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第１期実施計画事業費総括表 

1 あったかみのある地域福祉のまち 

2 人と地球にやさしい環境のまち 

5 活力ある産業拠点のまち 

3 安全で安心して暮らせるまち 

4 学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち 

6 都市機能が充実したまち 

7 市民協働による自主自立の行政経営 
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    １１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨        

  千歳市は、これまで「総合建設計画」から「新長期総合計画」まで、５期にわたり「総合計画」

を策定し、計画的なまちづくりを進め発展してきました。 

しかし、今日の市民生活や地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化の進展と人口減少

社会の到来、社会経済のグローバル化、環境問題の深刻化による消費型社会から循環型社会

への転換、自主自立の分権型社会の移行など、大きな変革期を迎え、新たな対応が求められ

ています。 

このため、時代の変化に対応しながら持続的な都市の発展と市民生活の向上を目指す

「第６期総合計画」を策定し、長期的な展望に基づくまちづくりの指針とします。 

 

    ２２２２    総合計画総合計画総合計画総合計画のののの性格性格性格性格        

  総合計画は、次のような性格を持った計画です。 

（１） まちづくりのビジョンを示す計画 

総合計画は、本市におけるまちづくりの最上位に位置付けられる計画であり、まちづくりの 

目標とその取組方向を示しています。分野ごとの個別計画の目標や施策については、本計画 

との整合性を図っていくこととします。 

（２）まちの発展と市民生活の向上を目指す総合的な計画 

   総合計画は、まちづくりの分野すべてを網羅するものであり、長期展望に立ったまちの発展 

と市民生活の向上を目指し、総合的かつ計画的な行政運営の指針を示しています。 

（３） 市民とともに活動する行動指針となる計画 

総合計画は、行政運営のみならず、市民や団体などの活動と連動し、市民と行政が一体と 

なったまちづくりを進めるための指針を示しています。 

 

    ３３３３    総合計画総合計画総合計画総合計画のののの構成構成構成構成        

  総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。 

（１）基本構想【目標年次：平成３２年度（２０２０年度）】 

   基本構想は、千歳市を取り巻く社会動向や地域の現状・課題などを踏まえ、今後の目指す

べき将来都市像やまちづくりの目標、それを実現する施策の展開について基本的な考え方を

定めたものです。 

（２） 基本計画【計画期間：平成２３年度（２０１１年度）～平成３２年度（２０２０年度）】 

基本計画は、基本構想に示した将来都市像とまちづくりの目標を実現するための基本的

施策等を定めものです。 

（３） 実施計画【計画期間：３年間・毎年度見直し】 

実施計画は、基本計画に示された基本的施策等を具現化するために必要な事業等を示し

たものです。 

 

   

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画のあらましのあらましのあらましのあらまし 
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＜＜＜＜計画計画計画計画のののの構成及構成及構成及構成及びびびび計画計画計画計画のののの期間期間期間期間＞＞＞＞    
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    ４４４４    目指目指目指目指すすすす都市像都市像都市像都市像        

（１）基本理念 

『まちの資源は“ひと”』です。市民が、お互いに助け合い、元気に輝き、調和を図っていくこ

とが、活力あふれるまちづくりの原動力となります。 

本計画においては、これまでのまちづくりの足跡と時代の潮流を踏まえ、郷土の更なる発

展と住みよさを実感し誇りを持てるまちの実現に向けて、まちの活力が市民との協働により

持続し、都市として安定的な発展を続けながら質的な成熟を図っていくことを基本理念としま

す。 

（２）将来都市像 

   基本理念に基づき、まちの活力と発展が持続することを目指す千歳市の将来都市像を次

のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

※将来都市像に用いた言葉には、次のような想いを込めています。 

・「みんなで」   ～市民・市民団体・事業者・行政がそれぞれの役割を果たしながら連携してま

ちづくりに取り組み（市民協働）、そのことが市民やまちの活力が生まれる推

進力となること。 

・「生き生き」   ～子どもから高齢者までの様々な市民が、健康で元気にあふれて活動し、社

会の中においてその人らしい生活を送ることができること。 

・「活力創造都市」～千歳市が持つ特性や資源、都市基盤を生かし、市民が生き生きと活動し、

盛んな企業活動が行われ、まちの勢いがあり、さらにそこから新たな活力が

生まれる都市。 

 

    ５５５５    「「「「まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本目標基本目標基本目標基本目標」」」」とととと「「「「行政経営行政経営行政経営行政経営のののの基本目標基本目標基本目標基本目標」」」」        

総合計画の「目指す都市像」を実現するために６つの「まちづくりの基本目標」と１つの「行政

経営の基本目標」を定めています。 

また、これらの基本目標を達成するために、それぞれの取組の方向性を示す「展開方針」と

具体的な取組内容を示す「施策」を定めています。 

これら基本目標等については、５ページの『施策の体系』のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『みんなでみんなでみんなでみんなで生生生生きききき生生生生きききき    活力創造都市活力創造都市活力創造都市活力創造都市    ちとせちとせちとせちとせ』』』』 
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    １１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨        

前述のとおり、実施計画は、基本計画に示された基本的施策等を具現化するために必要な

事業等を示したものです。 

実施計画の計画期間は３年間とし、事業の評価結果や優先度・緊急度及び財政状況等を総

合的に判断しながら毎年見直しを行います。 

    ２２２２    計画期間計画期間計画期間計画期間        

  第１期実施計画の期間は、平成２３年度から平成２５年度までの３か年とします。 

    ３３３３    計画計画計画計画のののの基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項        

（１） 対象事業 

実施計画には、基本計画に示された基本的施策等を具現化するための主な事業を盛り込 

むこととし、次に掲げる事業により構成されています。 

① 第６期総合計画の５か年事業見通しに掲げる事業 

② 第１年次（平成２３年度）にローリング事業費により実施する事業 

③ 市の重点施策に掲げる事業 

④ 第１年次（平成２３年度）の事業費に防衛省の再編交付金又は調整交付金を充当して 

実施する事業 

（２） 事業期間 

計画の事業期間については、事業終了年度が定まっていない場合、第６期総合計画の終 

了年度である平成３２年度としています。 

（３） 事業費 

計画の「事業費総括表」及び「３か年事業費」に掲げる事業費については、実施計画策定時 

の予定事業費です。 

（４） 留意事項 

① 平成２３年度の事務事業名及び事業費については、基本的に予算書の名称等と整合 

を図っています。また、平成２３年度の事業内容等については、骨格予算及び政策予算を 

反映したものとなっています。 

② 計画の第２年次（平成２４年度）及び第３年次（平成２５年度）については、各年度の予 

算編成時のヒアリングにより、事業内容等を精査した上で予算化することとし、この計画に 

あるすべての事業の予算化を約束するものではありません。 

③ 千歳市では、現在、「千歳市財政標準化計画（平成２２年１月策定）」に基づき、ローリン 

グ事業費（公共施設の整備等に充当する予算）の一般財源枠目標値を年５億円程度に 

設定しています（５年間程度の平均目標値）。第１年次（平成２３年度）にローリング事業 

費により実施した事業については、ローリング事業費欄に「●」をつけています。 

④ 次に該当する事業については、事業名欄にその旨を掲載しています。 

    ・新規事業（平成２３年度から平成２５年度に着手する事業）～【新規】 

・市の重点施策に掲げる事業～【重点】 

    ・第１年次（平成２３年度）事業費に防衛省の再編交付金を充当している事業～【再編】 

    ・第１年次（平成２３年度）事業費に防衛省の調整交付金を充当している事業～【調交】 

 

ⅡⅡⅡⅡ    実施計画実施計画実施計画実施計画のあらましのあらましのあらましのあらまし 
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基本目標 

＜＜＜＜施策施策施策施策のののの体系体系体系体系＞＞＞＞    

展開方針 施策 
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基本目標 展開方針 施策 
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基本目標 展開方針 施策 



第第第第１１１１期実施計画事業費総括表期実施計画事業費総括表期実施計画事業費総括表期実施計画事業費総括表

事業費合計 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

１１１１　　　　あったかみのあるあったかみのあるあったかみのあるあったかみのある地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のまちのまちのまちのまち 9,955,595 2,956,652 859,087 594,799 163,800 170,083 1,168,883

２２２２　　　　人人人人とととと地球地球地球地球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい環境環境環境環境のまちのまちのまちのまち 4,131,741 1,196,172 508,630 27,423 468,300 55,647 136,172

３３３３　　　　安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち 6,944,215 2,421,474 898,001 19,144 684,500 288,727 531,102

４４４４　　　　学学学学びのびのびのびの意欲意欲意欲意欲とととと豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育
　　　　　　　　文化文化文化文化のまちのまちのまちのまち

5,265,392 2,413,394 877,104 2,823 689,000 178,100 666,367

５５５５　　　　活力活力活力活力あるあるあるある産業拠点産業拠点産業拠点産業拠点のまちのまちのまちのまち 3,247,175 991,379 1,500 4,225 0 632,700 352,954

６６６６　　　　都市機能都市機能都市機能都市機能がががが充実充実充実充実したまちしたまちしたまちしたまち 3,298,351 1,159,522 637,098 0 175,200 58,490 288,734

７７７７　　　　市民協働市民協働市民協働市民協働によるによるによるによる自主自立自主自立自主自立自主自立のののの行政経営行政経営行政経営行政経営 1,084,322 222,101 5,628 0 0 10,273 206,200

合計合計合計合計 33,926,791 11,360,694 3,787,048 648,414 2,180,800 1,394,020 3,350,412

基本目標 ３か年事業費

第１年次（H23事業費）

※参考：
　 ・H23国庫支出金のうち
　  再編交付金446,000、 調整交付金500,000
　 ・H23一般財源のうち
　 　ローリング事業費536,186

（単位：千円）

ⅢⅢⅢⅢ　　　　実施計画実施計画実施計画実施計画（（（（本編本編本編本編））））
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事業費合計 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源 事業費合計 国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

3,701,374 1,166,383 603,541 227,200 204,362 1,499,888 3,297,569 971,735 639,025 51,400 216,816 1,418,593

1,080,369 432,280 0 442,200 88,312 117,577 1,855,200 875,200 0 826,300 56,609 97,091

2,832,684 1,028,851 12,175 989,800 265,091 536,767 1,690,057 363,780 12,175 442,300 404,083 467,719

1,250,793 288,503 0 138,648 8,630 815,012 1,601,205 446,704 0 236,305 15,930 902,266

1,107,528 0 55,206 0 632,700 419,622 1,148,268 67,032 5,132 46,700 632,700 396,704

1,228,863 634,200 0 220,300 18,666 355,697 909,966 450,750 0 126,000 17,932 315,284

294,227 8,312 0 68,767 11,913 205,235 567,994 29,461 0 243,774 13,673 281,086

11,495,838 3,558,529 670,922 2,086,915 1,229,674 3,949,798 11,070,259 3,204,662 656,332 1,972,779 1,357,743 3,878,743

第２年次（H24事業費） 第３年次（H25事業費）

（単位：千円）

※第2年次(平成24年度)及び第3年次(平成25年度)については、
　 この計画にあるすべての事業の予算化を約束するものでは
　 ありません。
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●あったかみのあるまちづくりあったかみのあるまちづくりあったかみのあるまちづくりあったかみのあるまちづくり

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

地域福祉推進事
業

第2期千歳市地域福祉計画の基本理念
である「市民みんなが主役になり、お互い
に支えあいながら、どんなときも安心して
暮らし続けられる、あったかみのあるまち
の実現」を目指すため、市と事業者と市
民が協働して施策を展開して、地域福祉
の向上を図る。

H22 H32 6,369

地域福祉フォーラム、千
歳市地域福祉推進懇話
会、地域福祉連絡調整会
議の実施
地域福祉勉強会、出前講
座の開催

福祉オンブズマ
ン制度運用事業

保健福祉サービスに関する市民の苦情
を迅速に処理し、違法又は不当な取扱い
を行う事業者に改善を求めることにより、
保健福祉サービスの質の向上を図るとと
もに、市民の権利を保護する。また、福祉
オンブズマンによる調査を行うことに同意
した事業者に事前同意認定書を配布し、
調査に同意した事業所であることを市民
に周知する。

H18 H32 3,642

事前同意事業者依頼
制度啓発：ポスター掲示、
リーフ設置、認定書送付
(新規のみ)、保健福祉
サービス総合ガイドブック
配布

福祉バス運行事
業

高齢者、心身障がい者及び福祉関係者
によって組織される福祉団体等が、研
修、レクリエーション、健康その他福祉の
向上等を図る活動を行う際、活動範囲を
広げることにより団体の育成を図る。

S56 H32 21,579

福祉バスの運行
稼動日数：220日、利用人
員5,000人、走行距離：
32,000km

●●●●保健予防対策保健予防対策保健予防対策保健予防対策のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

食育推進事業

「千歳市食育推進計画」に基づいた保
育、教育、保健、農業などそれぞれのセ
クションにおける食育活動の取組と並行
し、食育フォーラムを開催するなど、広く
市民が身近な食についての関心が高め
られるよう啓発活動を実施する。

H21 H25 753

食育フォーラムの実施(ア
ンケート)
関係課における食育施策
の進行状況の把握と
フィードバック

健康イベント事業

市民が気軽に健康チェックや健康に関す
る情報について入手できる場を設けて、
毎日の暮らしの中で健康づくりへの取組
を実践してもらう契機として、「千歳市健
康まつり」を開催する。

H3 H32 3,498 健康まつりの開催

総合福祉セン
ター改修事業

●

昭和58年に開設した総合福祉センター
(総合保健センター、こども通園センター、
千歳コミュニティーセンターで構成)の改
修を実施する。

H21 H32 116,110
空調設備更新、外壁改
修、冷房設備設置

昇降機設備、4Fルーフ改
修、トイレ衛生機能強化、
耐震診断、舞台幕交換等

ボイラー取り替え等

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：１１１１　　　　あったかみのあるあったかみのあるあったかみのあるあったかみのある地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のまちのまちのまちのまち
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●保健予防対策保健予防対策保健予防対策保健予防対策のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

市民健康診査事
業（個別健診・集
団健診）

健康増進法等に基づき、対象者の要件を
定め、保健センターでの集団検診及び市
内指定医療機関において、がん検診等を
実施する。結果は本人に通知すると共
に、必要者には健診事後支援として、精
密検査の勧奨や健診結果、生活習慣改
善について相談する事後相談などを実施
する。
※肝炎ウイルス検診推進事業費、大腸
がん検診推進事業費含む

- H32 214,383

対象者要件を設定し、保
健センターにおいて集団
健診、市内指定医療機関
で個別健診を実施

女性特有のがん
検診推進事業

特定の年齢の女性に子宮がん、乳がん
等、女性に特有のがん検診を受診できる
無料クーポンを配布し、がん予防手帳を
送付する。

H21 H32 55,434

対象者に対し、無料クー
ポン及びがん手帳を個別
送付し、対象者は保健セ
ンターでの集団健診及び
市内指定医療機関におい
て、がん検診を受診

【新規】【重点】
健康相談・教育
事業（うつ予防・
自殺予防対策
分）

うつ病や自殺防止に関するケア講座の開
催や市民健康診査時等に「うつスクリー
ニング」を実施し個別相談等による支援
を行う。

H23 H26 3,000

健診時「うつスクリーニン
グ」の実施、精神保健研
修会の開催と専門医によ
るスーパーバイズ、ゲート
キーパー研修会の開催

母子保健相談支
援事業

妊娠届による母子手帳交付や相談、妊
婦やその家族を対象としての健康教室を
実施する。児出生後は育児相談や家庭
訪問により発育や発達、育児に関する相
談支援を行う。各事業において乳幼児虐
待予防の観点から子育てが困難な養育
者の確認と支援を実施する。

- H32 6,939
健康教室の内容をさらに
検討し、子育て支援に向
けた交流会を実施

家庭訪問や相談支援、健
康教室の内容をより充実

新生児訪問（こん
にちは赤ちゃん）
事業

平成19年度から、生後4ヶ月までの赤ちゃ
ん（新生児）を持つ養育者への家庭訪問
を全戸に拡大している。家庭訪問は助産
師、保健師が実施しており、児の体重測
定や母乳育児、その他育児不安等の相
談に応じている。平成22年度からは、道
からの権限移譲による未熟児訪問が開
始され、全ての新生児に対して直接市の
助産師、保健師が支援を行っている。

H19 H25 3,414
未熟児訪問と合わせ、訪
問率の維持と支援内容の
充実を継続して実施

妊婦乳幼児委託
健康診査事業

総合保健センターにおいて妊娠届出時
に、妊婦一般健康診査受診票と超音波
検査票を交付している。平成20年度は、
妊婦一般健康診査受診票5枚、超音波検
査票は35歳以上の妊婦に1枚の交付。平
成21年度からは、妊婦一般健康診査受
診票を14枚に拡大し、超音波検査票の対
象を全妊婦として6枚交付している。

H20 H32 263,064
妊娠届出時に妊婦一般
健康診査受診票と超音波
検査票を交付

助成方法や助成額につ
いて、より効果的な方法
を検討実施
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●保健予防対策保健予防対策保健予防対策保健予防対策のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
予防接種推進事
業

予防接種事業、ヒブ・肺炎球菌ワクチン接
種助成事業、子宮頸ガンワクチン接種助
成事業を実施する。

H14 H32 593,785

予防接種事業、ヒブ・肺炎
球菌ワクチン接種助成事
業、子宮頸ガンワクチン
接種助成事業の開始

ヒブ・肺炎球菌、子宮頸ガ
ンワクチンが定期予防接
種化になった場合は、予
防接種事業として対応

【重点】
麻しん・風しん予
防接種推進事業

麻しん風しん予防接種を、中学校１年生
と高校３年生に加え、国の法改正後、海
外に研修等で渡航する高校２年生につい
ても実施します。

H20 H24 45,112

中学校１年生、高校３年
生、海外に研修等で渡航
する高校２年生に対する
予防接種の実施

中学校１年生、高校３年
生に対する予防接種の実
施

－

●●●●医療医療医療医療のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【重点】
医師確保対策事
業

市民病院が、民間事業者に病院の仕様
に基づき新たな医師住宅を建設させ長期
借上げを実施する。

H23 H32 24,225
民間事業者選定、住宅建
設、住宅借上げ

住宅借上げ

【重点】【再編】
高度医療機器等
整備事業

●

磁気共鳴断層撮影装置・血管造影撮影
装置・マルチスライスCTなどの高度医療
機器をはじめとする医療機器を計画的に
更新する。

H13 H32 413,000

十二指腸用内視鏡ファイ
バー、鏡視下手術システ
ム、マルチカラーレー
ザー光凝固装置、白内障
手術装置、大動脈バルー
ンポンプ

脳神経外科用手術用顕
微鏡システム、超音波診
断装置(心エコー)

一般Ｘ線撮影装置

【重点】
救急医療体制整
備事業

休日・夜間の救急体制を千歳医師会に委
託し、在宅当番医の輪番体制により、救
急医療体制を構築する。救急外来診療
時間の短縮（深夜0時まで）に対応し、市
民の不安を緩和するため、電話健康医療
相談事業を実施する。不要不急な救急利
用を是正するため、適正な救急利用の啓
発を実施する。千歳市医療体制連絡会
議を開催(年3回程度)し、今後の救急医
療のあり方などについて調査・検討を実
施する。

- H32 338,568

医師会への救急医療当
番委託、市内開業医によ
る当番医への出向診療、
電話健康医療相談、適正
な救急利用の啓発（広報
号外、ホームページ等）、
救急医療体制連絡会議
(年3回程度)
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

高齢者福祉サー
ビス利用券助成
事業

毎年7月1日現在において、当市に引き続
き6ヶ月以上居住(住民基本台帳又は外
国人登録原票に登録されていることが必
要)し、満75歳以上の当該年度市民税非
課税の方を対象に、市内でバス、タク
シー、公衆浴場及び温泉(指定事業者に
限る)を利用できる福祉サービス利用券(1
万円分)を支給する。

H17 H32 121,595
対象者予定数4,200人、
受領者予定数3,780人

対象者予定数4,700人、
受領者予定数4,230人

対象者予定数5,200人、
受領者予定数4,680人

緊急通報システ
ム整備事業（高
齢者）

在宅の高齢者等に緊急時に電話回線を
利用して緊急及び相談に関する通報がで
きる機器を貸与する。緊急時はあらかじ
め登録してある緊急協力員に連絡、状況
の確認を依頼する。

H5 H32 32,146
緊急通報システム機器の
貸与

【新規】
養護老人ホーム
「千歳市千寿園」
新築移転支援事
業

平成21年度に千寿園を民間事業者であ
る「いちはつの会」に譲渡済みであり、や
まと地区への新築移転を予定している。
市では、移転に伴う転居費用、建設にか
かる借入金の利子補給、旧千寿園の解
体費を支援する。

H25 H44 14,000 － －

建築完成後、旧施設から
入居者の移転を開始。移
転費用を市が負担、利子
補給開始

地域支援事業(介
護予防事業一次
予防事業)

介護予防普及事業（介護予防のパンフ
レット等の作成配付、講演会、相談会等
の開催）、地域介護予防活動支援事業
（介護予防ボランティア育成、地域活動組
織の育成・支援）、介護予防一般高齢者
施策評価事業（介護保険事業計画に掲
げる目標値の達成状況等の検証を通じ
て事業評価を実施）を実施する。

H18 H32 90,579

地域住民の介護予防ボラ
ンティアの育成、介護予
防講演会、勉強会など各
日常生活圏域でその地
域にあった事業をリアル
タイムで展開を図る。（地
域包括支援センターに委
託し実施）

東区地域包括支援セン
ターを設置し、事業の充
実を図る。西区と東区の2
か所の地域包括支援セン
ター日常生活圏域5か所
を分担し、事業展開を図
る。（地域包括支援セン
ターに委託し実施）

北区地域包括支援セン
ターを設置し、事業の充
実を図る。西区と東区、
北区の3か所の地域包括
支援センターで日常生活
圏域5か所を分担し、事業
展開展開を図る。（地域
包括支援センターに委託
し実施）

地域支援事業(包
括的支援事業）

介護予防ケアマネジメント業務、包括的・
継続的ケアマネジメント支援業務（保健医
療・福祉の専門家がケアプランを検証し、
心身の状況等を定期的に協議するなど
の取組を通して、高齢者が地域で自立し
日常生活を営むことができるように包括
的かつ継続的な支援を行う）などを実施
する。

H18 H32 113,763

西区の地域包括支援セン
ターの組織体制等の見直
しを行い、包括的支援業
務を円滑に実施

東区の地域包括支援セン
ターを設置し、2か所の包
括支援センターと3か所の
ブランチで協力し、包括的
支援業務を遂行

北区地域包括支援セン
ターを設置し、3か所の包
括支援センターと2か所の
ブランチで協力し、包括的
支援業務を遂行

地域支援事業(任
意事業)

介護給付費等費用適正化事業（認定調
査状況チェック、ケアプランの点検、住宅
改修等の点検、医療情報との突合、総覧
点検、介護給付費通知などを行い、不要
なサービスが提供されていないかの検証
を行う）、家族介護用品支給事業（要介護
4又は5の在宅高齢者を介護している家
族に対し、紙おむつ等の介護用品を購入
することができる支給券を交付する）など
を実施する。

H18 H32 64,782
介護給付費等費用適正
化事業、家族介護用品支
給事業等
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【重点】
地域包括支援セ
ンター整備事業

地域包括支援センターの増設により、要
支援・要介護状態になる前の介護予防事
業を推進し、地域に根ざしたサービスの
提供を図る。

H23 H26 2,040

市民意識調査、先進地視
察等、地域包括支援セン
ター整備充実のための調
査を実施

事業内容及び事業費は
地域支援事業の介護予
防事業一次予防事業及
び包括的支援事業を参
照

●●●●障障障障がいがいがいがい者及者及者及者及びびびび障障障障がいがいがいがい児児児児のののの福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

自立支援給付事
業（障がい者）

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給
付)、自立支援更生医療費・療養介護医
療費給付、補装具費支給、高額障害福
祉サービス費助成を実施する。

- H32 3,635,520

障害福祉サービス(介護
給付・訓練等給付)、自立
支援更生医療費・療養介
護医療費給付、補装具費
支給、高額障害福祉サー
ビス費助成

地域生活支援事
業

日常生活用具給付、移動支援事業、日
中一時支援事業、訪問入浴サービス事
業、更生訓練費の支給等を実施する。

- H32 381,581

日常生活用具給付、移動
支援事業、日中一時支援
事業、訪問入浴サービス
事業等

日常生活支援
サービス事業

日常生活支援サービス(紙おむつ給付、
施設入浴サービス、訪問給食サービス)、
移送介助サービス、除雪サービスを実施
する。

- H32 13,976
紙おむつ給付、施設入浴
サービス、訪問給食サー
ビス等

【新規】
障がい者医療的
ケア事業

日常的に医療的ケアを必要とする重症心
身障がい児・者について、地域で生活す
るために必要となる社会活動への参加を
確保するため、訪問看護ステーション等
の看護師を地域生活支援センター等の
活動場所へ派遣する。

H25 H32 1,720 － －
長時間派遣事業
短時間派遣事業

重度障害者医療
費助成事業

身体障がい者1・2級及び3級(内部疾患)、
療育手帳A判定及び精神障がい者1級の
人の医療費自己負担額に対し一部助成
する。

S48 H32 613,530
医療費自己負担額に対し
一部助成を実施
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●障障障障がいがいがいがい者及者及者及者及びびびび障障障障がいがいがいがい児児児児のののの福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
障がい者就労支
援事業

雇用、保健、福祉、教育等の関係機関と
の連絡調整、市内及び近郊の企業等に
おける障害者雇用の実態把握、企業等
に対する障害者雇用促進に関する啓発
活動、障害者に対する就職及び職場定
着に向けた支援などを実施する。
※H23は緊急雇用創出推進事業費により
実施

- H32 29,745

企業への訪問(雇用実
態、啓発等)、自立支援協
議会への参加、セミナー
開催、障がい者への情報
提供等就労支援

福祉サービス利
用券助成事業
（障がい者）

障がい者の積極的な社会参加を促進す
るとともに、健康の維持増進を図るため
に、各種福祉サービスに係る費用を千歳
市福祉サービス利用券を支給することに
より助成する。

- H32 129,132
福祉サービス利用券助成
費、福祉サービス利用券
支給

早期療育事業

就学前の障がいやつまづきを持つ乳幼
児に対し、保護者からの申込みや保健師
の紹介を受け、発達的かつ専門的な観
点で発達相談を実施し、子育ての助言と
対応を実施する。

S58 H32 40,866

こども発達相談室とこども
通園センターが、保護者
と乳幼児の相談支援及び
療育支援を実施

義務教育終了者
機能訓練事業

重度の肢体不自由を持つ義務教育終了
者には、健康なからだを維持するため
に、機能訓練や福祉用具及び自助具の
管理、定期的な病院受診が継続できるた
めの家族支援、社会からの孤立を防ぐた
めの就労や余暇活動などの保障が必要
であることから、こども通園センターにお
いて月2回程度の機能訓練を実施すると
ともに、そのための交通費助成を一部実
施する。

S58 H32 423

機能訓練を希望する重度
肢体不自由者に対して月
2回程度の支援を行い、
それに関わる交通費助成
を一部実施

●●●●子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

乳幼児紙おむつ
用ごみ袋支給事
業

3歳未満の乳幼児を育てる世帯に対し
て、紙おむつ処理用の有料ごみ袋を支給
する。
本基準日：4月1日乳幼児1人当たりごみ
袋を100枚
副基準日：10月1日乳幼児1人当たりごみ
袋を50枚(本基準日の翌日以降10月1日
までに転入や出生した乳幼児が対象)

H19 H32 9,705
3歳未満の乳幼児を育て
る世帯に、紙おむつ処理
用の有料ごみ袋を支給

千歳市地域子育
て応援事業

市内にある企業等の協力により、中学校
修了までの子どもがいる世帯を対象に
「子育て応援カード」を交付し、協賛店舗
で商品の割引などが受けられる特典サー
ビスを提供する。

H21 H26 60
地域子育て応援カードの
発行150枚
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

子育て短期支援
事業

保護者の疾病、仕事などの理由により児
童の養育が一時的に困難となった場合
に、児童養護施設において、児童を預か
ることにより、保護者の精神的・身体的負
担を緩和し、子育て支援の充実を図る。

H18 H32 1,431 予定利用日数74日

子ども医療費助
成事業

小学3年生までの子どもの入通院及び小
学4年生から6年生までの子どもの入院に
係る医療費自己負担額に対し一部助成
する。

S48 H32 727,381
対象児童の医療費自己
負担額に対し一部助成を
実施

母子家庭自立支
援給付金事業

母子家庭の母の職業能力の向上を図り、
経済的な安定と自立を促進するため、
「自立支援教育訓練給付金」、「高等技能
訓練促進費」の2支給事業を実施する。

H18 H32 27,947
「自立支援教育訓練給付
金」、「高等技能訓練促進
費」の2支給事業を実施

ひとり親家庭等
医療費助成事業

ひとり親家庭等の母又は父及び原則18
歳までの子どもの医療費自己負担額に
対し一部助成する。

S48 H32 147,629
医療費自己負担額に対し
一部助成を実施

【重点】
地域子育て支援
センター運営事
業

子育て総合支援センター内において就学
前の子育て親子を対象に、子育て支援に
対する事業を実施し、子育ての不安や悩
み、育児負担を軽減する。

H17 H32 37,392

あそびの広場、各種子育
て講座、千歳子育て支援
ネットワーク会議、セン
ター情報配信、地域世代
間交流、児童館みんなの
広場等を実施

つどいの広場運
営事業

子育て中の親子が気軽に集い、交流する
「つどいの広場」を運営する。

H17 H32 13,506

「つどいの広場」に常駐
し、利用者の橋渡し役に
なるなど、利用しやすい
環境づくりの推進
子育ての不安や悩みへ
の相談・援助や情報提
供、遊びなどをテーマとし
た親子教室の開催
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【重点】
子育てガイド作
成事業

乳幼児から小学校低学年児童の保護者
を対象とした、子育て支援ガイドブック「千
歳市子育てガイド」を更新し、子育てに関
する多様な情報を一元的に提供する。

H23 H23 1,488
「千歳市子育てガイド」の
更新

－ －

学童クラブ事業

保護者の就労等により、昼間家庭にいな
い小学1年から3年生の児童に対し、放課
後における適切な遊び及び生活の場を
与え、その健全な育成を推進する。現
在、平成22年4月に開設した「ほくよう児
童館」併設の2学童クラブを含め14ヶ所設
置している。毎年、入所希望者が多いた
め、定員を超えた受入を行い待機児童の
解消を図っている。

S40 H32 165,263
家庭に準じた生活と遊び
を主体とした活動、年間
計画に基づく行事の実施

児童館管理運営
事業

児童や乳幼児とその母親に健全な遊び
場を提供するとともに、健康を増進し豊か
な情操を育むことを目的としている。平成
22年4月に開設した「ほくよう児童館」を含
め8館設置している。

H8 H32 67,217
自由来館とし、毎月、児
童・乳幼児それぞれを対
象とした各種行事を実施

【重点】
市立保育所民営
化推進事業

真々地保育所の民営化に伴い、老朽化
が著しい旧施設を解体する。
※民設民営による新たな保育所の開設
（あずさ地区）

H19 H24 17,040
民設民営
選定事業者は平成24年4
月1日開園を予定

民営化の実施
真々地保育所の解体

－

延長保育事業

通常の開所時間に加え、多様化する保
護者の就労形態に対応するため、全認
可保育所において希望者に対し1時間
（18:00～19:00）の延長保育事業を実施す
る。

H11 H32 64,424
市内認可保育所9ヶ所に
おいて実施

障がい児保育事
業

心身に障がいを有し、保育に欠けるおお
むね3歳以上の児童を個々の発達に応じ
て健常児とともに集団保育をすることによ
り、自立を促し健全な成長・発達を促す。

S54 H32 137,702
市内認可保育所9ヶ所に
おいて実施
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

休日保育事業

市内全認可保育所入所児童を対象に、
日曜・祝祭日(年末年始を除く)に開所す
る保育所を1ヶ所設置し、日曜・祝祭日に
保護者の就業により保育に欠ける児童の
受入を行う。

H21 H32 14,514
つくし保育園において継
続実施

病児・病後児保
育事業

病気中又は病気の回復期で急変の可能
性はないが、集団保育が困難な児童を勤
務の都合などによって家庭で保育できな
い保護者に代わり、病後児専用施設で保
育する。

H14 H32 15,780
千歳こどもデイケアルー
ムにおいて継続実施

●●●●市民生活市民生活市民生活市民生活のののの安定安定安定安定

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

消費者保護育成
事業

消費者の利益を保護するため、消費生活
に係る問題解決、価格調査等を実施す
る。消費者まつりや消費生活講座などを
実施する消費者団体へ運営費の補助を
行うなど、市民レベルからの啓発活動等
により、消費者の知識の向上を図る。
※消費者育成事業費、消費者保護事業
費、消費者行政活性化事業費

S52 H32 18,137
消費者生活相談、消費者
まつり、消費者行政活性
化事業

消費者生活相談、消費者
まつり

市民相談事業

生活上のさまざまな悩みや問題に対して
市民相談員による市民相談や、法律的な
問題に対しては弁護士による無償の法律
相談業務を実施する。

- H32 4,429 市民相談、弁護士相談

●●●●男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

男女共同参画推
進事業

「ちとせ男女共同参画推進プラン」に基づ
き、家庭・学校・職場・地域などにおける
男女平等意識の醸成や男女共同参画社
会づくりに向けた普及啓発を図るため、
市民協働による講演会や街頭啓発及び
標語コンクールなどの各種啓発事業を推
進するとともに、地域における課題等に
関する情報交換を実施する。

H10 H32 5,533

ちとせ男女共同参画月間
事業、ちとせ男女共同参
画セミナー、男女共同参
画社会づくり標語コンクー
ル、「ちとせ男女共同参画
推進プラン」の見直し検討
等

ちとせ男女共同参画月間
事業、ちとせ男女共同参
画セミナー、男女共同参
画社会づくり標語コンクー
ル、「ちとせ男女共同参画
推進プラン」の見直しを検
討
推進スタッフとの協働によ
る課題解決型事業等の
実施
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

女性相談事業

女性生活相談員を配置し、悩みや問題の
早期解決に向けた助言や情報提供等を
行うとともに、配偶者等からの暴力(DV)被
害相談に関しては、関係機関との連携に
よる保護を含めた支援を実施する。

S48 H32 318

DV被害者の保護や自立
支援及び女性の生活上
のあらゆる悩みや問題の
解決に向けた助言や情報
提供を実施

●●●●心心心心のふれあうのふれあうのふれあうのふれあうコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりづくりづくりづくり

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
３か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【再編】
町内会等備品整
備事業

●
全142町内会に対して備品購入費用の補
助を実施する。

H21 H28 110,919
町内会備品整備事業補
助金(55町内会)

町内会備品整備事業補
助金（50町内会）

町内会備品整備事業補
助金（60町内会）

【重点】
(仮称)花園地区
コミュニティセン
ター整備事業

●
花園地区に、文化・スポーツ活動をはじ
め地域のコミュニティ活動の中心となるコ
ミュニティセンターを整備する。

H21 H24 544,429 躯体工事 外構工事、備品購入等 －

【再編】
コミュニティセン
ター施設整備事
業

●

コミュニティセンターの機能向上を図るた
め、トイレ改修や段差解消などのバリアフ
リー化を行うほか、併せて屋根や壁など
の必要な補修を実施する。

H21 H26 344,482

富丘コミセン・鉄東コミセ
ン耐震・リニューアル(設
計)、北新コミセンボイラー
改修(設計、工事)、備品
購入

富丘コミセン・鉄東コミセ
ン工事(耐震改修)、向陽
台コミセン設計

向陽台コミセン工事(改
修)、祝梅コミセン設計、
北桜コミセン設計

【重点】【再編】
町内会館整備事
業

●

町内会等が町内会館を新築、改築及び
増築する場合の建設費及び建設敷地購
入費に対して補助を行い、町内会活動の
拠点である町内会館建設の推進を図る。

S52 H32 80,596
新築：栄町西町内会館、
用地取得：住吉北町内会

旭ヶ丘町内会館、真々地
自治会

町内会館2館
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

温室効果ガス排
出削減推進事業

市民、事業者等を対象として地域環境保
全の意識の高揚を図り、地球温暖化防止
対策を推進するため、各種イベントへの
参加や環境フェア等の環境啓発事業を開
催し、温室効果ガス排出削減の普及啓発
を行うとともに、地球温暖化防止キャン
ペーンの登録を促進する。

H20 H32 1,140

地球温暖化防止のため
の国民運動、チャレンジ
25キャンペーン」の加入
登録の促進、環境フェア
の実施、その他のイベン
ト等における環境啓発事
業の実施、地球温暖化対
策地方公共団体実行計
画の検討・策定

ＩＳＯ１４００１推進
事業

ISO14001自己適合宣言による環境配慮
行動の実践、千歳版環境マネジメントシ
ステム「エコちとせ」認定事業所の拡充を
実施する。

H12 H23 505
環境マネジメントシステム
の運用

－ －

【新規】【重点】
新環境マネジメン
トシステム構築・
移行事業

省エネ法の改正等に伴い、エネルギー管
理に重点化した市独自の環境マネジメン
トシステムを構築し、公共施設のエネル
ギー使用の低減に向けた取組を推進す
る。

H23 H32 2,633
新環境マネジメントシステ
ムの構築

エコチャレンジ補
助事業

太陽光発電などの新エネルギー、省エネ
ルギー機器の情報提供及び温室効果ガ
ス削減の啓発を行うとともに、自ら機器を
設置する市民を支援する。

H20 H32 11,910

北海道グリーンニュー
ディール基金を活用した
補助制度の実施（対象：
新エネルギー・省エネル
ギー機器の設置者）

前年度まで実施した補助
制度の利用状況等を勘
案し事業の継続を検討

環境センター省
エネルギー化推
進事業

●
北海道グリーンニューディール基金を活
用し、環境センターの省エネ化を推進す
る。

H22 H23 23,409
新破砕処理施設に太陽
光発電設備及びＬＥＤ外
灯の設置

－ －

●●●●環境保全行動環境保全行動環境保全行動環境保全行動のののの実践実践実践実践

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

環境教育推進事
業

環境にやさしい低炭素社会の形成、環境
学習の機会の提供と環境意識の醸成を
図るため、地域の環境情報を提供する
「エコ・カレッジ」への参加を促す。また、
環境教室や出前講座などの環境授業に
より児童生徒が広く環境に関する学習に
触れる機会を設け、環境学習の意欲づけ
を実施する。

H20 H32 1,497

こども環境白書の発行、
エコ・カレッジの実施、こ
ども環境教室の開催及び
出前講座の対応

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：２２２２　　　　人人人人とととと地球地球地球地球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい環境環境環境環境のまちのまちのまちのまち
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

自然環境保全事
業

自然観察会などの自然環境行事を開催
し、市民が気軽にふれあい、自然を通じ
て貴重な体験ができる場を提供するとと
もに、自然環境学習教室や出前講座を活
用し、自然環境の啓発や意識の高揚を図
る。

H12 H32 1,196
バードウォッチング、自然
観察会、環境学習教室

【重点】
自然環境保全事
業（自然環境監
視員配置分）

自然環境監視員による定期的な監視活
動の実施や開発行為に伴う事前協議を
実施する。

H12 H32 1,341
自然環境監視員による定
期的な監視活動の実施、
開発行為の事前協議

●●●●環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

環境保全測定機
器整備事業

●
各種環境保全に係る監視体制の整備を
図るため、大気汚染、騒音、振動などの
測定機器の整備と更新を実施する。

S56 H32 43,077
航空機騒音テレメーター
システム子局(Ｌｄｅｎ対応
に更新)

航空機騒音テレメーター
システム子局(Ｌｄｅｎ対応
に更新)、大気汚染観測
局、微小粒子状物質測定
装置

振動計更新、環境測定車
更新

●●●●廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量化減量化減量化減量化とととと収集処理収集処理収集処理収集処理のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

ごみ減量・リサイ
クル化啓発事業

「持続的発展が可能な循環型社会の構
築」に向け、ごみの発生抑制や正しい排
出方法を広く浸透させるため啓発活動を
推進する。

H9 H32 4,237

小学校4年生を対象とし
た「ごみ減量・リサイクル
標語コンクール」やこども
環境白書への掲載を実
施、「ごみ減量とリサイク
ルの推進」の啓発、生ご
み堆肥化の推進、ノーレ
ジ袋運動の支援やマイ
バッグ持参を啓発

資源回収事業
市民及び事業者の分別排出を徹底し、資
源物の回収及びリサイクルの推進を図
る。

S56 H32 195,205

「新たな集団資源回収シ
ステム」を策定し、町内会
等の資源回収参加団体
登録、回収業者登録な
ど、平成24年度実施に向
けた準備を、関係機関と
連携を図りながら実施

「新たな集団資源回収シ
ステム」の実施
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●●●●廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量化減量化減量化減量化とととと収集処理収集処理収集処理収集処理のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

容器包装廃棄物
再商品化事業

家庭から出される廃棄物のうち容器包装
廃棄物を分別収集し、再商品化すること
により、廃棄物の減量とリサイクルの推
進を図る。

H13 H32 2,869

容器包装廃棄物再商品
化事業、リサイクル品目
の拡大、大型ごみの再使
用を推進、プラスチック製
容器包装廃棄物の分別
収集に向けた準備・実施

容器包装廃棄物再商品
化事業、リサイクル品目
の拡大、大型ごみの再使
用を推進

不法投棄防止事
業

清掃指導員及び千歳市適正ごみ処理推
進員による市内巡視を行い、大型ごみや
家電リサイクル対象製品等の不法投棄
及びごみステーションにおける不適正排
出の防止・抑制や指導・啓発を実施す
る。

- H32 6,708

清掃指導員や千歳市適
正ごみ処理推進員による
市内巡視を行い、不法投
棄及びごみステーション
の調査等を実施

破砕処理施設整
備事業

●
稼動開始から20年以上経過している現破
砕処理施設の更新を実施する。

H18 H24 265,271
監理委託、プラント工事、
建築工事等

既設のプラットフォーム、
処理場機器解体、外構

－

【新規】
廃棄物処理施設
整備事業・第2埋
立処分地嵩上げ
工事

●

「千歳市一般廃棄物処理基本計画」にお
いて、既存の埋立処分地嵩上げによる埋
立可能容量の確保を検討することとして
おり、これに基づき第2埋立処分地の嵩
上げを行い再活用を図る。

H23 H26 18,400
地質調査、基本設計、生
活環境影響調査

－ 実施設計

【新規】
廃棄物処理施設
整備事業・計量
システム改修事
業

●
環境センター内の計量所計量システムの
改修を実施する。

H23 H23 14,592

計量システム改修(プラス
ティック製容器包装分の
ごみ搬入区分、処理手数
料の追加、各種帳票の変
更)、光ケーブル埋設等

●●●●生活環境衛生生活環境衛生生活環境衛生生活環境衛生のののの向上向上向上向上

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】【再編】
末広霊園改修事
業

●
より安全で快適な霊園利用の実現を目的
として、末広霊園の施設改修(バリアフ
リー化等)を実施する。

H22 H23 65,100
第1霊園、第2霊園
駐車場路盤、全面舗装、
浸透管、園路整備

－ －
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●●●●生活環境衛生生活環境衛生生活環境衛生生活環境衛生のののの向上向上向上向上

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

葬斎場改修事業 ●
老朽化した葬斎場の火葬炉等の改修を
実施する。

H22 H32 64,457
中央監視盤改修、自動ド
ア改修

2号炉耐火物積替等 4号炉耐火物積替等

動物愛護対策事
業

市街化区域内の小学校区毎に動物愛護
モラル推進員を配置し、ペット飼育環境の
改善を図る。

H15 H32 903

動物愛護モラル推進員の
配置、愛がん動物の飼育
者等への指導・啓発によ
る飼養環境適正化の推
進

●●●●快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる下水道下水道下水道下水道のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

浄化センター整
備更新事業

老朽施設の改築更新により下水の処理
機能を維持していく必要があることから、
2系列掻寄機、スカムスキマー、スカム移
送ポンプ及び除塵機の機械・電気設備の
更新工事を実施する。

S36 H32 1,836,020

2系掻寄機、及び除塵機
の機械設備、電気設備の
更新、場内ポンプ場・雨
水滞水池場内整備工事、
長寿命化計画基本設計
委託、地震対策整備実施
設計委託等

2系掻寄機、スカムスキ
マー、スカム移送ポンプ
の機械設備、電気設備の
更新、地震対策工事

1系生・余剰・返送流量計
更新、2系散気装置更新
工事、3系初沈流量計更
新工事、地震対策工事、
脱臭施設工事等

合流改善事業

浸水被害解消や公共用水域の水質汚濁
防止のため、再開発事業（電線類地中
化、公営住宅建替、道路改良等）の施工
にあわせて分流化を推進する。分流化に
必要な汚水幹線整備を推進する。

- H32 688,500
国道36号線分流化工事、
仲の橋通分流化工事

新左岸1号幹線下水道工
事、仲の橋通部分分流化
工事等

管渠・ポンプ場整
備更新事業

公共下水道で整備することとした計画区
域内の整備促進を図る。老朽化したポン
プ場施設(機械・電気)を順次更新する。

S36 H32 356,100

右岸4号汚水幹線下水道
工事、北陽高校前土地区
画整理事業雨水放流施
設工事、未整備地域整備
工事等

北陽高校前土地区画整
理事業雨水放流施設工
事、未整備地域整備工事

未整備地域整備工事

スラッジセンター
整備更新事業

耐用年数を経過する設備の更新を実施
する。緑農地還元方式により実施してい
る汚泥最終処分方法について、より安定
的な処理を行うため新たな方式の検討を
行う。

- H32 28,000 事業計画検討
脱水ケーキホッパー工
事、事業計画書作成

汚泥最終処分実施設計
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●●●●快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる下水道下水道下水道下水道のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【重点】
支笏湖畔下水処
理千歳処理区統
合事業

支笏湖畔地区の下水道施設のうち、下水
終末処理場である支笏浄湖苑を廃止し、
新たに管渠を敷設、千歳処理区に接続し
千歳市浄化センターにおいて処理を実施
する。

H23 H28 402,200
支笏浄湖苑処理場施設
再構築検討委託

処理場統合実施設計委
託

処理場統合管渠工事

個別排水処理施
設整備事業

公共下水道認可区域外の住宅等の生活
排水処理のため、個別排水処理施設（合
併処理浄化槽）を計画的に整備する。

H8 H32 96,471
個別排水処理施設（合併
処理浄化槽）の整備

個別排水処理施設(合併
処理浄化槽)の整備

個別排水処理施設(合併
処理浄化槽)の整備
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●●●●防災対策防災対策防災対策防災対策のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

災害応急対策用
品等整備事業

災害発生時に備え、非常食等の日常生
活用品及び発電機等の避難所用品を備
蓄・整備する。

H17 H28 17,532

災害時に備えた非常食等
の日常生活用品や発電
機等の避難所用品の備
蓄・整備、東日本大震災
発生に伴う被災地に提供
した救援物資の補充

災害時に備えた非常食等
の日常生活用品や発電
機等の避難所用品、新型
インフルエンザ対策用感
染防護キットの備蓄・整
備

【再編】
自主防災組織育
成事業

災害発生時において、住民の生命、身
体、財産を守るためには初動体制が重要
であることから、自主防災組織を結成して
いる町内会等に防災資機材を貸与し、育
成及び活動の支援を図る。

H20 H28 3,009

千歳市自主防災活動推
進要綱に基づき市内の自
主防災組織に防災資機
材を貸与（3セット購入）

災害時要援護者
支援対策推進事
業

大地震等が発生した際に、災害時要援護
者の迅速な援護活動を行うため、災害時
要援護者名簿の作成を年2回(5月､11月)
実施するとともに、災害時要援護者の自
助・地域の共助を基本とした情報伝達体
制や避難支援体制の整備を図り、地域の
安心・安全体制を強化することを目的とし
た「災害時要援護者避難支援プラン」の
運用を図る。

H20 H32 924

避難支援体制の整備など
災害時要援護者避難支
援プラン（全体計画）の推
進
年2回災害時要援護者名
簿の更新

【新規】【重点】
災害時要援護者
避難支援プラン
個別計画推進モ
デル事業

災害時要援護者避難支援プラン個別計
画を作成するため、モデル事業を実施
し、順次対象地域の拡大を図る。
※H23は緊急雇用創出推進事業費により
実施

H23 Ｈ32 6,666

モデル事業を社会福祉協
議会に委託し、先導的に4
町内会で実施
実施結果の検証

実施規模等未定

●●●●交通安全交通安全交通安全交通安全のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

交通安全対策推
進事業

学校や地域並びに交通安全機関団体と
の連携・協力のもと、全市的な交通安全
運動を展開し、交通安全思想の普及及び
意識の高揚を図る。

- H32 46,461

交通安全推進事業、交通
安全指導員配置業務、交
通量調査業務、スクール
ゾーン整備事業、交通安
全協会補助事業、交通安
全教育施設管理業務

交通安全対策推
進事業・スクール
ゾーン標識看板
設置事業

● スクールゾーン看板の設置を図る。 - H32 1,754
スクールゾーン看板の整
備

未定

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：３３３３　　　　安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち
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●●●●交通安全交通安全交通安全交通安全のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

交通安全施設整
備事業

老朽化した標識類の更新と事故等(原因
者不明)により破損した標識類の補修(取
替)を実施する。
※道路維持管理業務経費（消耗品費）

- H32 4,089

交通警戒標識の更新、そ
の他破損等補修（警戒標
識、カーブミラー、注意看
板等）

●●●●防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【再編】
街路灯設置工事
費交付事業

●
防犯灯の新設・更新を行う町内会に対し
て工事費の一部を交付する。

H21 H27 11,550
防犯灯の設置に対する交
付

防犯・交通安全
市民活動促進事
業

市民協働により全市的な防犯活動、交通
安全活動の推進を図り、市民が安心して
暮らすことのできる地域社会の実現をめ
ざすため、「千歳市安全ですみよいまちづ
くり推進協議会」を設立しており、パンフ
レット、啓発だよりの配布やパネル展の
開催、ホームページによる情報提供、専
門部会の設置などを通じた取組を進め
る。

H20 H32 4,064
安全安心ニュースの発
行、専門部会の開催

安全安心パンフレット等
の作成、安全安心ニュー
スの発行、専門部会の開
催

安全安心ニュースの発
行、専門部会の開催

●●●●消防消防消防消防・・・・救急体制救急体制救急体制救急体制のののの強化強化強化強化

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】
消防総合庁舎耐
震化を含む施設
改修事業

災害対応拠点の消防総合庁舎の耐震化
を施し、それに併せて老朽化著しい外
壁、屋上防水及び暖房設備等の更新や
庁舎一部バリアフリー化を行うことで消
防・救急体制の強化を図り、施設維持及
び職場環境の適正化とコスト削減を図
る。

Ｈ24 H26 14,384 － 耐震診断 耐震設計

【重点】
消防救急デジタ
ル無線整備事業

●

電波法改正に伴う「消防救急無線のデジ
タル化」を効率的に行うため、石狩振興
局管内の6消防本部は平成21年度から札
幌市消防本部を中心とする共同整備を
進めており、千歳市消防本部については
平成25年度末までの運用開始を予定し
ている。

H21 H25 377,250

札幌市、江別市、石狩北
部の無線基地局、無線回
線制御装置、車載無線機
等の整備

札幌市、江別市、石狩北
部の無線基地局、直流電
源装置、多重マイクロ無
線等の整備

千歳市消防本部、恵庭市
消防本部及び北広島市
消防本部の無線基地局
等の整備
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●消防消防消防消防・・・・救急体制救急体制救急体制救急体制のののの強化強化強化強化

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【調交】
消防車両等更新
事業

●
更新基準に達した消防車両の更新整備
を実施する。

S56 Ｈ32 399,743
化学消防ポンプ自動車更
新、資機材搬送車更新

梯子車、積載車、広報車 水槽車、指揮車、積載車

消火栓更新事業 ●
老朽化した消火栓の計画的な更新を実
施する。

H21 Ｈ32 15,287 双口1基、単口4基 10基更新

【新規】
半自動式除細動
器（ＡＥＤ）更新事
業

●
救急車に積載している半自動式除細動
器（ＡＥＤ）を更新する。

H23 H32 6,327
2台更新、モニタリング及
び波形プリント可能

1台更新
更新予定なし
※次年度以降更新予定

【重点】
市町村消防広域
化事業

千歳、恵庭、北広島の3市の消防事務を
共同処理することによりスケールメリット
を活用した消防運営体制を図る。

H21 H25 193,761
千歳、恵庭、北広島の3
市消防広域化運営計画
（素案）の策定

消防ＯＡシステム(ネット
ワーク、給与財務システ
ム他)、防火衣等

高機能消防指令センター
への恵庭市及び北広島
市のデータ移行並びに接
続工事（2市が負担）

火災予防等推進
普及事業

防火委員、少年消防クラブ等の消防協力
団体と連携・協力して火災予防啓発活動
を実施し、市民の防火意識の高揚を図
る。また、防火対象物の違反是正、立入
検査及び防火・防災に関する指導の強化
を図る。

H21 H32 6,123

住宅用火災警報器の維
持管理と設置推進を図る
とともに、消防協力団体と
連携・協力し火災予防啓
発を継続

●●●●住宅環境住宅環境住宅環境住宅環境のののの整備整備整備整備

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】
「公営住宅長寿
命化計画」策定
事業

平成17年度から26年度までを期間とする
「公営住宅ストック総合活用計画」の新版
を策定する。住宅マスタープランとの整合
を図る。

Ｈ24 H24 8,500 －
長寿命化計画策定
計画期間：H25～H34（10
年間）

－
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●住宅環境住宅環境住宅環境住宅環境のののの整備整備整備整備

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

公営住宅建替事
業(いずみ団地)

●

いずみ団地の整備を実施する。
中高層3棟80戸、駐車場の整備
平成20～21年度：1号棟(25戸)、2号棟(20
戸)完了
平成22年度：3号棟(35戸)建設着工

H18 H23 447,200
3号棟(35戸)、3号棟駐車
場(35台)、移転補償等

－ －

公営住宅建替事
業(みどり団地)

●
みどり団地の整備を実施する。
中高層3棟200戸、駐車場の整備
平成22年度：1号棟(60戸)完了

H18 H26 1,043,278 2号棟(60戸)建設1年次目
2号棟(60戸)建設2年次
目、駐車場等

3号棟(80戸)建設初年次
目

市営住宅防音機
能復旧事業

市営住宅の防音機能を良好な状態で維
持するため、計画的な機能復旧工事を実
施する。祝梅団地及び富丘団地の一部
が対象であり、空調機器、防音建具のう
ち、空調機器の更新を実施している。

H18 H31 37,149
祝梅(弥生)団地20戸の空
調換気扇更新

31戸について更新予定
未更新住宅について更新
予定

【新規】
市営住宅地上デ
ジタル放送対策
事業

●
地上デジタル化により受信障害が解消す
る区域は共同受信施設を撤去し、地上デ
ジタル用テレビアンテナを設置する。

H23 H26 22,008
富丘団地に地上デジタル
アンテナ設置

原則、2戸に対し１箇所の
設置
・富丘団地（273箇所）
・祝梅団地（132箇所）

設置予定なし
※次年度設置予定

【新規】
いずみ団地用途
廃止事業

●
老朽化した市営住宅の解体及び敷地整
備を実施する。

H23 H23 43,991
住宅解体、周辺家屋調査
等

－ －

【新規】
青葉団地用途廃
止事業

●
老朽化した市営住宅の解体及び敷地整
備を実施する。

H23 H23 49,896
住宅解体、周辺家屋調査
等

－ －
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●住宅環境住宅環境住宅環境住宅環境のののの整備整備整備整備

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

木造住宅耐震診
断事業

木造戸建住宅の耐震診断費用の助成を
実施する。
※建築物耐震改修促進業務経費（住宅・
建築物耐震改修等事業補助金）

H21 H27 2,800

千歳市耐震改修促進計
画に基づき、市民が行う
昭和56年以前の木造住
宅の耐震診断に要する経
費の2/3以内、1住宅につ
き上限を4万円として耐震
診断費用の一部に補助を
行う。

●●●●快適快適快適快適・・・・安全安全安全安全なななな冬冬冬冬のののの都市環境都市環境都市環境都市環境づくりづくりづくりづくり

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【調交】
除雪車両等購入
事業

●
除雪車両の老朽化に対応し、計画的に車
両を更新する。

- H28 127,959

歩道用ロータリー除雪車
100PS級更新、歩道用
ロータリー除雪車80PS級
更新、ハンドガイド式ロー
タリー除雪車22PS級更
新、除雪トラック7ｔ級更新

車道ロータリー更新

スタッドレスタイ
ヤ対策事業

●
市内87箇所のアメニウレタン舗装やグ
ルービング舗装等のスリップ防止施設を
順次更新する。

- Ｈ32 8,160
グルービング舗装更新
南1号道路L=47.4m、南4
号道路 L=25.0m

スリップ防止施設更新

防雪柵設置事業 ●

冬期間の降雪や吹雪による見通しや吹き
溜り対策を行い、交通障害発生の防止を
図るため、郊外の幹線・準幹線道路の一
部に防雪柵を設置する。

H22 H32 60,680 防雪柵調査設計700m
防雪柵設置
長都地区L=240m

除排雪事業
降雪状況、路面状況により、新雪除雪、
拡幅、路面整正、排雪、滑り止め薬剤の
散布を実施する。

- H32 1,150,485 市内の道路の除雪
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる川川川川づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

治水対策事業

国で策定された「石狩川水系千歳川河川
整備計画」に基づき、石狩川の高い水位
の影響を長時間受けることに対応した堤
防の整備や洪水調節のための遊水地の
整備を促進するとともに、国や千歳川流
域の関係機関と連携し、総合的な治水対
策を推進する。

- H32 1,836

国や千歳川流域の関係
機関と連携し、総合的な
治水対策を推進
※河川整備計画に基づく
堤防整備や遊水地の整
備については国が主体の
事業

●●●●防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺のののの諸障害対策諸障害対策諸障害対策諸障害対策のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

Ｃ経路整備事業 ●

Ｃ経路を通行する装軌車の大型化に伴
い、道路や橋梁が通行に耐えうるよう、拡
幅、線形の改修、歩道整備、橋梁の架替
を実施する。

H1 H23 119,100
南28号道路舗装工事
(H22～H23)舗装
L=1,074m、W=11.0m

－ －

【新規】
Ｃ経路舗装補修
事業

Ｃ経路は全線耐キャタ舗装及びオーバー
レイを実施し、騒音振動も軽減されること
となったが、耐キャタ舗装の耐用年数を
大幅に超過している区間もあることから
計画的な舗装補修を実施する。

H25 H29 22,470 － － 調査設計

【調交】
Ｃ経路緩衝緑地
帯整備事業

●

Ｃ経路対策基本方針に基づき、勇舞・勇
舞第2・みどり台・北陽高校前土地区画整
理事業の区域内に緩衝緑地帯を配置す
る。
※全体面積A=40,166.27㎡

H16 H25 133,500
緑地帯整備(おさつ駅み
どり台土地区画整理事業
区域内)

用地買収(北陽高校前)、
実施設計(北陽高校前)

施設整備(北陽高校前)

基地周辺共同受
信施設設置事業

●

航空機の離発着によるテレビ電波のフ
ラッター障害を解消することを目的に共
同受信施設設置工事を年次計画で実施
する。
平成13～22年度：再更新、平成23年度～
更新（3期）

S49 H35 282,397

更新設計（388戸）、電線
共同溝ケーブル埋設(国
道36号錦町地区9戸)、修
繕費、北電柱改修補償等

更新工事(東雲町、朝日
町388戸)、更新設計(本
町、朝日町344戸)、受信
障害が解消される区域の
施設撤去工事設計1,890
戸

更新工事(本町、朝日町
344戸)、更新設計(清水
町、幸町、千代田町他
506戸)、受信障害が解消
される区域の施設撤去工
事1,890戸、設計1,946戸

在日米軍再編対
策事業

在日米軍再編の訓練移転に伴い、騒音
の加重を受けている住民に対して、騒音
や米軍人の行動等による市民生活への
制約・影響といった環境負荷と、再編交
付金の交付との価値評価の調査や住民
の意識調査等を実施する。
※協議会交付金は除く。

H18 H32 9,596
在日米軍再編に係る訓練
移転に伴う市民周知や関
連機関との協議
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●●●●防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺のののの諸障害対策諸障害対策諸障害対策諸障害対策のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
千歳飛行場騒音
地区整備協議会
交付金事業

米軍再編に係る千歳飛行場への訓練移
転 の実施にあたり、情報共有を図るため
関係団体と事前に連絡調整を行うととも
に、航空機騒音に対する補償的事業であ
る住宅防音工事の促進のために、住民
組織である千歳飛行場騒音地区整備協
議会の活動を支援する。

- H32 6,772
千歳飛行場騒音地区整
備協議会の活動を支援

【重点】
防衛施設周辺環
境整備事業

住宅防音対策予算等の防衛省所管補助
予算の確保など、防衛施設周辺対策全
般に関わる要望活動を実施する。

- H32 6,326 要望活動の実施

【重点】
北千歳駐屯地急
傾斜地対策受託
事業

●

北千歳駐屯地急傾斜地に係る土砂災害
警戒区域指定箇所の斜面安定度の確認
および急傾斜地崩壊対策計画検討のた
め、環境調査、測量調査、埋蔵文化財試
掘調査、地質調査等を実施する。
調査の結果、対策工事が必要となった場
合には、工事実施のため、H24以降も事
業を継続する。

H22 H23 179,700
環境調査、測量調査、埋
蔵文化財試掘調査、地質
調査等、詳細設計

－ －

●●●●安全安全安全安全でででで安定的安定的安定的安定的なななな水水水水のののの供給供給供給供給

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

水源開発事業 ●

夕張シューパロダムに水源を確保し、石
狩東部広域水道企業団の拡張事業とし
て千歳市蘭越地区に浄水場を建設し水
道用水を供給する。

H8 H26 129,085
石狩東部広域水道企業
団拡張事業建設出資金

浄配水施設等整
備（更新）事業

石狩東部広域水道企業団拡張事業受水
による臨空工業団地配水池建設及び幹
線配水管の拡張工事を実施する。2・3号
フロック形成池・沈殿池の電気・機械設備
の更新を実施する。
電気計装設備（遠方監視制御、水質計器
等）の更新を実施する。経年管・老朽管
（接着継ぎ手の塩ビ管）を耐震管により更
新を実施する。

H17 H32 1,942,403

蘭越浄水場、祝梅配水ポ
ンプ場、老朽配水管の改
良、幹線配水管工事、配
水池整備工事、フロキュ
レーター

蘭越浄水場、老朽配水管
の改良、幹線配水管工
事、配水地整備工事、フ
ロキュレーター

蘭越浄水場、東千歳配水
池、ポンプ場、老朽配水
管の改良、未整備路線の
配水管新設、フロキュ
レーター
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●●●●生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

千歳学出前講座
事業

市民と市民の学びあいによる学習機会の
充実や交流の活性化を図るともに、市民
と行政が情報の共有をもとに、協働して
生涯学習によるまちづくりを推進する。

H12 H32 4,170

市内で活動している団体
等が専門性を活かして講
師を務める「市民編」、市
内の企業や学校等が持っ
ている豊富な知識や技術
を紹介する「仕事編」、各
制度の概要や市政に関
する情報提供を行う「市
役所編」から構成する講
座を実施

生涯学習まちづく
りフェスティバル
「ふるさとポケッ
ト」支援事業

市民で構成する「ちとせ生涯学習まちづく
りフェスティバル実行委員会」に補助金を
交付するとともにフェスティバルの企画運
営を支援し、市民活動のネットワークづく
りを推進する。

H8 H32 7,200

参加団体について各テー
マごとグループをつくり、
実行委員会及び企画委
員会の開催により事業内
容等について検討を重ね
て、市民主体である「ふる
さとポケット」を実施

ひと・まちづくり
リーダー養成事
業

市民の目線から、市民の知恵と力やネッ
トワークによるひとづくり・まちづくりを行う
ため、市民で構成する「みんなで、ひと・
まちづくり委員会」に補助金を交付し、人
材育成事業を行う。

H16 H32 3,600

まちづくりへの意識向上
につなげることを目的に
実施する「七夕きらきら祭
り」の支援、全国生涯学
習フォーラムへの参加、
まちづくりを考える学習会
等を実施

●●●●幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

就園奨励費事業

保護者の経済的負担を軽減し幼児教育
の振興を図るため、幼稚園に通園する園
児の保護者に対し、入園料及び保育料を
減免するための就園奨励費を給付する。
※私立幼稚園就園奨励費補助金

- H32 486,471
就園奨励費（2歳児受入
れ含む）

●●●●小中学校教育小中学校教育小中学校教育小中学校教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】
小・中学校教員
用パーソナルコ
ンピュータ等整備
事業

●

校務事務の効率化とネットワークのセ
キュリティ強化を図るため、市内小中学
校の全教員に対し、既設置済みの機器を
含め１人１台のパーソナルコンピュータを
整備する。

H23 H25 35,284

パソコン、サーバ、L３ス
イッチングハブ等整備(8
校)
(千歳小・北進小中・北栄
小・末広小・緑小）

パソコン、サーバ、L３ス
イッチングハブ等整備(8
校)
（千歳第二・駒里小中・支
笏湖小・日の出小・信濃
小・高台小・青葉中・東千
歳中）

パソコン、サーバ、L３ス
イッチングハブ等整備(8
校)
（東小・祝梅小・桜木・向
陽台小・北陽小・泉沢小・
北斗中・向陽台中）

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：４４４４　　　　学学学学びのびのびのびの意欲意欲意欲意欲とととと豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ教育文化教育文化教育文化教育文化のまちのまちのまちのまち
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【【【【第第第第６６６６期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●小中学校教育小中学校教育小中学校教育小中学校教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【再編】
中学校備品等整
備事業

●
小学校5校と中学校4校における備品整
備を実施する。

H23 H25 94,610
勇舞中学校の備品等整
備

既存小中学校の机・椅子
の整備

【新規】【調交】
小・中学校パソコ
ン教室用パーソ
ナルコンピュータ
整備事業

●
平成17～19年度に整備したパソコン教室
用パソコンの更新及び勇舞中のパソコン
教室用パソコンの設置を図る。

H23 H26 59,441 中学校1校（勇舞中）
中学校2校(千歳中・青葉
中）

中学校6校
（北進中・東千歳中・駒里
中・富丘中・北斗中・向陽
台中）

小中学校防音機
能復旧事業

●
防衛騒音対策事業により設置した学校施
設のうち、老朽化した換気施設などの機
能復旧を実施する。

H2 H30 280,880

温度保持機更新
工事：高台小、青葉中、
千歳中
設計：第二小、千歳中

温度保持機更新
工事：第二小
設計：末広小、北斗中、
日の出小、千歳小

温度保持機更新
工事：末広小、北斗中、
日の出小、千歳小
設計：向陽台中、高台小

【重点】
小学校耐震改修
事業

●

昭和56年度以前に建築された2階以上、
又は延床面積200㎡超の非木造建築物
について耐震診断の結果に基づき耐震
補強を実施する。

H17 H25 35,812
耐震補強
設計：祝梅小

耐震補強
工事：祝梅小
設計：東小、北進小中

耐震補強
工事：東小、北進小中

【重点】
中学校耐震改修
事業

●

昭和56年度以前に建築された2階以上、
又は延床面積200㎡超の非木造建築物
について耐震診断の結果に基づき耐震
補強工事を実施する。

H17 H25 147,737
耐震補強
設計：富丘中

耐震補強
工事：富丘中
設計：東千歳中、青葉中

耐震補強
工事：東千歳中、青葉中

【新規】
教育用施設耐震
化改修事業

●

昭和56年度以前に建築された2階以上、
又は延床面積200㎡超の非木造建築物
について耐震診断の結果に基づき耐震
補強工事を実施する。

H23 H24 76,064
耐震補強
設計：真町中

耐震補強
工事：真町中

－
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【【【【第第第第６６６６期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●小中学校教育小中学校教育小中学校教育小中学校教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
勇舞中学校建設
事業

●

富丘中学校の分離校を新設する。
平成20年度基本構想、平成21年度基本
設計、平成22年度実施設計、建築工事、
平成23年度建設工事、外構工事、平成
24年4月開校、外構工事

H20 H24 1,428,345
建設工事(校舎、講堂、武
道場)、外構工事(グラウン
ド)

外構工事
※平成24年4月開校

－

【新規】【重点】
北陽小学校仮設
校舎整備事業

●
平成24年度以降の生徒数に対応できな
いため、8クラス分プレハブ増設する。平
成24年3月から10年間リースを実施する。

H23 H32 53,587
仮設校舎(軽量鉄骨造地
上2階建)リース、A=983.4
㎡

【新規】【再編】
小学校備品等整
備事業

●

北陽小学校の児童数の増加に伴い、平
成23年度に普通教室8教室を増築する計
画であることから、このことに伴う備品等
の整備を行う。

H23 H23 1,209
北陽小学校の増築分に
かかる備品等の整備

－ －

小中学校グロー
カルスクール活
動事業

総合的な学習の時間をはじめとする特色
ある教育活動に対し、グローカルスクー
ル活動事業補助金を交付する。

- H32 19,500
グローカル活動事業補助
金を交付
小学校17校、中学校9校

児童生徒の学習
習慣促進事業

千歳科学技術大学が運営するeラーニン
グシステムを小中学校の授業で活用する
ほか、家庭学習と連携した学習活動を推
進するため、システム利用者のサポート
(アドバイス、利用状況連絡などのメール
配信等)を合わせて実施する。
※学校活動支援事業費（電子学習システ
ム支援委託料）

- H32 2,166

eラーニング教材を活用し
た授業の実施、eラーニン
グシステムの家庭学習で
の利用推進(希望児童生
徒へのID・パスワードの
発行）

校外体験活動等
支援事業

総合的な学習の時間等における校外活
動やプールが設置されていない小学校の
プール学習を実施するためのバスの借
上等を実施する。
※学校活動支援事業費（スクールバス運
行委託料、タクシー借上料、バス借上料）

- H32 29,562

総合的な学習の時間等
における校外活動の移動
手段としてバスを配車、
プールが設置されていな
い小学校のプール学習の
ためバスを配車
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【【【【第第第第６６６６期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●小中学校教育小中学校教育小中学校教育小中学校教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

国際理解教育支
援事業

アンカレジ市ミアーズ中学校の生徒と本
市中学校の生徒がホームステイなどを通
じ、相互に訪問交流する。
小学校では新たに外国人指導助手を採
用し外国語活動を実施する。中学校では
外国語青年招致事業(JETプログラム)に
より招致した英語指導助手を活用し担当
教諭と外国語授業を実施する。
※外国青年招致事業費、英会話指導経
費

- H32 16,045

ミアーズ中学校の来千、
小中学校における外国人
指導助手による外国語活
動の実施

小中学校就学援
助事業

経済的に就学が困難な児童生徒の保護
者や特別支援学級等に就学する児童生
徒のうち経済的に就学が困難な保護者
に対し経済的な支援を行う。（医療費支
援含む）

- H32 475,546
就学援助費の支給、特別
支援教育就学奨励費の
支給

児童生徒安全対
策事業

児童・生徒が安心、安全に登下校できる
よう保護者、ＰＴＡ、町内会、老人クラブな
どが連携し協力体制の構築を図る。

H18 H32 315

千歳市「千歳っ子見守り
隊」事業の推進、学校緊
急避難所「子ども110番の
家」指定事業の推進、不
審者の発生時に登録者
へ情報をメール配信、
ホームページ・携帯サイト
への掲載、関係部署への
FAX通知

特別支援教育体
制推進事業

通常学級に在籍する学習障害(LD)、注意
欠陥・多動性障害(ADHD)、高機能自閉症
などの障がいを持つ児童生徒等に対する
教育的支援を行うため、各学校に校内委
員会や特別支援教育コーディネーターを
設置するとともに、日常的生活介助や学
習補助ができる補助員を配置する。道立
高等養護学校を誘致し障がいのある子ど
もたちの教育環境充実を図るため、要望
活動を展開する。

H19 H32 94,427

特別支援教育支援員(補
助員)の配置、特別支援
教育専門家チームの運
営、道立高等養護学校誘
致にかかる活動

特別支援教育支援員(補
助員)の配置（増員予
定）、特別支援教育専門
家チームの運営、道立高
等養護学校誘致にかかる
活動

小中学校特別支
援学校等就学支
援事業

特別支援学校や特別支援学級に通う児
童生徒の保護者に対し経済的な支援を
実施する。

S35 H32 37,566
特別支援学校等就学援
助の実施、特別支援学級
等通学費助成の実施

適応指導教室運
営事業

不登校状態の小・中学生個々の居場所と
なる教室を開設し、適切な教育相談や基
本的な生活習慣等の指導を行い、学校
生活への復帰を支援するとともに、いじめ
や不登校等の問題行動の早期解決と未
然防止に向けた取組として、学校・地域・
関係機関と連携した支援体制づくりを推
進する。

H9 H32 9,981

千歳市いじめ・不登校等
対策会議の開催、なかよ
しさわやかDAYいじめシ
ンポジウムの開催(子ども
会議：講演、児童・生徒が
パネリストになり、いじめ
問題に対して提言発表)、
学校適応指導教室「おあ
しす」の開設(不登校等児
童生徒)
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【【【【第第第第６６６６期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●小中学校教育小中学校教育小中学校教育小中学校教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

スクールカウンセ
ラー配置事業

スクールカウンセラー(SC)を任用し、いじ
め・不登校・問題行動等への専門的な相
談体制を構築する。

H18 H32 7,875

SC巡回配置：
千歳第二小、信濃小、高
台小、泉沢小
SC教育相談：
青少年課相談室(月2回
/6h)

SC巡回配置：
配置校を4校から5校に増
SC教育相談：
青少年課相談室(月2回
/6h)

心の教室相談員
配置事業

児童の身近な相談相手として、心の教室
相談員を市内小学校13校に配置し、心の
悩みやストレスを和らげるなど、教育相談
支援体制の充実化を図る。

H18 H32 12,495
心の教室相談員を市内
小学校全校（郡部等を除
く）計13校に配置

心の教室相談員を市内
小学校全校（郡部等を除
く）計13校に配置
※相談時間数増を予定

生徒指導事業

児童・生徒が事件・事故等の無い安全で
快適な学校生活がおくれるよう、市内小
中学校の生徒指導活動を支援するととも
に、学校・家庭・地域・教育委員会・関係
機関等が連携した協力体制の充実を図
る。また、非行事故、一般事故、交通事
故等の調査により事故の実態を把握し再
発防止に努める。

- H32 2,406

児童生徒指導対策負担
金
千歳市教護協会補助金
～理事会年5回、中学校
部会年10回、小学校部会
2回開催し、学校の指導
部や警察など各関係機関
で生徒指導上の情報共
有の実施

【再編】
給食センター施
設整備事業

●

市内26小中学校、9,300人分の給食を調
理する。
平成5年8月稼動以来17年以上経過して
いることから、建物や付帯設備、調理機
器などの老朽化に係る定期的な修繕や
補修、購入・リースによる更新を実施す
る。

- H32 81,363
廃水処理施設脱水機更
新、食缶類洗浄機更新

食器用トレー、食材洗浄
用シンク更新

ライス釜更新

【新規】
教員住宅トイレ水
洗化改修事業

●
老朽化した教職員住宅のトイレの水洗化
改修事業を実施する。

H23 H24 11,014
教員住宅トイレ水洗化改
修(東千歳中)

教員住宅トイレ水洗化改
修(駒里小中)

－

●●●●高等学校教育等高等学校教育等高等学校教育等高等学校教育等のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

修学支援事業

高校や大学などで学習したいという意欲
があり、その能力があるにもかかわらず、
家庭の経済的な事情により学校へ通うこ
とが困難な学生や生徒に対して、奨学金
を給付する。

S36 H32 14,940 奨学金の給付
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【【【【第第第第６６６６期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●社会教育社会教育社会教育社会教育のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

生涯学習まちづく
り推進講座開催
事業

生活課題や地域課題のほか、社会の変
化に伴う今日的な課題等に関する講演会
等を開催し、市民に学習機会を提供す
る。

- H32 7,227
市民教養セミナー、パソコ
ン講習会等の実施

高齢者学級開催
事業

生活課題に関する講演会や講義、映画
鑑賞会などの学園行事や学級活動、
サークル活動を通じ、高齢者に学習・活
動機会を提供する。

S49 H32 6,438
「千歳市若返り学園」、
「千歳高星大学」の実施

図書館改修事業 ●

昭和63年2月開館以来20年以上経過して
いる図書館の施設・設備は経年劣化が進
行していることから、改修更新工事・小規
模修繕を継続的に実施する。

- H26 79,322
外壁タイル補強、防水改
修

電気設備設計、給排水設
備設計

電気設備改修工事、給排
水設備改修工事

●●●●市民文化市民文化市民文化市民文化のののの創造創造創造創造

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

市民文化セン
ター改修事業

●
昭和59年4月開館以来20年以上経過して
いる市民文化センターの補修箇所を改修
する。

- H32 120,854

防火シャッター修繕、プラ
ネタリウム修繕、非常用
自家発電機排気管交換、
山台更新

舞台ワイヤー交換、中央
監視装置、軸流ファン改
修、山台更新等

舞台ワイヤー交換、山
台、舞台音響・調光設備
機器等リース料等

市民ギャラリー改
修事業

平成4年建設以来18年経過している市民
ギャラリー施設・設備の経年劣化が進行
していることから、改修更新工事を実施
する。

- H32 36,741 －－－－ 空調設備更新
冷却塔更新
オストメイトトイレ

【新規】
市民ギャラリー展
示パネル更新事
業

●
経年劣化に伴い、著しく破損している展
示パネルの更新を実施する。

H23 H23 2,213 展示用パネル更新48枚 －－－－ －－－－
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●●●●文化財文化財文化財文化財のののの保護保護保護保護とととと活用活用活用活用

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】
上長都文化財収
蔵施設屋根等改
修事業

●
上長都文化財収蔵施設の屋根全面改修
工事、車庫機材庫プレハブ解体等を実施
する。

H23 H23 4,578

屋根防水改修、建具改
修、照明設備改修、給水
設備増設、車庫機材庫プ
レハブ解体

－－－－ －－－－

文化財普及啓発
事業

次世代を担う子どもや市民が、ふるさと千
歳の個性的で多様な自然や歴史、文化
についての理解を深めるために、体験的
な学習会や講演会などを実施するほか、
常設展示や企画展示により文化財を市
民に公開する。

- Ｈ32 7,551

企画展示事業　、文化財
パンフレット等の作成、体
験学習事業、講座「千歳
ふるさと探訪」事業等

【新規】
郷土資料展示・
公開・活用事業

自然史、考古、歴史、アイヌ文化、伝統郷
土芸能、開拓、産業など千歳を特徴づけ
る資料の展示・公開を実施する。
※H23は緊急雇用創出推進事業費により
実施

H23 Ｈ24 5,674
郷土資料展示・公開事業
※資料展示・公開の準備

郷土資料展示・公開事業
※資料展示・公開

－－－－

【新規】
国指定史跡保存
管理計画策定事
業

国指定史跡2箇所(中央：キウス周堤墓
群、蘭越：ウサクマイ遺跡群)の管理団体
指定を平成21年度に受けたことから、市
民会議やアンケートにより市民の意向を
反映した計画を策定し、遊歩道・解説板・
管理用道路などを整備する。

H24 Ｈ32 2,500 －－－－

整備方法の調査検討、市
民による議論の機会・場
の設置、保存管理計画等
策定

史跡内の試掘調査など、
整備に必要な情報の収
集調査

市指定文化財保
存伝承活動補助
事業

市指定無形民俗文化財である郷土芸能
「泉郷獅子舞」や伝統文化「アイヌの伝統
的芸能と工芸技術」を次世代に継承して
いくための保存伝承活動を支援する。

- Ｈ32 600

「泉郷獅子舞」保存伝承
活動補助事業、「アイヌの
伝統的工芸と工芸技術」
保存伝承活動補助事業

●●●●生涯生涯生涯生涯スポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

スポーツ普及推
進事業

スポーツの普及振興を図り、市民のス
ポーツ活動を促進するため、(財)千歳市
体育協会が行うスポーツイベント・教室
や、各種競技の全国・全道大会の開催助
成、各スポーツ団体の育成などの経費を
補助する。

- Ｈ32 157,383

(財)千歳体育協会がス
ポーツの普及振興のため
に実施する事業の経費を
補助
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●●●●生涯生涯生涯生涯スポーツスポーツスポーツスポーツのののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

スポーツ指導員
配置事業

スポーツの普及・推進を図るため、ス
ポーツ指導者を配置・養成し、体育施設
でのスポーツ指導、スポーツイベントの運
営などで活用する。

- Ｈ32 16,471

体育指導委員及びスポー
ツ指導員を配置し、市民
及び各種団体が行うス
ポーツやレクリエーション
の指導や協力を実施

【重点】
スポーツセンター
リニューアル事業

●
耐震化事業や付加価値を高めるリューア
ル事業を実施し、老朽施設の改善を図
る。

H21 H25 691,547 基本設計、実施設計 本工事契約 本工事

【調交】
スポーツ施設整
備事業

●
既存体育施設等の管理運営上の危険箇
所及び老朽化した施設を優先し、年次別
に計画的な改修を実施する。

S56 Ｈ32 169,820
青葉公園庭球場改修
休憩所更新、水飲み場更
新

ふれあいセンター屋根塗
装、武道館剣道場床面補
修、陸上競技場管理棟観
覧席防水シート工事、駒
里プール槽床面防水工
事、温水プールろ過機保
守整備業務等

武道館屋根防水シート更
新、ふれあいセンター温
風暖房機更新、北栄プー
ル上屋シート更新、東
プール上屋シート更新等

●●●●青少年青少年青少年青少年のののの健全健全健全健全なななな育成育成育成育成

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

青少年健全育成
事業

地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組
み、市内子ども会活動の推進を図るた
め、市内各地域に「千歳市青少年育成推
進員」を設置する。また、青少年の奉仕
活動・体験活動の機会充実を図るため、
市民ボランティアが運営する「子ども活動
支援センター」を設置し、体験活動等に関
する情報の収集・提供、相談、活動コー
ディネートの実施のほか、ものづくりや科
学実験、自然体験などの体験学習機会を
提供する。

- H32 10,425

「千歳市青少年育成推進
員」、「子ども活動支援セ
ンター」の設置、情報紙
「マナビー」・「少年団体一
覧」の発行、体験活動等
に関する相談
「チャレンジ教室」、「千歳
市・指宿市青少年相互交
流事業」等の実施

【重点】
青少年健全育成
事業（青少年教
育財団補助金）

（財）千歳青少年教育財団が運営する
「千歳サケのふるさと館」への支援を行う
ため、青少年教育財団補助金を継続する
とともに、サーモンパークや道の駅と連動
した活用策を検討する。

H8 H32 380,008 青少年教育財団補助金

青少年非行防止
事業

青少年の街頭指導、育成事業、保護及び
矯正に関し関係機関・団体と連携しなが
ら青少年の健全育成を図る。

Ｓ37 H32 11,859

専門指導員による育成相
談及び街頭巡回指導等
の実施、青少年指導員に
よる地区内育成指導等の
実施、有害図書立入調査
等の環境浄化活動の実
施、青少年健全育成の広
報、啓発活動の実施等
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●●●●多様多様多様多様なななな地域間交流地域間交流地域間交流地域間交流のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
国際交流事業

友好親善都市である長春市（中華人民共
和国）やコングスベルグ市（ノルウェー王
国）を含め諸外国との交流を推進する。
市民団体等が実施する国際交流事業へ
の支援等を実施する。千歳国際交流協
会を事務局として、市民により多くの国際
交流の機会を提供するとともに、市内の
学校や企業、団体等が実施する国際交
流事業に対し助成を実施する。

H5 H32 22,377

友好親善都市からの交流
受入、千歳国際交流協会
の自主事業への支援(国
際交流体験ツアー、青年
海外派遣研修、国際交流
の夕べ、国際交流応援情
報紙｢エール｣の発行、国
際交流講座、各種事業
等)

【重点】
姉妹都市交流事
業

姉妹都市であるアンカレジ市（アメリカ合
衆国）や指宿市（鹿児島県）との交流を推
進するため、各種交流事業を実施すると
ともに、市民団体等が実施する交流事業
に対し支援を行う。千歳姉妹都市交流協
会を事務局として、市民により多くの姉妹
都市交流の機会を提供する。

S44 H32 2,193

姉妹都市からの交流受
入・訪問、千歳姉妹都市
交流協会の自主事業へ
の支援(スカイ・ビア＆
YOSAKOI祭、菜の花キャ
ンペーンにおける市民歓
迎交流会)
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●●●●農業農業農業農業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

農業振興資金貸
付事業

千歳市農業振興条例に基づき、農業用
施設の設置、設備の導入等を行う農業者
に対して、農業振興資金を財源として低
金利で貸付する。

- H32 240,951

農業振興条例に基づく農
業振興基金を原資とした
農業振興資金の貸付事
業

【重点】
経営安定化対策
事業

千歳市農業振興条例に基づく助成事業
及び農業経営基盤強化促進法に基づく
農業経営改善計画の認定農業者への経
営基盤強化資金(スーパーＬ資金)貸付利
子に対する北海道及び市の利子助成事
業を実施する。

- H32 52,166

市内農業者への助成事
業、認定農業者の農業経
営基盤強化資金(スー
パーＬ資金)貸付利子に
対する利子助成事業、後
継者の経営安定化資金
貸付利子に対する助成事
業

牧場管理事業
市営牧場で市内酪農家から未経産牛の
通年預託を受け、飼養管理を図る。

H14 H29 74,561
施設管理業務等委託、市
営牧場施設修繕、市営牧
場使用車両リース等

農業経営基盤強
化促進対策事業

農地の流動化、担い手の確保(認定農業
者)等を実施する。

H6 H32 0
認定農業者の再認定手
続き及び新規受付

畜産環境整備助
成事業

「家畜排泄物の管理の適正化及び利用
の促進に関する法律」の施行に伴う、家
畜ふん尿処理施設未整備農家の施設整
備に対する助成を実施する。

H14 H32 20,366
畜産環境整備リース事業
実施55戸に対する一部
リース料の助成

畜産環境整備リース事業
実施54戸に対する一部
リース料の助成

畜産環境整備リース事業
実施48戸に対する一部
リース料の助成

グリーン･ツーリ
ズム促進事業

農業体験施設や農産物直売所などを開
設する農業者等で組織する千歳市グリー
ン・ツーリズム連絡協議会の活動に対し
補助金を交付し、千歳市のグリーン・ツー
リズムの推進を図る。

H17 H32 1,350
協議会の活動に対する助
成

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：５５５５　　　　活力活力活力活力あるあるあるある産業拠点産業拠点産業拠点産業拠点のまちのまちのまちのまち
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●●●●優良農地優良農地優良農地優良農地のののの確保確保確保確保

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

国営道央用水地
区土地改良事業

●

石狩平野の南部に位置する6市5町の田
畑約29,010haを受益とし、農業用水の安
定供給を図る。
1期地区　クォベツダムの改修、2期地区
シューパロダムの新設、3期地区　頭首工
4箇所、用水路Ｌ＝10.2km、揚水機場6箇
所

H7 H26 5,100

2期地区　シューパロダム
3期地区　道央注水工幹
線、用水路、頭首工、揚
水機場

道営新幌地区集
落基盤整備事業
（基幹水利施設
保全型）

●

経年劣化や河床洗掘等の影響で劣化損
傷等をしている排水路施設を道営集落基
盤整備事業(基幹水利保全型)により改修
整備を実施する。

H21 H28 10,518
実施設計(L=2.371m農業
用排水路改修)

改修整備工事
第6号支線排水路
L=256m、一部実施設計

改修整備工事
第6号支線排水路L=355m

【重点】
農地・水・環境保
全向上対策支援
事業

地域共同による効果の高い取組を行う活
動組織に対し、5年間支援する。(農地及
び農業用施設等の点検、補修、草刈りや
土砂さらい及び農村環境を向上させる景
観形成のための施設への植栽)
対象3保全会：千歳北環境保全会・泉郷
環境保全会・幌加環境保全会

H19 H32 32,919

事業5か年間の最終年度
草刈、土砂さらい、施設
整備、景観形成等によ
り、地域の農業環境を保
全
各保全会が地域の将来
を想定した体制整備構想
を作成

2期目事業5か年間の開
始予定
草刈、土砂さらい、施設
整備、景観形成等によ
り、地域の農業環境を保
全

草刈、土砂さらい、施設
整備、景観形成等によ
り、地域の農業環境を保
全

●●●●林業林業林業林業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

民有林整備事業

国や道の補助制度を活用した森林施業
の推進と、森林法に定められている伐採
届の提出により、無秩序な森林開発を防
止し、市内の民有林を育成・保護する。

H12 H32 6,556
未来につなぐ森づくり推
進事業、森林整備地域活
動支援交付金

●●●●内水面漁業内水面漁業内水面漁業内水面漁業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】
支笏湖ヒメマスふ
化場整備事業

ヒメマスの安定供給を図るため、老朽化
したふ化場(昭和3年築)の改築整備を行
い、安定したふ化放流事業を行う。

H24 H28 163,000 －
実施設計委託、推進協議
会設立、ソフト事業の実
施等

ふ化場建設、屋外養魚池
等付帯施設整備、ソフト
事業の実施
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●内水面漁業内水面漁業内水面漁業内水面漁業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
ヒメマス保護振興
事業

ヒメマスの増殖と安定した供給体制の確
立、支笏湖産ヒメマスの観光資源として
の活用方法の検討を進める。

- H26 46,418

ヒメマスふ化場運営経費
のほか研究機関と連携
し、ヒメマス資源量調査及
び餌となるプランクトン調
査の実施
※集出荷システムについ
て、支笏湖漁業協同組合
との連携、調整・協議

ヒメマスふ化場運営経費
のほか研究機関と連携
し、ヒメマス資源量調査及
び餌となるプランクトン調
査の実施
※集出荷システムについ
て、支笏湖漁業協同組合
と連携して具体化

ヒメマスふ化場運営経費
のほか研究機関と連携
し、ヒメマス資源量調査及
び餌となるプランクトン調
査の実施
※集出荷システムの調
査・確立

【新規】
ヒメマス地域特産
品ブランド化事業

支笏湖漁業協同組合(事業主体)が取り
組む｢支笏湖ヒメマス｣地域ブランド事業に
ついて、ブランド基準の策定、研修会、講
習会の開催、市場調査などの支援並び
に実施に向けての調査、研究に対する支
援を実施する。

H25 H27 1,000 － －

研修会、ブランド基準の
決定、パッケージ・タグの
決定、販売価格の決定
(時季による差別化等検
討)等

●●●●工業工業工業工業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
企業誘致推進事
業

企業訪問活動を通して企業の動向や進
出意向等を聴取するとともに、当市の工
業団地の情報を広く発信することで企業
立地を促進する。

S39 H32 35,652

企業立地動向の情報収
集を行い、立地可能性の
高い分野の企業を訪問
し、立地環境や各種優遇
措置などの説明及びPR
を実施

【重点】
企業誘致プロ
モーション事業

当市工業団地の立地環境を広く企業に
PRするため、首都圏で開催される産業展
示会に出展するとともに、新聞広告や
ホームページなどの各種広告媒体を活用
した広告宣伝を実施する。

H17 H32 13,017

首都圏で開催される産業
展示会に出展するととも
に、新聞やホームページ
における広告宣伝を実施

産業活動促進事
業

千歳オフィス・アルカディアの中核施設で
ある「千歳アルカディア・プラザ」の機能を
活用し、ベンチャー企業の育成や市内立
地企業の産業活動を促進する。

H13 H32 31,902

㈱千歳国際ビジネス交流
センターに次の3事業を委
託して実施
産業情報提供促進事業、
企業育成・研究開発支援
事業、産業交流促進事業

【重点】
地域産業活性化
事業

当市の特性を生かした産業集積を図るた
め、企業動向調査（アンケート調査）を実
施し、進出可能性の把握を行い、企業誘
致を促進する。

H17 H32 9,672

民間信用調査機関に調
査委託し、当市への立地
可能性が高い企業の情
報を収集・訪問
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●工業工業工業工業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

工業等振興助成
事業（企業活動
促進事業）

市内での工場等施設の新設・増設等に
伴い、千歳市工業等振興条例により固定
資産税相当額や雇用人数に応じた助成
等を実施する。

S59 H32 446,270

一定要件を満たす企業に
対し、固定資産税相当額
や雇用人数に応じた助成
等を実施

●●●●高度技術産業高度技術産業高度技術産業高度技術産業のののの集積集積集積集積

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

光科学技術研究
開発拠点形成事
業

ホトニクスワールドコンソーシアムが実施
している光科学技術研究開発活動事業
を支援し、千歳科学技術大学を中核とし
た研究開発拠点の形成を図る。
※研究機関誘致推進業務経費、ホトニク
スバレープロジェクト推進事業費

H8 H32 5,253

ホトニクスワールドコン
ソーシアムが行う産学官
連携事業、地域情報化支
援事業等を事務局として
支援し、光関連研究施
設、企業等との連絡・調
整を行う。

道央地域新事業
創出促進事業

地域企業の新製品・新技術の開発を活
性化させるなど、高度技術産業の集積を
目指すため、（財）道央産業技術振興機
構の運営機能を支援する。

S63 H32 11,292

道央産業技術振興機構
が行う、会議・研修会の
開催、新製品・新技術の
開発事業等を支援する。

●●●●商業商業商業商業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

商業等活性化事
業

商業振興プランに基づき、中心商店街空
き店舗利用促進事業、中心商店街にぎ
わい創出事業に対する支援を実施する。

H16 H32 13,332

中心商店街空き店舗利
用促進事業、中心商店街
にぎわい創出事業に対す
る支援

【新規】【重点】
商業等活性化事
業（拡充分）

商業振興プランに基づき、中心商店街に
ぎわい創出事業の拡充や、商店街人材
育成等事業に対する支援制度を設け、商
業等の活性化を推進する。

H23 H32 2,700

中心商店街にぎわい創出
事業（拡充分）、商店街人
材育成等事業に対する支
援
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●商業商業商業商業のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【重点】
商業振興支援事
業

商業機能の活性化を図り地域経済の発
展に寄与するため、商業振興プランに基
づき、商工会議所が実施する商業振興支
援事業に要する経費の一部を補助する。

H23 H27 4,218
商工会議所が実施する
商業振興支援事業に対
する支援

中小企業相談所
支援事業

市内の中小企業者が経営相談などを行
う窓口で、商工会議所内にある中小企業
相談所の円滑な運営及び組織機能の充
実を図ることにより、中小企業の振興に
寄与する。

S37 H32 27,000

中小企業相談所における
窓口相談及び個別巡回
指導、講習会等の開催に
よる集団指導、法人会・
青色申告会等関係諸団
体と連携した記帳指導の
実施等に対する支援

中小企業対策支
援事業

中小企業者等に対する支援として、運転
資金、設備資金、小規模企業貸付金、小
口企業資金、新規開業支援資金、借換
資金の6つの融資メニューを提供するとと
もに、融資に係る保証料の助成を行うこ
とにより、中小企業者等の経営の安定化
を図る。

S54 H32 1,732,887

中小企業振興資金貸付
事業の原資預託
市融資制度利用に係る保
証料の助成

●●●●流通機能流通機能流通機能流通機能のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

公設地方卸売市
場調査検討業務

卸売市場を取り巻く社会的環境や施設状
況を踏まえ、千歳市場のあり方や今後の
方向性を検討するための基礎資料を作
成する。

H21 H23 0

前年度に取りまとめた市
場の今後のあり方に係る
報告書について、より専
門的な見地から検討を実
施

－ －

●●●●観光観光観光観光のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】【重点】
道の駅リニューア
ル事業

●

道の駅利用者の利便性と満足度を高め
るため、特産品などの物販・案内機能の
強化や周辺の河川風景を生かした施設
等を整備し、市街地地区の更なる魅力づ
くりを推進する。

H23 H26 7,000 リニューアル基礎調査等
未定
（H23の基礎調査等の結
果を踏まえ決定）
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●観光観光観光観光のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
イベント支援事業

各種イベントを支援することにより、地域
活性化や観光客誘致、市民の心の豊か
さの醸成、地域社会のゆとり・明るさの創
造を図る。

Ｓ32 H32 33,713

市民花火大会補助金、イ
ンディアン水車まつり事
業補助金、支笏湖まつり
事業補助金、スカイ・ビア
＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭事業補助
金、たそがれコンサート補
助金

市民花火大会補助金、イ
ンディアン水車まつり事
業補助金、支笏湖まつり
事業補助金、スカイ・ビア
＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭事業補助
金

【重点】
支笏湖温泉開発
事業

支笏湖温泉地区において新規泉源掘削
を行うとともに、改正温泉法により義務付
けられた可燃性天然ガスの安全対策の
ため施設整備を実施する。

H19 H24 160,271
各種申請、地元・関係機
関との調整

ボーリング(掘削調査)、揚
湯装置等の工事

－

ポロピナイ園地
整備事業

支笏湖地区ポロピナイ園地の整備（環境
省）を行い、利用者のための快適な空間
の創造と利便性の向上を図る。

H18 H25 2,520 環境省との協議
園地整備工事予定(環境
省)、ポロピナイキャンプ
場施設撤去(千歳市)

未定

広域観光圏連携
事業

「さっぽろ広域観光圏推進協議会」の8市
町村、民間事業者等が連携して、国際競
争力の高い魅力ある観光地づくりを推進
する。
※観光機関連携業務経費（さっぽろ広域
観光圏推進協議会負担金）

H21 H25 40

「さっぽろ広域観光圏推
進協議会」負担金、北海
道デスティネーションキャ
ンペーン全国宣伝販売促
進会議の開催

「さっぽろ広域観光圏推
進協議会」負担金、北海
道デスティネーションキャ
ンペーンの開催

未定

【重点】
支笏湖畔案内表
示板設置事業

●

観光施設・資源や公共施設などを掲載し
た案内看板を設置し、観光客等に安心感
を与え利便性を高めるとともに、おもてな
し意識の向上につなげる。

H18 H32 2,951
支笏湖畔案内表示板設
置

未定

【重点】
観光客受入体制
支援整備事業

観光案内所を運営する団体に補助金を
交付し、来訪者へ観光案内サービスを提
供する。

- H32 4,275
観光案内所運営に対する
補助金の交付（支笏湖地
区）
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●観光観光観光観光のののの振興振興振興振興

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
観光ＰＲ事業

国内外からの観光客の来訪等を促すた
め、ホームページや多言語の観光パンフ
レットなど多様な手段による情報発信の
充実、誘致宣伝活動の強化を行う。

- H32 26,277

観光パンフレット作成（日
本語、中国語（簡体
字））、フォトライブラリー
用画像データ収集

観光パンフレット作成（英
語、中国語（繁体字）、韓
国語)、ホームページリ
ニューアル、フォトライブラ
リーの整備

観光パンフレット作成（日
本語、中国語（簡体
字））、観光ＰＲＤＶＤ製作

●●●●雇用雇用雇用雇用のののの安定安定安定安定

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

雇用情報セン
ター設置運営事
業

職を求めている市民やＵ・Ｉターン希望者
に対する求人情報などの雇用情報の提
供、自衛隊援護連絡協議会との連携、市
内企業への雇用需要アンケート等を実施
する。

S61 H32 2,376

千歳・恵庭地区及び千歳
市近郊の求人情報の
ホームページ掲載、雇用
需要アンケートの実施、
Ｕ・Ｉターン登録者等に対
する雇用需要アンケート
調査の求人情報の提供、
自衛隊援護連絡協議会と
の連携等

勤労者生活資金
等貸付事業

勤労者の生活安定・向上を図るため、市
内金融機関に勤労者生活貸付事業の原
資を預託し、教育、冠婚葬祭、病気、出
産、その他生活安定向上に必要と認めら
れる資金の貸付を行う。

S58 H32 5,000
勤労者生活貸付事業の
原資預託による貸付

【重点】
新卒者雇用特別
対策推進事業

景気の悪化を受けた企業の求人減少に
伴い、就職率が低迷している情勢を踏ま
え、新卒者を対象に事務補助員の職種で
10名程度の採用枠を確保する。

H22 H32 14,652

新規学卒未就職者を臨
時職員として10名程度任
用（接遇や就職活動のス
キルアップ研修を実施）

未定
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●魅力魅力魅力魅力あるあるあるある市街地市街地市街地市街地のののの形成形成形成形成

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

景観形成推進事
業

千歳市都市景観形成基本計画に掲げる
目標の実現に向け、推進方策に掲げる市
民参加による景観づくりの推進、景観形
成に関する啓発・各種情報提供の充実、
公共事業・民間事業との連絡体制の構
築、地域と一体となった公共事業の推進
を図る。

H14 H32 4,004

ジュニア景観士講座等の
実施、ホームページ等に
よる景観形成に係る情報
提供、都市景観に関する
出前講座の実施、屋外広
告物の設置等に係る相談
窓口の設置

中心市街地整備
改善事業

「千歳タウンプラザ」の一部を借り上げ転
貸することにより、中心市街地のにぎわ
いを創出するための支援を実施する。

H16 H26 199,194

「千歳タウンプラザ」の一
部を借り上げ転貸、「千歳
タウンプラザ」の固定資産
税及び都市計画税相当
額の補助

電線類地中化事
業

●

都市機能の向上と快適性、利便性に優
れた歩行者空間、憩いの空間の形成を
推進するため、国道及び市道における電
線類地中化を図る。

H13 H30 2,200 国道36号L=140m
実施予定なし
※H26以降実施予定

【重点】【再編】
グリーンベルト活
性化事業

●

施設の老朽化等が進んでいるグリーンベ
ルトについて、バリアフリー・防犯・景観な
どに配慮した改修計画を策定し、子ども
や高齢者、障がい者まで幅広い市民や
観光客が自由にくつろぐことのできる憩い
の空間づくりを目指した整備を行う。

H21 H27 202,500

実施設計(つどいの広場、
おまつり広場)
施設整備(わんぱく広場、
芝生広場、河畔広場、メ
ロディ広場)

施設整備(つどいの広場・お
まつり広場・メロディ広場・
芝生広場・河畔公園)

実施設計(ポエム広場)
施設整備(おまつり広場)

【調交】
千歳駅周辺交通
バリアフリー地区
整備事業

●

千歳駅周辺交通バリアフリー基本構想に
基づく特定経路として主要施設を連絡す
る歩道を高齢者や障がい者が安心して
歩行できるよう整備を実施する。

H14 H31 72,000
改良舗装(仲の橋通
L=180m)

仲の橋通L=180m
公園通(実施設計)

公園通L=600m
鉄北通及び駅東口広場
（実施設計）

●●●●空港空港空港空港をををを核核核核としたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
新千歳空港整備
事業

●

新千歳空港の用地造成、滑走路改良、
誘導路改良、エプロン改良、照明施設整
備などの空港基本施設の整備にかかる
事業費の一部を空港設置により利益を享
受する地元市として負担する。

S56 H25 233,399

新千歳空港の用地造成、
滑走路改良、誘導路改
良、エプロン改良、照明
施設整備などの空港基本
施設の整備にかかる事業
費の一部を負担

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：６６６６　　　　都市機能都市機能都市機能都市機能がががが充実充実充実充実したまちしたまちしたまちしたまち
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●空港空港空港空港をををを核核核核としたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりのとしたまちづくりの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

新千歳空港24時
間運用に係る機
器更新事業

●

新千歳空港24時間運用合意にかかる住
宅防音工事で設置した空気調整機器の
更新を実施する。

H18 H26 24,686
空港24時間運用に伴う住
宅防音機器の更新
予定数：1,695

空港24時間運用に伴う住
宅防音機器の更新
予定数：1,718

空港24時間運用に伴う住
宅防音機器の更新
予定数：2,062

●●●●道路体系道路体系道路体系道路体系のののの整備整備整備整備

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

都市計画道路整
備事業・南2号道
路（鉄北通）整備
事業

●

市街地・ＯＡ地区と美々地区・科学技術大
学を連絡する幹線道路の交通量増加に
対応するため、道路線形の改善、車道拡
幅及び歩道の整備を実施する。

H19 H23 40,500

改良舗装L=140m、石標
埋設一式(社会資本整備
総合交付金)、道道取付
改良(地特)

ー ー

都市計画道路整
備事業・29号道
路整備事業

●

あずさ土地区画整理事業による市街化
整備に整合した道路整備を行い、交通安
全、沿道環境対策及び交通ネットワーク
の強化を図る。

H20 H23 84,600
L=300m
※区画整理事業組合負
担

ー ー

都市計画道路整
備事業・北新通
整備事業

●

あずさ土地区画整理事業による市街化
整備に整合した道路整備を行い、交通安
全、沿道環境対策及び交通ネットワーク
の強化を図る。

H20 H24 62,100

工事L=20m
用地確定測量0.35ha
立木補償一式
支障物件補償等

工事L=187m
石標埋設一式

ー

【再編】【調交】
市道整備事業

●
市内全域の生活関連道路整備を実施す
る。

S56 H27 1,048,000
改良舗装　L=1,886m、
L=743m、L=180m
測量調査実施設計等

改良舗装　L=1,700m、
L=850m、L=500m
測量調査実施設計等

改良舗装　L=1,700m、
L=850m、L=500m
測量調査実施設計等

【調交】
道路舗装補修事
業

●

道路の劣化を放置すると、下層から舗装
を改良することが要され費用も甚大にな
るため、表層部分の劣化に対応し、オー
バーレイすることで、快適で安全な交通
環境の確保を図る。

- H32 189,880

調整交付金導入に向けた
設計、工事に係る設計、
幹線及び準幹線道路整
備(3路線、900m)

幹線・準幹線道路整備
新橋地覆コンクリート補修

幹線・準幹線道路整備
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●道路体系道路体系道路体系道路体系のののの整備整備整備整備

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

道路用地確定・
用地取得事業

道路中心点網確定測量、用地確定測
量、測量調査、用地購入、用地購入償還
金、基準点・街区点復元、地図整備を実
施する。

S56 H32 47,935

用地確定測量、測量調
査、用地購入、南7号道
路用地購入償還金、基準
点・街区点復元、旭ヶ丘2
丁目地図整備

用地確定測量、測量調
査、用地購入、南7号道
路用地購入償還金、基準
点・街区点復元、旭ヶ丘3
丁目地図整備

用地確定測量、測量調
査、用地購入、南7号道
路用地購入償還金、基準
点・街区点復元

【新規】
橋梁長寿命化対
策事業

●

平成26年度以降の橋梁の修繕・架け替
えに関する国の補助採択については長
寿命化修繕計画に基づくものに限定され
ることから計画の策定を推進する。
調査の結果、対策が必要となった場合に
は、修繕工事等の実施のため平成25年
度以降も事業を継続実施する。

H23 H24 26,400 橋梁点検(151橋) ー

●●●●公共交通公共交通公共交通公共交通のののの充実充実充実充実

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

バス路線確保対
策補助事業

市内の交通手段を確保するために、市が
バス事業者に対し補助金を交付する。

S58 H32 130,931
バス事業者等に対する市
内定期バス運行費の一
部補助の実施

地域公共交通利
用促進事業

公共交通の対策等を協議する千歳市地
域公共交通会議の開催、安全で安定した
循環型コミュニティバスの運行、路線バス
の利用を促す市民への周知等普及啓発
活動、利用者ニーズの把握等市場調査、
民間バス事業者と連携したサービスの見
直しと改善、計画的な市内路線の整備に
関わる対策を実施する。

H20 H32 1,512

千歳市地域公共交通会
議の開催、国の緊急雇用
対策を活用した「千歳市
公共交通サービスセン
ター」の設置、地域の特
性や課題に応じた対策の
研究、転入者向けバス情
報セット作成等

循環型コミュニ
ティバス運行事
業

千歳駅前を起点に、市内の公共施設、病
院、商業施設などを循環して運行する低
床式のバスを運行する。

H16 H32 78,958

千歳市地域公共交通会
議等の協議を通じて、地
域の実情に応じたバス交
通活性化や環境負荷の
軽減に向け、地域や交通
事業者等と連携したバス
利用の促進
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●緑地緑地緑地緑地のののの保全及保全及保全及保全及びびびび緑化緑化緑化緑化のののの推進推進推進推進

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

みどり台緑化重
点地区整備事業

●
「千歳市緑の基本計画」で重点プロジェク
トに位置付けしている新市街地に合わせ
た公園緑地の整備を図る。

H20 H24 322,800

みどり3号・4号、北信濃2
号、あずさ4号公園の施
設整備、みどり台公園・長
都川緑地の実施設計

みどり台公園の施設整備 ー

【調交】
市内公園整備事
業

●

未整備街区公園の整備、及び遊具や休
憩施設が不足している既存の公園緑地
について遊具や休憩施設等の設置を実
施する。

H13 H25 170,000

施設整備、大型遊具設
置、案内看板の設置など
(白樺公園、スズラン公
園、青葉公園冒険の森、
太陽公園、白樺パンダ公
園、里見ターザン緑地、
若草ゴリラ)

施設整備、大型遊具設
置、案内看板の設置など

施設整備、大型遊具設
置、案内看板の設置など

【再編】
公園施設更新・
バリアフリー化事
業

●

老朽化の著しい公園施設の更新又は再
整備を行うとともに、併せて高齢者や障
がい者等が円滑に利用できるようバリア
フリー化を図る。

H20 H28 202,000

実施設計(末広西公園)、
施設整備(しゅくぷ、東1
号、弥生、東郊2号、栄
町、寿2号)

施設整備(末広西公園他) 施設整備・遊具更新

【調交】
公園トイレ整備事
業

●

トイレ未設置の公園緑地について、利用
状況等を勘案した上で必要なトイレ整備
を行うとともに、老朽化しているトイレや、
バリアフリー対応の必要なトイレの更新、
改修を実施する。

H3 H25 47,500
青葉公園青葉球場横トイ
レ

北栄緑地 桜ヶ丘公園

公園遊具更新等
事業

●
老朽化したり破損した遊具や施設の改
良、更新を実施する。

H16 H25 36,000 老朽遊具・施設更新等

緑化推進事業

緑化思想の啓発普及を図るため、ちとせ
環境と緑の財団に補助金を交付し花と緑
いっぱい運動、各種講演会、植樹会、コ
ンクール、緑に関する情報提供等を行う
とともに、緑の募金活動の推進を図る。

H13 H37 71,252

ちとせ環境と緑の財団補
助金
保全樹木管理業務委託
料
国土緑化推進委員会負
担金
等
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●みんなでみんなでみんなでみんなで進進進進めるまちづくりめるまちづくりめるまちづくりめるまちづくり

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【重点】
市民協働推進事
業

『みんなで進める千歳のまちづくり条例』
の基本原則である「情報の共有」、「人材
の育成」、「行政活動への市民等の積極
的な参加」を柱に、市民協働研修、市民
協働推進会議の開催、協働事業の推進
等各種取組を実施する。

H15 H32 20,967

市民協働研修の実施、市
民協働推進会議の開催、
定額自動寄付制度「き
ふ・とも」の実施、「市民提
案型」協働事業の実施、
（仮称）市民協働トライア
ル事業の実施等

【重点】
ひと・まちづくり助
成事業

市民、市民活動団体、事業者が実施す
る、地域づくりやひとづくりにつながる自
主事業に対して、経費の一部を助成す
る。

H16 H32 13,680
ひと・まちづくり助成事業5
件

ひと・まちづくり助成事業6
件

ひと・まちづくり助成事業7
件

広報・市民カレン
ダー発行事業

広報紙と市民カレンダーを発行・配布して
市民に市政情報を提供する。

S26 H32 157,386
広報紙と市民カレンダー
を発行・配布して市民に
市政情報を提供

市民の声を聴く
事業

市民の意見・要望等を把握し市政に反映
させ、市民の市政への関心とまちづくりへ
の参加意欲を高める。

S46 H32 2,493
電話、手紙、メールなどに
より、市民から市政への
意見や要望などを聴く

【重点】
自衛隊体制維持
要望活動事業

市民協働による千歳市所在の自衛隊の
体制維持を求める活動を推進する。

- H32 3,236
市民協働による千歳市所
在の自衛隊の体制維持
を求める活動の推進

●●●●自主自立自主自立自主自立自主自立のののの行財政行財政行財政行財政システムシステムシステムシステムのののの確立確立確立確立

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

行政改革推進事
業

行政改革推進本部を中心として、第5次
行政改革実施計画を推進することによ
り、効率的な市役所づくりや市民が期待
するまちづくりを積極的に進め、新時代に
対応した様々な行政サービスの向上や
行政運営の効率化などの改革を実施す
る。

S61 H25 1,820
事務事業の見直し
民間活力の導入検討

基本目標基本目標基本目標基本目標：：：：７７７７　　　　市民協働市民協働市民協働市民協働によるによるによるによる自主自立自主自立自主自立自主自立のののの行政経営行政経営行政経営行政経営
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【【【【第第第第６６６６期総合計画期総合計画期総合計画期総合計画　　　　第第第第１１１１期実施計画期実施計画期実施計画期実施計画】】】】

●●●●自主自立自主自立自主自立自主自立のののの行財政行財政行財政行財政システムシステムシステムシステムのののの確立確立確立確立

事務事業名
ローリ
ング
事業

事業内容 始期 終期
3か年
事業費

H23事業内容 H24事業内容 H25事業内容

【新規】
市役所本庁舎改
修事業

●

老朽化に伴う設備機能不全を防止すると
ともに、安全で快適な環境で庁舎を利用
できるようにすることを目的として、市役
所本庁舎の電気・機械設備の更新や耐
震改修などを実施する。

H23 H27 474,944
電気・機械設備改修(実施
設計)
耐震診断

電気設備工事等 冷暖房・換気設備工事等

【新規】
シンクライアント
システム導入事
業

●

サーバ室にシンクライアントユーザ用
サーバを設置し、イントラネットに接続す
る全端末（病院、水道局、学校を除く）を
シンクライアント化する。

H23 H32 34,983
実施設計、システム導入
(150台)

サーバ、端末、ライセンス
購入

新地方公会計制
度導入事業

決算の分析、健全化4指標等各種指標の
算定、新公会計制度に基づく財務諸表
（総務省方式改定モデル）の作成を進
め、財政分析に基づく指標管理のもと財
政標準化計画の着実な推進と、財政の
健全性についての検証を実施するととも
に、市の財政状況について、国や北海道
に対する報告書の提出や、市民に対する
ホームページ・広報誌・パンフレット等を
活用した財務情報の公表を行う。

- H32 6,437

財政標準化計画に定め
た目標を達成するための
進捗管理の実施、新公会
計制度に基づく「総務省
方式改訂モデル」を用い
た財務4表に計上するた
めの固定資産台帳整備
の完了、健全化4指標の
算定、市の財政状況の公
表等

財政標準化計画に定め
た目標を達成するための
進捗管理の実施、新公会
計制度に基づく「総務省
方式改訂モデル」を用い
た財務4表の作成、健全
化4指標の算定、市の財
政状況の公表等

総合行政システ
ム事業

行政事務の電算システム化により、事務
を迅速・適正に行い、効率的な市民サー
ビスの提供を推進する。
※総合行政システム運用保守業務経
費、総合行政システム導入事業費（リー
ス料含む）

H9 H32 239,023

住基ネットシステム関連
機器及び福祉系システム
サーバ、端末機器等の更
新、システムの運用保守
業務の委託

CSサーバ更新、端末プリ
ンタ等更新、後期高齢者
制度が廃止された場合の
システム変更、システム
の運用保守業務の委託

住民基本台帳ICカード発
行機器等更新、システム
更新(共通宛名、口座管
理、国民健康保険、各種
市税、収納管理、人事給
与)、端末プリンタ等変
更、レガシーシステムの
WEB版への移行、システ
ムの運用保守業務の委
託

情報化推進事業 ●

電子自治体の整備を推進し、市民サービ
スの向上と行政事務の効率化を図るた
め、ネットワーク機器の更新、サーバ機器
の更新、ソフトウェアの更新などを実施す
る。

H18 H32 125,561

勇舞中ネットワーク構築、
議会中継システム更新、
資産管理システムの導
入、既存サーバの更新な
ど

ハードウェア、設計監理
等費用、光ケーブル復旧

ハードウェア、設計監理
等費用

広域行政推進事
業

札幌広域圏組合、石狩地方開発促進期
成会等に加入し、広域的で効率的な行政
運営体制の整備を進めるとともに、都市
問題などの全国や北海道規模の協議会
等に参画し、広域的な課題等を研究す
る。

S35 H32 3,792

石狩地方開発促進期成
会の構成団体として国や
道へ要望等を実施、札幌
広域圏組合の構成団体と
して各種会議等に参加、
千歳市行政連絡協議会
の事務局として年間事業
概要の照会・集約等を実
施
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