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地域産業の振興

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

一次産業の振興と地産地消の促進

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目農林水産業費 農業費 農業振興費 所管課

　農業及び農業と関連の深い事業の雇用創出力を図るため、近畿大学と連携したバイオマス資源化エネルギーを活用した農
業生産や幌糠農業・農村支援センターを活用した農業体験を通じた短期移住の受入、地場農産物等を活用した新商品開発、
農村風景を活かした産地情報の発信と体験・産地見学ツアーの受け入れをとおして、都市と農村の交流を促進する。
　■農業を核とした産業創出プロジェクト事業　4,662千円　（Ｈ28　14,693千円）

基本政策 産業・港・雇用

基本施策

基本施策

700

　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ととも
に、留萌信用金庫が実施する若手経営者・後継者等に向けたセミナーへの参加者支援を新たに実施する。
　■経済振興対策事業　700千円　（Ｈ28　710千円）

継続

事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源
新規継続/事業名/事業概要

経済振興対策事業

2,158

　「かずの子の日」制定、「かずの子条例」制定を契機に、水産加工品の消費拡大、販路拡大を目的に留萌市水産物加工協
同組合と連携しＰＲ事業を実施する。
　昨年度より開催している5月5日「かずの子の日」市内イベントに合わせ、市制施行70年・開港80年記念したメニューを盛
り込む。
　■水産加工品消費拡大推進事業　3,435千円　（Ｈ28　2,068千円）

商工費 商工費 地域経済活性化対策費 所管課 経済港湾課

商工費

　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　3,000千円　（Ｈ28　1,500千円）

3,000 3,000

新規継続/事業名/事業概要

62

事業費

農林水産業費 農業費 農業振興費 所管課 農林水産課

農林水産業費 農業費

農業を核とした産業創出プロジェクト事業 4,662 4,600

農業振興費 所管課 農林水産課

継続

財源内訳
国・道 地方債 その他 一般財源

●地域の食を支える生産基盤を守り、発展させること
●農漁業・農漁村を支える新たな担い手を育成・確保すること
●森林が有する公益的な機能を守り、維持させること
●持続可能な漁業の操業体制を確立すること

青年就農補助金

住宅改修促進助成事業 6,010

地域経済活性化対策費

継続

6,000

商工費

　地域産業の活性化と起業の促進、働きやすい環境づくり
目指
す姿

●地域産業が元気で、地域経済が活発なまちにすること
●新しい雇用をつくり出し、市民の経済生活が安定したまちにすること

継続 水産加工品消費拡大推進事業 3,435 277 1,000

9,100 34

　留萌市内において、新規就農者に対する支援制度を拡充することで、新規就農の招致、定着化を図る。
　【拡充】農業機械等導入支援　　1/4補助(上限3,000千円)
　　　　　経営自立安定支援対策　3/5補助(上限1,500千円) ※基準(3,500千円－前年所得額)
　■新規就農者支援事業　9,134千円　（Ｈ28　4,056千円）

新規就農者支援事業

農林水産課

継続 9,134

商工費 商工費 観光費 経済港湾課所管課

所管課 経済港湾課

10継続

700

　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、200千円を上限に助成する。
　■住宅改修促進助成事業　6,010千円　（Ｈ28　6,010千円）
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(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

港湾・物流の確保

(単位：千円)

款 項 目商工費 商工費 地域経済活性化対策費 所管課 経済港湾課

　市内小中学生等を対象に水産物の加工体験(ウニ割、魚捌き、いくら作りなど)を通じて、食の関心や食育の推進を図り、
子どもたちの郷土愛を育むとともに、水産物の消費拡大を推進する。
　■魚食普及事業　119千円

130 130

基本施策

●市民に愛され、親しまれる港があるまちにすること
●道北圏域を含めた物流と地域経済が活発なまちにすること

農林水産業費 林業費 林業振興費 所管課 農林水産課

　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。
　■市有林整備事業　8,882千円　（Ｈ28　8,878千円）
　　造林 A=2.5ha　保育間伐 A=8.0ha　間伐 A=10.0ha　下刈 A=16.19ha　更新伐 A=2.5ha　野鼠駆除 A=16.19ha ほか

農林水産業費 水産業費 水産業振興費 所管課 農林水産課

　計画的な森林施業(間伐材搬出や保育施業の実施など)を行うため、道営による藤山地区と幌糠地区を結ぶ幹線的な林道を
造成する。
　■道営林道(藤山幌糠線)整備事業　12,500千円　（Ｈ28　11,750千円）
　　造成工事　L=900ｍ　(全体事業費　50,000千円の25％)

魚食普及事業 119 119

12,500 12,500継続

138継続

農林水産業費 林業費 林業振興費 所管課

8,882

　作付けから収穫までの農業体験を通じて、子どもたちに食料の生産から消費等に至るまでを学習してもらうことにより、
食育の推進と地域農業の関心につなげ、自分たちが育てた野菜などを使った料理体験も組み入れ、地元食材の魅力発見と子
どもたちの地元への愛郷心を育成する。
　■るもい子ども食･農体験支援事業　138千円　（Ｈ28　138千円）

農林水産課

継続 5,616 3,200

農林水産課

138

財源内訳
国・道 地方債

所管課

市有林整備事業

新規

　道北各市が加盟する「サハリン経済交流促進協議会」に参画し、幅広い地域との協力関係を構築しながら、サハリン州よ
りバイヤーや旅行代理店関係者招聘事業の実施や将来的には留萌港を活用した経済交流を研究する。
　■サハリン経済交流促進協議会負担金　130千円　（Ｈ28　130千円）

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

サハリン経済交流促進協議会負担金継続

その他 一般財源

その他 一般財源

るもい子ども食・農体験支援事業

農林水産業費 農業費 農業振興費

道営林道(藤山幌糠線)整備事業

66

新規継続/事業名/事業概要 事業費
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魅力の創造と発信

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目商工費 観光施設管理費 所管課 経済港湾課

商工費 商工費 観光費 所管課 経済港湾課

　6月19日入港、翌20日に出港する客船寄港(飛鳥Ⅱ)に合わせ、セレモニーや地域物産展の開催など留萌らしいおもてなし
を実施するとともに、開港80年を記念したメニューや市民を対象とした船内見学会を実施し、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　2,564千円　（Ｈ28　447千円）

新規 観光施設整備事業 6,059

商工費 商工費 観光費 所管課 経済港湾課

基本政策 観光・交流

　魅力あふれる留萌ブランドの発信とおもてなしの向上

基本施策

●市民がまちの魅力を共有し、交流を深め、経済・文化が活発なまちにすること
●船場公園・管理棟を核とした交流人口を拡大すること
●市民に愛され、親しまれる港があるまちにすること

目指
す姿

その他 一般財源

新規 インバウンド受入環境整備事業 1,045 500 545

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

継続 観光物産ＰＲ推進事業

　老朽化や風雪による施設の劣化が進み雨漏り等が発生しており、訪れる市民、観光客の安全性の確保と施設の延命化を図
るため整備する。
　■海のふるさと館改修事業　20,780千円
　　屋上等防水シート更新　外壁剥離修繕　ほか

　外国人をはじめとする観光客の滞在期間中の満足度を高めるため、商店街振興組合連合会が実施するWi-Fi環境の整備と
連動して観光施設においてもWi-Fi環境を整備する。
　■インバウンド受入環境整備事業　1,045千円
　　Wi-Fi設置：沖見海浜公園、黄金岬海浜公園

新規 海のふるさと館改修事業 20,780 20,780

　老朽化や風雪による施設の劣化が進んでおり、訪れる市民、観光客の安全性の確保と施設の延命化のため整備する。
　■観光施設整備事業　6,059千円
　　沖見海浜公園北便益施設外壁塗装　千望台転落防止柵更新　ほか

商工費 商工費 観光施設管理費 所管課 経済港湾課

商工費

4,451 4,451

　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、ゆるきゃらの活用をは
じめ、留萌の観光や特産品のＰＲにより、知名度の向上と交流人口の拡大を図る。
　■観光物産ＰＲ推進事業　4,451千円　（Ｈ28　4,451千円）

継続 客船寄港歓迎事業 2,564 1,282 1,282

6,059

商工費 商工費 観光費 所管課 経済港湾課
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協働による地域づくり

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

健康の増進と地域医療の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

衛生費 保健衛生費 コホートピア推進費 所管課 コホートピア推進室

　ＮＰＯ法人るもいコホートピアと連携し、「独居高齢者栄養実態調査」を実施しており、留萌市内に在住する65歳以上の
独居高齢者に無料健診を行い、身体的リスク等を把握、分析する。
　■地域リスク介入研究推進事業　2,449千円　（Ｈ28　2,449千円）

49

衛生費 保健衛生費 健康増進費 所管課 保健医療課

衛生費 保健衛生費 コホートピア推進費 所管課 コホートピア推進室

　市民の健康づくりを推進するため、平成5年度に実施した「留萌市栄養調査」から20年以上が経過したことから、簡易型
自記式食事履歴法質問票(ＢＤＨＱ)を用い、20歳以上の市民を対象(無作為抽出)とした栄養摂取の状況を調査する。
　■食習慣調査事業　911千円

継続 目のコホート研究事業 3,503 3,500 3

　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(Ｈ30まで)実施するもので、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　3,503千円　（Ｈ28　3,535千円）

継続 地域リスク介入研究推進事業 2,449 2,400

保健医療課

衛生費 保健衛生費 予防費 所管課 保健医療課

　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　4,440千円　（Ｈ28　3,960千円）

継続 特定不妊治療費助成金 1,500 1,500

民生費 住民振興費 市民活動費 所管課 政策調整課

民生費 住民振興費 コミュニティセンター費 所管課 政策調整課

　地域における住民組織の行政協力と街灯及び会館維持費の一部を助成することで、住民組織の自主活動の促進を図る。
　■住民組織運営助成金　9,344千円　（Ｈ28　9,344千円）

新規 コミュニティセンター改修事業 8,313 8,313

基本政策 健康・福祉

　市民の自発的な課題解決と安心した地域福祉・地域医療の充実

基本施策

●思いやりとぬくもりの地域コミュニティを再生すること
●市民活動、市民参加、ボランティア活動が活発になること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

目指
す姿

その他 一般財源

継続 住民組織運営助成金 9,344 9,300 44

食習慣調査事業 911 911

　老朽化や風雪による施設の劣化が進み、雨漏り等が発生しており、利用者の安全性確保、施設の延命化を図るため改修す
る。
　■コミュニティセンター改修事業　8,313千円
　　港西コミュニティセンター：屋根葺き替え　　幌糠コミュニティセンター：玄関戸改修

基本施策

●市民の健康を維持し、元気な市民がたくさんいるまちにすること
●市民が安心して暮らせる医療環境を提供すること
●高齢者がいきがいを持ち、安心して暮らせること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

4,440継続 看護師等修学資金貸付金 4,440

　北海道特定不妊治療費助成事業の認定者に対し、経済的負担の軽減を図るため、北海道で助成した額の半額を上限に上乗
せ助成する。
　■特定不妊治療費助成金　1,500千円　（Ｈ28　1,500千円）

新規

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 所管課
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(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

地域福祉の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

社会保障の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目 所管課 介護支援課

衛生費 保健衛生費 コホートピア推進費 所管課 コホートピア推進室

民生費 社会福祉費 障害者福祉総務費 所管課 社会福祉課

民生費 社会福祉費 乳幼児等医療費 所管課 市民課

　市内に在住する障がい者の自立と社会参加の促進に向け、これまで障がい者関係団体の取り組む活動等に対する支援に加
え、北海道障害者スポーツ大会への出場など、障がいのある方が自ら参加する大会・行事等の引率・交通支援を行なう。
　■障害者社会参加活動支援事業　3,056千円　（Ｈ27　2,979千円）

2,756

事業費
財源内訳

国・道

民生費 社会福祉費 障害者福祉総務費 所管課 社会福祉課

　健康のまちづくりを進める本市にとって必要な総合コーディネート人材と質の高い医療クラーク等医療機関スタッフの養
成を行い、地域医療の充実と医療と健康づくりの連携による安心して住み続けるまちづくりのため、質の高い医療クラーク
養成研修の継続、ステップアップ研修の実施のほか、域外医療機関からの研修受入の可能性などを調査研究する。
　■地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業　25,000千円　※Ｈ27補正(Ｈ28繰越)から継続実施

新規

衛生費 保健衛生費 コホートピア推進費 所管課 コホートピア推進室

99

2,697

　高齢者の施策、介護保険事業の円滑な実施を図り、地域包括ケアシステムの構築を目指し、施策展開の考え方や方策、施
策の目標及び介護サービス量の見込み等を定めるため、アンケート調査を実施し、次期計画を策定する。
　■[介護保険事業特別会計]高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業　2,697千円

新規 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 2,697

基本施策

●医療費適正化による持続可能な国民健康保険を安定的に運営すること
●後期高齢者医療制度を安定的に運営すること
●市民の健康増進と経済的負担の支援をすること
●万一の場合でも、市民が安心して生活できること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

継続

総務費 総務管理費 一般管理費

乳幼児等医療扶助費(拡大分) 10,000

　北海道医療給付事業補助要綱に基づき、乳幼児から小学生の児童までを対象に医療費の一部助成を行っており、市独自の
施策として上乗せ助成を継続する。
　■乳幼児等医療扶助費　10,000千円　（Ｈ28　16,212千円）

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

継続 障害者社会参加活動支援事業
(旧障害者団体活動支援事業)

3,056

　ＮＰＯ法人るもいコホートピアと連携し、コミュニティセンターなどにおいて予防医学の視点からの健康に関する講話、
ワールドカフェ形式の交流、軽運動や脳トレーニングなどを実施することで、地域住民への健康啓発の強化を図る。
　■るもい地域住民健康づくり啓発強化事業　2,499千円

12,500 12,500

地方債 その他 一般財源

10,000

300

1,000

　障がい者の自立と積極的な社会参加を促進するとともに、障がいのある方もない方も共に住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまちづくりを推進するため、現行の「留萌市障がい者保健福祉計画」及び「留萌市障がい福祉計画」の改定を行う。
　■障がい者保健福祉計画等策定事業　1,000千円

障がい者保健福祉計画等策定事業 1,000

基本施策

●みんなが支え合い安心して暮らせる「やさしいまち」をつくること

新規継続/事業名/事業概要

新規 地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクト事業 25,000

新規 るもい地域住民健康づくり啓発強化事業 2,499 2,400



－ 6 －

学校教育の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

社会教育の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

教育費 保健体育費 学校保健費 所管課 学校教育課

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

継続 子どもの体力アップ推進事業 1,096 1,096

教育費 小・中学校費 学校管理費 所管課 学校教育課

教育費 小・中学校費 教育振興費 所管課 学校教育課

　デジタル教材の活用を推進するため、ＬＡＮ環境を改善し、全教室でＩＣＴ機器を安定して利用可能となる無線アクセス
ポイントやネットワーク機器の整備を行う。
　■小学校ＬＡＮ環境改善事業　6,399千円　（Ｈ28　4,500千円）
　■中学校ＬＡＮ環境改善事業　8,021千円　（新規）

基本政策 教育・子育て

　学校・家庭・地域が連携した教育と子育て環境の充実

基本施策

●幼児教育、高等学校教育との連続性に配慮しつつ、小中９年間を見通して一貫した質の高い教育を提供する
こと
●互いに認め合い、支え合う心を育むこと
●望ましい運動習慣や食習慣を定着させること
●教職員の資質・能力を総合的に向上すること
●地域の教育力を積極的に取り入れた学校をつくること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

目指
す姿

新規 日本スポーツ振興センター保護者負担金給付事業 505 505

その他 一般財源
小継
中新 小・中学校ＬＡＮ環境改善事業 14,420 2,933 10,800 687

新規 小・中学校教育用ＩＣＴ機器更新事業 1,116 1,116

　教育用ＰＣ及び校務用ＰＣ、ネットワーク機器を整備するとともに、セキュリティ対策を強化し、次期学習指導要領を見
据えたＩＣＴ環境を整備する。【債務負担行為】
　■小学校教育用ＩＣＴ機器更新事業　745千円　（5年総額　108,609千円）
　■中学校教育用ＩＣＴ機器更新事業　371千円　（5年総額　 47,279千円）

　子どもたちの体力向上に向け、潜在的な体力や運動能力を高める「ＣＯＴ（コオーディネーショントレーニング）」を活
用した体力の向上及び指導者の養成、普及に取り組む。
　■子どもの体力アップ推進事業　1,096千円　（Ｈ28　1,128千円）

　全ての児童生徒が、安心して学校生活を送ることができるよう加入している独立行政法人日本スポーツ振興センター共済
掛金について、保護者の負担を軽減し加入率100％を確保するため、保護者負担分について給付する。
　■日本スポーツ振興センター保護者負担金給付事業　505千円

基本施策

●市民協働により、子どもから高齢者までの様々な学習ニーズに応える社会教育事業の推進と学習機会を拡充
すること
●子どもたちに基礎的な運動習慣が身につくよう生涯スポーツの基礎づくりに努めるとともに、身近な地域で
誰もがスポーツを楽しむことができる生涯スポーツ社会の基盤をつくること
●芸術・文化活動の促進と鑑賞機会の拡大、文化関係団体等を育成すること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

継続 子どもたちの伝統文化体験事業
(旧子どもたちの芸術文化体験事業の一部)

511 511

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

　日本古来の伝統文化を体験し、豊かな心を醸成するため、茶道、華道、筝曲（そうきょく）、和太鼓の体験教室を開催す
る。
　■子どもたちの伝統文化体験事業　511千円　（Ｈ28　510千円）



－ 7 －

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

教育環境の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

　老朽化が著しいスポーツセンター等において、利用者の安全性確保、利用しやすい環境、施設の延命化を図るため、留萌
市社会教育施設維持管理計画に基づき、計画的な施設整備を進める。
　■スポーツセンター等整備事業　1,413千円
　　屋上防水改修　弓道場屋根葺き替え

新規 スポーツセンター等整備事業 1,413 1,413

教育費 社会教育費 図書館費 所管課 生涯学習課

教育費 保健体育費 体育施設費 所管課 生涯学習課

　老朽化が著しい市立留萌図書館において、利用者の安全性確保、利用しやすい環境、施設の延命化を図るため、留萌市社
会教育施設維持管理計画に基づき、計画的な施設整備を進める。
　■図書館整備事業　2,329千円
　　受電設備改修　屋上防水改修

教育費 中学校費 教育振興費 所管課 学校教育課

　これまでのバレーボールによるスポーツ合宿可能性研究事業の取り組みをもとに、つくばユナイテッドサンガイアの合宿
招聘(教室開催含む)を継続するとともに、市内で合宿する競技団体に対し、会場使用料の支援等を行う。
　■スポーツ合宿誘致事業　3,307千円

基本施策

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道

継続 中学校教育扶助事業 198 198

地方債 その他 一般財源

●児童生徒が安全で安心して学校生活を送ることができること
●生涯にわたり学習・文化・スポーツ活動に取り組みことができる、安全・安心で質の高い教育環境を整備す
ること
●児童生徒が登下校時に交通事故や犯罪に巻き込まれることがないよう、地域ぐるみで通学路の安全確保に努
めること
●子どもたちにとって望ましい教育環境を維持・向上させること

新規 留萌百年物語事業 1,040 500 540

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

新規 音楽合宿誘致事業 2,643 1,000

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

1,643

　「北海道最大の『音楽合宿の街』留萌」を目指し、一般社団法人留萌青年会議所が実施している誘致事業に対し、合宿し
やすい環境を整備するため、合宿に使用する会場及び備品等の使用料を支援する。
　■音楽合宿誘致事業　2,643千円

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

体育振興費 所管課 生涯学習課

新規 スポーツ合宿誘致事業 3,307 1,000 2,307

　郷土に捧げた先覚者の情熱を後世に伝え、留萌の歴史や文化に対する認識を深め、愛郷心を育むことを目的に、児童・生
徒向けの冊子を作成する。
　■留萌百年物語事業　1,040千円

　経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、就学に係る経費を市が一部助成することで、保護
者の負担軽減を図り、子ども達が安心して学べる環境を整備する。
　平成29年度から、中学校の生徒会費について、扶助の対象とする。
　■教育扶助事業(拡大分)　198千円
　※小学校においては、児童会費の徴収は行われていない。

　老朽化が著しい文化センター及び中央公民館において、利用者の安全性確保、利用しやすい環境、施設の延命化を図るた
め、留萌市社会教育施設維持管理計画に基づき、計画的な施設整備を進める。
　■中央公民館等整備事業　14,499千円
　　講堂暖房用設備改修　屋上防水改修　外階段改修

新規 図書館整備事業 2,329 2,329

14,499新規 中央公民館等整備事業 14,499

教育費 社会教育費 中央公民館等費 所管課 生涯学習課

教育費 保健体育費



－ 8 －

(単位：千円)

款 項 目

子ども・子育て支援の充実

(単位：千円)

款 項 目

教育費 保健体育費 学校給食費 所管課 学校給食センター

27,814 26,400 1,414継続 給食センター調理衛生環境等改善事業

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

75

　同一世帯で複数の未就学児が保育所等を利用している場合において、各年4月1日時点で3歳児未満で、かつ、保育料の算
定で第2子として取り扱う児童の保育所保育料を無料化する。
　■[歳入]多子世帯保育所保育料軽減事業(保育実施費負担金の減)　△9,475千円　（Ｈ28　△4,570千円）

継続 多子世帯保育所保育料軽減事業 0 9,400 △9,475

地方債 その他 一般財源国・道

分担金及び負担金 負担金 民生費負担金 所管課 子育て支援課

●子どもたちの夢・希望・笑顔で満ちあふれたまちにすること
●子ども・子育て世帯が健康で豊かに生活できるまちにすること
●仕事と子育ての両立を地域社会全体で応援するまちにすること
●子どもたちが、心身ともに健康・健全に成長できるまちにすること

　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されておらず、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　27,814千円　（Ｈ28　27,658千円）

基本施策

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳



－ 9 －

安全・安心な地域づくり

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

安全・安心な暮らし

(単位：千円)

款 項 目

安全・安心な都市機能

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

総務費 総務管理費 防災諸費 所管課 総務課

総務費 総務管理費 防災諸費 所管課 総務課

土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう維持費 所管課 都市整備課

土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう維持費 所管課 都市整備課

基本政策 防災・防犯

　一人ひとりの安全意識の向上と地域のつながりの一層の強化

基本施策

●思いやりとぬくもりの地域コミュニティを再生すること
●市民活動、市民参加、ボランティア活動が活発になること
●自然災害から市民の生命・財産を守れるまちにすること

目指
す姿

その他 一般財源

新規 留萌市地域防災計画等改定事業 7,841 2,000 2,000 3,841

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

　現行昭和63年改定(一部修正済み)の地域防災計画を国及び北海道からの地震・津波・河川洪水の情報提供をもとに見直し
を行うとともに、防災ガイドマップも全面改定し、各戸配付する。
　■留萌市地域防災計画等改定事業　7,841千円

新規 防災情報伝達機器配置事業 8,000 8,000

　現行の防災行政無線の受信を補完するため、地域町内会役員等へ個別受信機を設置し、地域共助を推進してきたが、いち
早い避難行動に結び付けるため、自動受信可能な防災ラジオを津波浸水想定区域全世帯に無償貸与する。
　■防災情報伝達機器配置事業　8,000千円

基本施策

●市民が、安心(快適)で安全な生活環境で暮らせるまちにすること
●市民の生命・財産を守るため災害に強い地域づくりをすること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

217

　平成2年登録車の救助工作車を更新する。
　■救助工作車整備事業　95,317千円

新規 留萌消防組合負担金(救助工作車整備事業) 95,317 95,100

消防費 消防費 消防費 所管課 消防組合消防本部消防課

基本施策

●市民の生命・財産を守るため、インフラの老朽化対策、事前防災・減災を推進し、安全・安心な道路ネット
ワークを形成すること
●市民の生命・財産を洪水から守るための河川・ダムが整備・管理され、市民が安心して暮らせるまちにする
こと
●災害時における市の防災活動及び行政機能拠点を維持・向上させること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

　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、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的に点検・補
修を行う。
　■橋梁長寿命化事業　89,300千円　（Ｈ28　70,300千円）
　  補修工事1橋(ゆうなぎ橋)　橋梁点検39橋

　道路ストック(橋梁、舗装、法面、擁壁、標識、照明)の健全状態を把握するための点検・診断結果に基づき、将来にわ
たって必要なインフラの機能を発揮し続けるため、計画的に修繕・更新を行う。
　■道路ストック整備事業　17,000千円　（Ｈ28　5,000千円）
　　道路照明更新　17基

継続 橋梁長寿命化事業 89,300 43,850 33,600 11,850

継続 道路ストック整備事業 17,000 3,400 13,600
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快適な住環境と自然環境

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

快適な都市機能

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

所管課 経済港湾課

土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費 所管課 都市整備課

　今後増加が見込まれる、インバウンドなどの交流人口を取り込み、商店街区へ賑わいを創出し、安心安全なまちなみづく
りを目指すための事業を行う留萌市商店街振興組合連合会に支援する。
　■商店街集客力向上支援事業費補助金　6,000千円
　　フリーWi-Fi機器の設置　防犯カメラの設置　指差しシートなどの接客ツールの作成　かずの子のＰＲ活動

継続 道路整備事業 303,000 293,000 10,000

基本政策 環境・都市基盤

　都市機能の効率的な集積と地域資源の利活用

基本施策

●地球環境を守るために、自然にやさしい生活を送ること
●市民が、快適で安全な生活環境で暮らせるまちにすること
●安全で安定した水道水を供給し続けること
●持続可能な下水道事業を推進し続けること
●冬季の安全な道路環境確保のため、地域との協働による環境整備を進めること

　南町、潮静地区の整備を行うにあたり、下水道法第4条に基づく事業計画の変更を行う。
　■[下水道事業特別会計]公共下水道事業認可変更・計画策定事業　18,000千円
　　事業区域の拡大　〔汚水〕98ha　〔雨水〕7.5ha　　事業内容の変更　〔雨水〕13.08ha

継続 公共下水道整備事業 388,900 192,900 196,000

その他 一般財源

新規 公共下水道事業認可変更・計画策定事業 18,000 9,000 9,000

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

　下水道は、安全で快適な生活環境作りには欠くことのできないものであり、雨水管・汚水管の管渠整備により生活環境の
向上及び公共水域の水質保全、大雨による浸水被害の低減を図るため、公共下水道を整備する。
　■[下水道事業特別会計]公共下水道整備事業　388,900千円　（Ｈ28　258,800千円）
　　浄化センター改築更新　潮静地区雨水管整備

基本施策

●自然とまちなかの調和のとれたまちにすること
●活力と賑わいを持続できるまちにすること
●効率性と利便性の高いまちにすること
●生活拠点と観光拠点等を結ぶ道路網の充実、生活に身近な道路機能の向上や安全・安心な道路空間を確保す
るため、基盤整備を計画的に進めること
●公園緑地や街路樹、花など緑を大切にし、また、公園施設の老朽化対策を推進し、安全で安心な都市環境を
形成すること
●森林や緑地に親しむ機会が増し、潤いとゆとりの都市空間があるまちにすること
●市民に愛され、親しまれる港があるまちにすること
●道北圏域を含めた物流と地域経済が活発なまちにすること
●地域産業が元気で、地域経済が活発なまちにすること

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

下水道費 下水道管理費 一般管理費 所管課 上下水道課

下水道費 下水道建設費 下水道建設費 所管課 上下水道課

新規 ＪＲ留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設等調査事業 85,331 85,331

　廃止した留萌線(留萌・増毛間)の鉄道敷地及び設備について、ＪＲから譲渡を受けるか否かを判断する材料として鉄道用
地及び設備の安全性調査及び撤去工事の調査を実施する。
　■ＪＲ留萌線(留萌・増毛間)鉄道施設等調査事業　85,331千円

新規 商店街集客力向上支援事業費補助金 6,000 6,000

総務費 総務管理費 交通対策費 所管課 政策調整課

商工費 商工費 地域経済活性化対策費

目指
す姿

　第4次道路整備5カ年計画に基づき、道路を整備する。
　■地方道路等整備事業　　100,000千円　（Ｈ28　40,000千円）
　　住之江6号通り　沖見29号通り　見晴38号通り　花園6号通り　千鳥3号通り
　■過疎対策道路整備事業　203,000千円　（Ｈ28　41,700千円）
　　北4条通り　旭町1号通り　南5丁目通り
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(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目土木費 住宅費 住宅管理費 所管課 建築住宅課

土木費 都市計画費 公園管理費 所管課 都市整備課

土木費 住宅費 住宅管理費 所管課 建築住宅課

土木費 都市計画費 公園管理費 所管課 都市整備課

土木費 都市計画費 公園管理費 所管課 都市整備課

土木費 港湾費 港湾管理費 所管課 経済港湾課

土木費 港湾費 港湾建設費 所管課 経済港湾課

30,000 30,000

　公営住宅等長寿命化計画に基づき、更新時期を迎えている緊急通報システム機器及び非常用照明の更新、劣化が著しい公
営住宅の屋上防水改修工事を実施する。
　■緊急通報システム更新(五十嵐町リラＢ棟)　　　　　　　　　4,000千円　（Ｈ28　4,800千円)
　■屋上防水補修　　　　(千鳥町メイプルⅡ　五十嵐町リラＢ)　9,990千円　（Ｈ28　9,630千円)
　■非常用照明器具取替　(大町団地)　　　　　　　　　　　　　7,250千円

　内外野舗装土の硬化が著しく、競技にも影響を与えているため、これを攪拌したうえで不足土を補充し表層安定剤を混入
し既存の土と一体化を図り、土の厚さと硬度の改善を図る。
　■見晴公園野球場補修事業　7,200千円
　　内野黒土補充舗装

継続 市営住宅改善事業 21,240 21,240

新規 見晴公園野球場補修事業 7,200 7,200

　公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅の住戸改善、用途廃止を実施する。
　■沖見・春日団地(用途廃止)　　24,403千円　（Ｈ28　49,389千円）
　■礼受・塩見団地(用途廃止)　　 7,412千円　（Ｈ28　 2,606千円）
　■野本団地(外部改修)　　　　　45,000千円
　■大町団地(給排水管改修)　  　12,500千円
　■あかしあ団地(給排水管改修)　15,000千円

継続 公営住宅ストック総合改善事業 104,315 46,657 30,700 11,050 15,908

経済港湾課

　陸上競技場の四種公認を取得するため、改修整備(助走路ウレタン舗装及びラインの新設)を行う。
　■浜中陸上競技場改修事業　6,200千円　（Ｈ28　13,252千円）
　　ウレタン舗装(練習走路、走幅跳・三段跳助走路)　A=330.4㎡

　背後圏の物流需要に応じた物流拠点港としての役割を果たすため、港内静穏度の向上や必要水深の確保など、安全性を確
保するために計画的に整備する。
　■直轄港湾整備事業管理者負担金　30,000千円　（Ｈ28　30,000千円）
　  外港防波堤(南)(改良) L=80ｍ　古丹浜航路浚渫 V=12,000㎥

継続 公園施設長寿命化事業 32,000 9,600 22,400

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

1,509

新規 港湾施設改修事業 7,012 7,012

新規

　適切な維持管理を行うことで、安全性の確保と維持管理コストの削減を図るため、公園施設長寿命化計画に基づき、計画
的に公園施設の修繕・改築を行う。
　■公園施設長寿命化事業　32,000千円　（Ｈ28　34,300千円）
    9公園　建物・遊具・ベンチなど

継続 浜中陸上競技場改修事業 6,200 6,200

　漁業者をはじめとする留萌港利用者の安全通行、転落防止のため、道路整備及び車止を設置する。
　■港湾施設改修事業　7,012千円
　　大町地区取付道路改修　南岸地区岸壁車止設置

3,980

　塩見及び三泊地区の海岸保全施設（防波護岸５施設）の長寿命化計画を作成し、それに基づいた定期点検の実施による適
正な維持管理を行う。
　■留萌港海岸施設長寿命化計画策定事業　5,489千円

継続 直轄港湾整備事業管理者負担金

留萌港海岸施設長寿命化計画策定事業 5,489

土木費 港湾費 港湾管理費 所管課
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その他の事務

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

総務費 総務管理費 企画調整費 所管課 政策調整課

総務費 総務管理費 企画調整費 所管課 政策調整課

基本政策 その他の事務

基本施策

その他 一般財源

新規 留萌市応援寄附事業 20,003 20,003

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

　寄附者の利便性、返礼品の拡充・開拓、事務の簡素化を図るため、団体等を除いた寄附の申込・返礼品の発送を外部委託
する。
　また、寄附金を返礼品等への財源に充当し、充当残額を基金に積み立てるものに変更する。
　■留萌市応援寄附事業　20,003千円　（Ｈ28　3,838千円）
　　応援寄附金　　20,000千円　基金運用収入(預金利息)　3千円
　　返礼品等事務　10,085千円　基金積立　9,918千円

継続 地域おこし協力隊事業 26,000 26,000

　昭和37年4月に開校し、平成30年3月に歴史と伝統を誇る北光中学校が閉校するにあたり、関係者を参集し、式典等のセレ
モニーを行う実行委員会に対し、補助金を交付する。
　■北光中学校閉校事業実行委員会補助金　400千円

　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、農業や地域医療など本市の地域
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　26,000千円　（Ｈ28　27,000千円）

新規 北光中学校閉校事業実行委員会補助金 400 400

教育費 教育総務費 事務局費 所管課 学校教育課
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(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

商工費 商工費

所管課

議会費 議会費 議会費 所管課 議会事務局

277

所管課 農林水産課

366

　ＢＳプレミアムで毎週日曜日に放送されているファミリー向け番組「みんなＤＥどーもくん！」の公開番組の収録を行う。
　■主催事業
　■公開番組誘致事業　732千円

公開番組誘致事業（ＮＨＫ全国放送公開番組「みんなＤＥどーもくん！」）

観光費 所管課 経済港湾課

　「地域医療の研究先進地域を学ぶ」をテーマにしたシンポジウムを開催し、るもいコホートピア構想の周知啓発を図る。
　■共催事業
　■るもいコホートピア構想啓発事業　ゼロ予算事業

るもいコホートピア構想啓発事業

　大型客船｢飛鳥Ⅱ｣寄港に伴い、セレモニーや管内連携による地域物産展の開催など留萌らしいおもてなしを実施するととも
に、市民に対しても船内見学会(船会社協力)を実施する。
　■主催事業
　■客船寄港歓迎事業　2,564千円

1,282

所管課 総務課

　市内中高校生が一日議員となり、故郷留萌の未来を創造し、意見を述べることで考える力を醸成する。また、議員を体験す
ることで議会に対する関心を深めてもらう。
　■主催事業
　■議会活性化推進事業　150千円

　海上自衛隊所属艦艇が留萌港に入港し、歓迎セレモニー、市民を対象とした一般公開や体験航海等を実施する。
　■協賛事業
　■海上自衛隊寄港歓迎事業　ゼロ予算事業

「かずの子の日」記念市内ＰＲ事業 554 277

　東海大学海洋調査研修船「望星丸」が、留萌沖における海洋実習実施のため留萌港へ寄港し、市民等を対象とした基調講演
や船内一般公開等を実施する。
　■共催事業（東海大学建学75周年記念事業との共催）
　■東海大学海洋調査研修船寄港歓迎事業　ゼロ予算事業

732 366

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

　水産加工品消費拡大推進事業として開催している「かずの子の日」記念市内イベントにおいて、周年記念事業として留萌の
ゆるキャラＫＡＺＵＭＯちゃんを公認することとし、式典を開催する。
　■主催事業
　■水産加工品消費拡大推進事業　3,435千円のうち554千円

客船｢飛鳥Ⅱ｣寄港歓迎事業 2,564 1,282

観光費 所管課 経済港湾課

コホートピア推進室

商工費 商工費

「市制施行70年・開港80年」周年記念事業

事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

東海大学海洋調査研修船「望星丸」寄港歓迎事業

市民と議会の意見交換会特別企画

所管課 総務課

海上自衛隊寄港歓迎事業

150 75

　庁用の長3・角2封筒に「市制施行70年・開港80年」を表示し、市内外にＰＲする。
　■主催事業
　■広報事業（庁用封筒）　ゼロ予算事業

75

広報事業(庁用封筒)
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(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

生涯学習課

所管課 生涯学習課

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課

教育費 保健体育費 体育振興費 所管課 生涯学習課

351 352

事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

　日本で最初に科学的方法により日本の国土を実測し、作成された伊能大図等を展示、紹介し、江戸末期における卓越した測
量能力等歴史的価値を啓発するとともに、「伊能図」と蝦夷古地図の変遷などと比較し、小中学生向けの教材として活用を図
る。
　■共催事業
　■「伊能大図」フロア展　ゼロ予算事業

Ｓｕｎ ＧＡＩＡ バレーボール教室 in るもい 703

　若手音楽家に対する世界最高水準のオーケストラ教育を軸にした教育や次代を担う若手音楽家の育成を実施するＰＭＦ（公
益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会）を招聘し、全国大会に出場する留萌高校吹奏楽部への
アウトリーチや市民向け合同コンサートを開催することで、技術の向上や音楽を通じた国際交流を図る。
　■主催事業
　■ＰＭＦ招致事業「留萌ゆめ・みらいコンサート」　800千円

ＰＭＦ招致事業「留萌ゆめ・みらいコンサート」 800 400 400

　留萌市で合宿をしているバレーボールチーム「つくばユナイテッドサンガイア」と大学選抜等との練習試合を公開するとと
もに、市内小中高校生へのバレーボール教室を開催する。
　■主催事業
　■スポーツ合宿誘致事業　3,307千円のうち703千円

「伊能大図」フロア展
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