度システム整備委託料　24,858千円
　■　中間サーバー整備負担金　6,536千円

31,394 22,399 8,995 総務課

継続 広報広聴活動事業

　民間事業者と共同作成する広報るもいをはじめ、ホームページ、Ｆ
Ｍもえる、町内回覧、新聞報道など、様々な広報媒体を複合的に活
用し、効率的、効果的に市政情報を提供する。また、市民主役のま
ちづくりを進めるため、「市政懇談会」や「市長トーク」など、さらに幅
広く市民との対話を行っていく。
　■　広報広聴活動事業　11,319千円　（H26　11,317千円）

11,319 1,000 10,319 政策調整課

財源内訳
所管課

　施策　能率の良い市役所づくり

事業費

事業名

　市役所は、市民の代表である市長の政策を実施する機関です。当然、市役所は市民から信頼され、市民の意思とともに機能しなければなりません。窓口の応対はもちろん、情報の共有、市民の声の市
政への反映、個人情報の保護など、市民と市役所を結ぶ仕事を、信頼を基礎にしっかりと実施します。

　施策　信頼される市役所づくり

財源内訳
所管課

新規
継続

事業名 事業概要

事業費

　「市民満足度の向上」には、市役所に企業経営の発想を取り入れ、能率よく、良質なサービスを市民に提供するとともに、市民もまちづくりの主人公として、参加と協働により、自らの努力で生活の満足度
を高めていくように努めることが必要です。財政運営、組織運営など「働く市役所」をテーマに、仕事の効率性や組織の能率性を高め、「最少の経費で、最大の効果をあげる」よう行政運営に努めます。

新規
継続

　生　「やる気と活気」

事業概要

信「対話と信頼」 
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