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地域産業の振興

(単位：千円)

款 項 目

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 農業振興費 所管課

財源内訳

700

　地域農業の課題である、農業者の高齢化・後継者不足などの課題解決を図るため、高付加価値農作物（エディブルフラ
ワー等）への取組みや、担い手の確保、地場農産物を活用した農産加工品商品開発研究を実施する。
　■地域農業振興・促進プロジェクト事業　1,545千円

農林水産課

基本政策 産業・港・雇用

基本施策

基本施策

700

　経済活性化や交流人口の増加を目指し、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して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
への参加者支援を実施する。
　■経済振興対策事業　700千円　（Ｈ29　700千円）

継続 経済振興対策事業

1,000

　「かずの子の日」の制定と「かずの子条例」の施行を契機に、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。
　■水産加工品消費拡大推進事業　2,000千円　（Ｈ29　3,435千円）

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

　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

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 地元若者人材育成事業 3,500 3,500

事業費

農林水産業費 農業費

地域農業振興・促進プロジェクト事業 1,545

地域経済活性化対策費

6,000

所管課

3,900 97

　留萌市内において新たに農業を営む者に対し、収入が安定していない初期の営農を支援することにより経営の安定化につ
なげ、新規就農者の定住及び招致促進を図る。
　■新規就農者支援事業　3,997千円　（Ｈ29　9,134千円）

新規就農者支援事業

住宅改修促進助成事業 6,010

労働諸費 所管課 経済港湾課

　地元企業が求める人材と地元企業への就職を希望する高校生とのマッチングを図るため、企業が求める資格取得のカリ
キュラム構築等を行うモデル事業を展開し、人材不足の解消と若者の地元定着、地域経済の活性化を図る。また、地域外か
らアドバイザーを招聘し、高校生の商品開発等地域ビジネスを学ぶ機会を提供するなど若者の人材育成に取り組む。
　■地元若者人材育成事業　3,500千円

継続 水産加工品消費拡大推進事業 2,000

商工費 所管課 経済港湾課

10継続

1,000

労働費 労働諸費

商工費 商工費 観光費 経済港湾課

継続 3,997

新規継続/事業名/事業概要

　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　（Ｈ29　6,010千円）

45

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

1,500

農業振興費 所管課 農林水産課

新規

農林水産業費 農業費

－ 1 －



(単位：千円)

款 項 目

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

12,500道営林道整備事業

　森林所有者や境界の情報を一元的にまとめた林地台帳の効率的な管理・活用及び森林地図等の公表義務化に必要となるシ
ステムの整備を行う。
　■市町村森林所有者情報活用推進事業　1,942千円

7,720 7,720

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 水産業費 水産業振興費 所管課 農林水産課

　実用的な放流技術を確立・習得し、ナマコ資源の増大に向けた事業化を図るため、産学官連携事業により先進的技術を駆
使した放流技術開発試験を実施する。
　■ナマコ資源管理技術開発試験事業　8,820千円
　　放流用囲い礁『エアーポケットフェンス』を活用した着底稚仔の育成・放流
　　ＤＮＡ鑑定技術による種苗放流後の効果把握調査

　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。
　■道営林道整備事業　12,640千円　（Ｈ29　12,500千円）
　　造成工事　L=550ｍ、測量試験　L=1,000ｍ

継続

農林水産業費 林業費 林業振興費

12,640

事業費

農林水産業費

土木費 港湾費 港湾管理費 所管課 経済港湾課

林業振興費 所管課 農林水産課

市町村森林所有者情報活用推進事業 1,942 938 1,004

新規 ナマコ資源管理技術開発試験事業 8,802 8,802

農業振興施設費 所管課

3,000

　農業の生産基盤整備を促進するため、道営により農地、水利施設の整備を行う際の生産者の負担軽減支援を行う。
　■農業競争力基盤強化特別対策事業負担金　1,325千円

農林水産課

新規 2,700

農林水産課

200 99

財源内訳
国・道 地方債

樽真布ダム改修工事負担金

新規継続/事業名/事業概要

農林水産業費 農業費

300

140

　防災ダムの安定的な保全管理を図るため、道営により樽真布ダムの法面崩落箇所の復旧とダム施設の補修・改修を行う。
 ■樽真布ダム改修工事負担金　3,000千円
　 調査設計

農林水産業費 林業費

新規

　堤体ケーソン間から土砂が流入しドルフィン側に堆砂、水深浅瀬化の要因となっていることから、油送船接岸、係留事故
発生防止のため、流入土砂対策を行う。
　■北防波堤内港維持工事　7,720千円

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

北防波堤内港維持事業新規

その他 一般財源

その他

農業費

所管課 農林水産課

一般財源

1,026

農業振興費 所管課

1,325新規 農業競争力基盤強化特別対策事業負担金

－ 2 －



魅力の創造と発信

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

その他 一般財源
新規継続/事業名/事業概要 事業費

財源内訳
国・道 地方債

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

所管課 経済港湾課

　海水浴期間中の打ち上げ花火のほか、新たなイベント等を創出し、西海岸の集客力の向上を図る。
　■西海岸集客力向上事業　4,055千円

新規

新規 観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業 4,769

商工費 商工費 観光費 所管課 経済港湾課

観光施設整備事業 5,001 5,001

　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　5,001千円
　　千望台転落防止柵改修

商工費 商工費 観光施設管理費 所管課 経済港湾課

2,300 2,469

　道内外の都市圏で留萌観光・特産品ＰＲ支援、かずの子などのトップセールス等を実施し、留萌ブランドの知名度の向
上、販路拡大を図るとともに、交流人口の拡大を図る。
　■観光ブランド向上・販路拡大ＰＲ事業　4,769千円

新規 西海岸集客力向上事業 4,055 4,055

商工費 商工費 観光費

－ 3 －



協働による地域づくり

(単位：千円)

款 項 目

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

民生費 住民振興費 市民活動費

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　（Ｈ29　3,503千円）

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

　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　9,400千円　（Ｈ29　9,344千円）

新規

　暴風の影響によりコミュニティセンターが破損したことから、施設利用者の安全確保を図るため改修する。
　■コミュニティセンター改修事業　1,890千円
　　港西コミュニティセンター：外壁改修

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

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

国・道 地方債 その他 一般財源

民生費 住民振興費 市民活動費 所管課 市民課

継続 住民組織運営助成金 9,400 9,400

コミュニティセンター改修事業 1,890

新規 地域人権啓発活動活性化事業 700 700

　人権尊重の理念に関する正しい理解と人権尊重思想の普及高揚を図るため、地域に密着した人権啓発活動を実施する。
　■地域人権啓発活動活性化事業　700千円
    北海道委託事業

所管課 政策調整課

継続 目のコホート研究事業 3,503

衛生費 保健衛生費 予防費 所管課

3,500

　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　（Ｈ29　1,500千円）

保健医療課

衛生費 保健衛生費 予防費 所管課 保健医療課

1,155

1,890

　産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の心身状態の把握
等）の費用を助成し、診査を受けやすい環境を整えることによって、産後の初期段階における母子に対する支援の強化を図
る。
　■産婦健康診査助成事業　1,155千円

継続 特定不妊治療費助成金 1,500 1,500

新規 母子保健事業（産婦健康診査助成分） 1,155

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

財源内訳

－ 4 －



(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

地域福祉の充実

(単位：千円)

款 項 目

社会保障の充実

(単位：千円)

款 項 目

2,870

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

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

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、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。
　■障がい者社会参加活動支援事業　3,170千円　（Ｈ29　3,056千円）

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、独居高齢者の栄養実態等を把握するため、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　（Ｈ29　2,449千円）

49

コホートピア推進費 所管課 コホートピア推進室

新規 乳幼児等医療扶助費（中学生までの医療費無償化分） 22,698 17,200

　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、養成研修の継続、ス
テップアップ研修の実施のほか、域外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　（Ｈ29　25,000千円）

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

衛生費 保健衛生費 コホートピア推進費

継続 地域リスク介入研究推進事業 2,449 2,400

12,500

新規継続/事業名/事業概要

継続

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

25,000

地方債 その他 一般財源

　北海道医療給付事業に基づき、乳幼児の入院・通院と小学生の入院医療費を一部助成しているが、平成２８年８月診療分
より助成対象を変えずに市独自に拡大助成して医療費を全額助成していおり、更に平成３０年１０月診療分より助成対象を
拡大し、小学生の通院と中学生の入院・通院にかかる医療費を無償化する。
　【拡大】　小学生（通院）　　　　助成対象外⇒　無償化
　　　　　　中学生（入院・通院）　助成対象外⇒　無償化
　■乳幼児等医療扶助費（中学生までの医療費無償化分）　22,698千円　（Ｈ29　10,000千円）
　　当初予算計上分　8,900千円、６月補正予算計上分　13,798千円

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 障がい者社会参加活動支援事業 3,170

　老朽化が著しいるもい健康の駅において、市民が利用しやすい環境、施設の延命化を図るため整備を行う。
　■るもい健康の駅整備事業　11,645千円
    暖房用設備改修

5,498

300

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 るもい健康の駅整備事業 11,645 11,645

衛生費 保健衛生費

12,500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
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学校教育の充実

(単位：千円)

款 項 目

社会教育の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

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 音楽合宿誘致事業 2,643 2,643

その他 一般財源

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

その他 一般財源

教育費 教育総務費 事務局費 所管課 学校教育課

　国際感覚や異文化コミュニケーションの育成、発展を図ることを目的に母国語を英語とする外国語指導助手（ＡＬＴ）を
配置し、中学校の英語授業及び小学校における外国語活動における指導にあたる。平成３２年度から導入される新学習指導
要領において、小学校５・６年生における英語の教科化や、小学校３・４年生における外国語活動が実施されることを見据
え、ＡＬＴを１名増員する。
　■英語指導助手配置事業（増員）　3,344千円

新規 英語指導助手配置事業（増員） 3,344 3,344

新規 北海道１５０年記念子どもたちの芸術鑑賞事業 5,756 5,756

　「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　（Ｈ29　2,643千円）

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

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

　本道が「北海道」と命名されてから150年目の節目を迎え、積み重ねてきた歴史や先人の偉業、先人から受け継いだ財産を
次の世代に引き継ぎ、市内の小中学生の豊かな心や感性を育むため、鑑賞事業を実施する。
　■北海道１５０年記念子どもたちの芸術鑑賞事業　5,756千円

新規 旧佐賀家漁場資料保存・活用事業 1,040 500 540

　歴史的建造物である「旧留萌佐賀家漁場」を活用し、国指定史跡について風化させることなく、郷土文化や歴史の伝承を
行うため、「旧留萌佐賀家漁場」に関する冊子を作成し、児童・生徒などへ配付する。
　■旧佐賀家漁場資料保存・活用事業 　1,040千円

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課

　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　1,304千円　（Ｈ29　1,040千円）

継続 留萌百年物語事業 1,304 600 704

教育費 社会教育費 社会教育総務費 所管課 生涯学習課
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(単位：千円)

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 目教育費 保健体育費 学校給食費 所管課 学校給食センター

29,292 23,200 6,092

　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　6,221千円　（Ｈ29　1,413千円）
　　勤労者体育センター床補修

継続 給食センター調理衛生環境等改善事業

継続 スポーツセンター等整備事業 6,221 6,200

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

21

　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　22,853千円　（Ｈ29　2,329千円）
　　暖房設備改修

継続 スポーツ合宿誘致事業 2,608 510 2,098

教育費 社会教育費 体育振興費 所管課 生涯学習課

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

　留萌市で合宿を実施する競技団体への会場使用料等の支援を行うとともに、「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)を継続して実施することによって、スポーツ交流の拡大による競技人口の増加を図る。
　■スポーツ合宿誘致事業　2,608千円　（Ｈ29　3,307千円）

　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　28,511千円　（Ｈ29　14,499千円）
　　文化センター舞台吊物改修、中央公民館屋上防水改修

継続 図書館整備事業 22,853 22,800 53

28,511継続 中央公民館等整備事業 28,511

教育費 社会教育費 中央公民館等費 所管課 生涯学習課

基本施策

新規継続/事業名/事業概要 事業費

　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　29,292千円　（Ｈ29　27,814千円）

財源内訳
国・道 地方債 その他 一般財源

新規 温水プール管理事業（時間延長） 5,276 5,276

教育費 保健体育費 体育振興費 所管課 生涯学習課

　「温水プールぷるも」の開設期間（３ヶ月間）のうち、水曜日及び土曜の週２日を試行的に午後８時まで開設時間を延長
する。
　■温水プール管理事業（時間延長）　5,276千円

●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

教育費 社会教育費 図書館費

－ 7 －



子ども・子育て支援の充実

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

所管課 子育て支援課

10,900 94

●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

基本施策

12

　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、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償化する。
　■[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)　△10,801千円　（Ｈ29　△9,475千円）

継続 多子世帯保育所保育料軽減事業 0 3,189 7,600 △10,801

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

財源内訳

　国の基準に準拠した幼稚園保育料を地域の事情を勘案して軽減することにより、幼稚園就園を希望する保護者負担の軽減
を図る。
　■特定教育施設（幼稚園）保育料軽減支援事業　10,994千円

新規 特定教育施設（幼稚園）保育料軽減支援事業 10,994

　幼児期からの適切な支援を行うため、相談・療育・支援等の機能を持ち合わせた拠点施設とともに、安全・安心な療育環
境を提供し、保護者支援の充実を図るため移転改築する。
　■通園センター改築事業　289,560千円　（Ｈ29　202,200千円）

継続 通園センター改築事業 289,560 283,500 6,060

民生費 児童福祉費 通園センター費 所管課 通園センター

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 所管課 子育て支援課

新規継続/事業名/事業概要 事業費

－ 8 －



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

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
目指
す姿

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

3,881

　導入から28年経過する災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を更新する。
　■災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車更新整備事業　67,206千円

新規 留萌消防組合負担金(特殊水槽付ポンプ車更新整備分) 67,206 10,925 52,400

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　70,000千円　（Ｈ29　89,300千円）
　  橋梁補修工事3橋（渚橋、16線橋、南幌橋）
    実施設計2橋（留萌橋、真栄橋）
    個別施設計画策定

1,400

　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　14,000千円　（Ｈ29　17,000千円）
　　道路照明更新　14基

継続 橋梁長寿命化事業 70,000 29,400 37,800 2,800

継続 道路ストック整備事業 14,000 12,600
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快適な住環境と自然環境

(単位：千円)

款 項 目

快適な都市機能

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

清掃費 塵芥処理費

29,300

　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　 　60,000千円　（Ｈ29　100,000千円）
　　見晴38号通り、宮園1号通り、末広2号通り、花園6号通り、南町6号通り
　■過疎対策道路整備事業　102,500千円　（Ｈ29　203,000千円）
　　旭町1号通り、南9条通り

土木費 港湾費 港湾建設費 所管課 経済港湾課

国・道 地方債 その他 一般財源

土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費

156,500 6,000

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

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

　老朽化が著しい美サイクル館において、資源ごみ等の収集体制維持、施設の延命化を図るため整備を行う。
　■美サイクル館整備事業　26,800千円
　　美サイクル館管理棟及び工場棟屋上防水・外壁補修　水処理棟屋根・外壁補修

その他 一般財源

新規 美サイクル館整備事業 26,800 26,800

新規継続/事業名/事業概要 事業費

目指
す姿

財源内訳
国・道

所管課 環境保全課

地方債

衛生費

都市整備課

継続 直轄港湾整備事業管理者負担金

　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　29,300千円　（Ｈ29　30,000千円）
　  外港防波堤(南)(改良) 消波ブロック製作　古丹浜航路(埋没)(-10ｍ) 調査設計

継続 浜中陸上競技場改修事業 15,500 15,500

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

所管課

継続 道路整備事業 162,500

29,300

　陸上競技場の４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工事　15,500千円　（Ｈ29　6,200千円）
　　ウレタン舗装(走り高跳び助走路)　A=791.4㎡

土木費 都市計画費 公園管理費 所管課 都市整備課
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(単位：千円)

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

　高規格幹線道路深川留萌自動車道の全線開通に併せ、船場公園を新たな交流人口の拠点とするため、船場公園道の駅の登
録申請に向け、道内の事例等の情報収集や、現地視察などの調査研究を行う。
　■船場公園道の駅調査事業　72千円

新規

土木費 都市計画費 公園管理費 所管課 都市整備課

船場公園道の駅調査事業 72 72

　公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅の外部改修、用途廃止等を実施する。
　■沖見・塩見団地(用途廃止)　  21,900千円
　■平和台団地(外部改修)　　　  50,200千円
　■大町団地(給排水管改修)　　  34,000千円　（H29　12,500千円）
　■あかしあ団地(給排水管改修)　28,200千円　（H29　15,000千円)
　■塩見団地(移転補償費)　　   　　217千円

継続 公営住宅ストック総合改善事業 134,517 62,008 50,900 21,609

継続 公園施設長寿命化事業 34,000 9,800 24,200

新規継続/事業名/事業概要

　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　34,000千円　（Ｈ29　32,000千円）
    8公園　建物・遊具・ベンチなど

9,400

事業費
財源内訳

国・道 地方債 その他 一般財源

土木費 都市計画費 公園管理費 所管課 都市整備課

　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工事　9,400千円　（Ｈ29　7,200千円）
　　外野黒土補充舗装　Ａ＝4,006㎡

継続 見晴公園野球場補修事業 9,400
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その他の事務

(単位：千円)

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

款 項 目

総務費 総務管理費 財産管理費 所管課 建築住宅課

議会費 議会費 議会費 所管課 議会事務局

基本政策 その他の事務

基本施策

その他 一般財源

新規 議会活性化推進事業 3,014 3,014

新規継続/事業名/事業概要 事業費
財源内訳

国・道 地方債

　市民に「わかりやすく・開かれた議会」を目指すため、インターネット中継・録画配信や委員会室のマイクシステムの更
新など情報発信、情報公開を推進するための機器等を導入する。
　■議会活性化推進事業　3,014千円

新規 個別施設計画策定事業 4,018 4,018

　公共施設建替調査にあたり、道内外の事例等の情報収集や、現地視察などを行うとともに、官民での機運を高めるための
道内の大学と連携した公開講座を実施する。
　■公共施設建替調査事業　294千円

　各施設の劣化度調査を行い、耐用年数と実際の耐久度ごとの優先順位を付け、公共施設の個別施設計画を作成する。
　■個別施設計画策定事業　4,018千円

, 公共施設建替調査事業 294 294

総務費 総務管理費 企画調整費 所管課 政策調整課

26

総務費 総務管理費 防災諸費 所管課 総務課

新規 Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備更新事業 4,126 4,100

　現在、設置導入している「全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）」については、新たな機能の追加や処理能力、操作性
の向上などにより、現行受信機のハードに大きな負荷がかかっており、今後、緊急の情報伝達に支障をきたすことが想定さ
れることから、国の新たなシステムに対応した新型受信機へ更新することにより、継続して市民に対する迅速な情報伝達手
段の確保を図る。
　■Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信設備更新事業　4,126千円

新規 納税環境拡大事業（コンビニ収納） 1,517 1,517

　納税者の利便性等の向上を図るため、平成31年度の実施に向け、市税等の納付において24時間365日納付が可能なコンビニ
収納を導入する。
　■納税環境拡大事業（コンビニ収納）　1,517千円

総務費 徴税費 賦課徴収費 所管課 税務課
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