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（２）実施事業点検表

第１章　やさしさと共生するまち

　第１節　安心して子どもを生み育てられるまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

2,904 2,819 5,587 3,801 2,798 3,287 87.76%

※富浜児童館周辺整備事業に名称変更

◆第１章登載事務事業件数
　○実施事業　２０４件、追加事業４６件、未実施事業３件、統合事業３２件、
　　他事業に包括して実施した事業４件　計２８９件

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　子育て支援センター運営事業（※１ 統合事業）
　地域子育て支援拠点（ひろば型）事業
　日胆はまなす里親会補助金
　特別保育事業（あそびの広場）
　仕事と家庭両立支援（ファミリーサポートセンター）事業
　産後子育てママ派遣事業
　家庭児童相談室・母子自立支援員経費
　特別保育事業（交流事業）
　広域入所（他市町村への保育委託）
　保育所学校給食指導事業
　普通保育所運営事業
　保育所営繕事業
　放課後児童等衛生・安全対策事業費補助金
　私立幼稚園学校給食指導経費
　病院・事業所内保育実施事業補助金
　登別保育所運営業務委託
　特別保育事業（障がい児保育）
　特別保育事業（延長保育）
　特別保育事業（一時保育）
　特別保育事業（休日保育）
　放課後児童クラブ運営事業
　児童館（児童センター）管理・運営事業
　（仮称）幌別西児童クラブ開設事業
　児童館施設整備事業
　青葉児童館新設事業
　放課後子ども教室推進事業
　児童館改修整備事業
　登別児童クラブ整備事業
　児童入所施設措置費（助産施設分）
　こどもショートステイ事業
　私立幼稚園就園奨励費補助金
　私立幼稚園特別就園奨励費補助金
　私立幼稚園協会教職員研修費補助金
　私立幼稚園教材教具整備事業補助金
　ひとり親家庭等医療費助成事業（旧母子家庭等医療費助成事業）
　乳幼児等医療費助成事業
　災害遺児手当
　児童手当支給事業
　子ども手当支給事業（子どものための手当て支給事業）
　児童扶養手当支給事業
　要保護児童対策地域協議会　
　児童虐待ネットワーク会議開催事業
　子ども虐待防止マニュアル
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※１　統合事業

　第２節　市民一人ひとりが生涯を通じて健康に暮らせるまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

511 504 577 669 825 894 108.05%

　児童虐待防止啓発事業

【追加事業】
　北海道里親研修大会・全国里親会北海道地区里親研修大会負担金
　鷲別保育所沐浴整備事業
　富士保育所屋根葺き替え事業
　幌別東保育所駐車場整備事業
　幌別東保育所耐震診断事業
　（仮称）鷲別児童クラブ整備事業費
　未熟児養育医療給付事業
　すくすく子育て応援事業（地方創生先行型）
　子ども・子育て支援事業
　子ども・子育て会議経費
　鷲別児童館移転改築事業
　子育て世帯臨時特例給付金給付事業

【他事業に包括して実施した事業】※２
　子育てバリアフリーマップの作成事業
　男性の育児・介護休暇取得の啓発事業
　お父さんの子育て広場事業

【未実施事業】
　富岸放課後児童クラブ増築事業（１次）

　第１次実施計画登載事務事業の内、子育て支援センター運営事業に統合された事務事業
　　せわやき・せわずき隊推進事業
　　子育てサポーター及び地域ボランティアの育成事業
　　移動子育て支援センター事業
　　子育て講座事業
　　保育所開放事業
　　子育て啓発週間
　　お父さんの子育て手帳作成事業
　　お父さんの子育て広場事業

※２ 他包括事業
　子育てバリアフリーマップの作成事業は「福祉マップ」に子育て支援施設を加えて実施（１次）
　男性の育児・介護休暇取得の啓発事業は「父子健康手帳」に情報を掲載しマタニティ教室等で配布（１次）
　お父さんの子育て広場事業は、子育て支援センターに包括して実施（２次）

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　健康づくり推進協議会経費
　ヘルシークッキング教室 ※乳幼児食育事業に名称変更
　生活習慣病予防対策事業
　家族ＤＥ食育 健康のぼりべつ
　食育事業
　室蘭地方腎友会運営事業補助金
　北海道難病連運営事業助成金
　健康づくり事業（※１ 統合事業）
　女性の健康づくり事業（女性の健康診査）
　ヘルスパイオニアタウン事業（短期人間ドック助成事業）
　短期人間ドック助成事業
　ヘルスパイオニアタウン事業（脳ドック助成事業）
　脳ドック助成事業
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　ヘルスパイオニアタウン事業（各種がん検診料金助成金）
　各種がん検診料金助成金
　ヘルスパイオニアタウン事業（インフルエンザ予防接種助成金）

　インフルエンザ予防接種助成金
　ヘルスパイオニアタウン事業（保健師派遣事業）
　健康診査事業（※２ 統合事業）
　後期高齢者保健事業
　ヘルスパイオニアタウン事業（水中運動教室受講者助成経費）

　水中運動教室受講者助成経費
　妊婦保健事業（※３ 統合事業）
　乳幼児保健事業（※４ 統合事業）
　母と子の健康づくり事業（母子栄養管理事業経費）
　母と子の健康づくり事業（妊婦健康診査）
　母と子の健康づくり事業（健やか親子教室）
　母と子の健康づくり事業（母子訪問指導）
　母と子の健康づくり事業（乳児健康診査経費）
　母と子の健康づくり事業（１歳６か月児健康診査経費）
　母と子の健康づくり事業（３歳児健康診査）
　母と子の健康づくり事業（幼児歯科保健対策経費） ※幼児歯科保健対策事業として実施
　エキノコックス症予防対策
　新型インフルエンザ対策経費
　新型インフルエンザ予防対策事業
　予防接種事業
　３種（子宮頸がん、Ｈｉｂ、小児肺炎球菌）のワクチン接種助成事業

　地域医療対策事業
　地域医療対策事業（歯科救急医療啓発事業） ※地域医療対策事業に名称変更
　救急医療対策事業（小児救急医療支援事業）
　応急手当普及啓発活動資器材整備事業
　救急医療対策事業（救急医療啓発普及事業）
　救急医療対策事業（広域救急医療対策事業）
　救急講習等普及啓発事業
　自動体外式除細動器購入事業
　救急救命士養成経費
　救助資器材整備事業
　救える命があります！
　消防用機器整備事業（自動体外式除細動器）
　高規格救急自動車更新事業
　救命救助資機材整備事業
　消防用機器整備事業（半自動式除細動器）

【追加事業】
　新型インフルエンザ予防接種費助成経費
　糖尿病重症化予防対策助成事業
　若い世代の健康診査
　疾病予防・重症化予防対策助成事業
　風しん予防ワクチン接種（成人向け）事業
　救急救命士養成事業

【他事業に包括して実施した事業】※５
　予防接種台帳電算化システム導入事業

【未実施事業】
　地域医療対策事業（市立室蘭看護専門学院運営負担金）（１次）

※１ 統合事業
　第１次実施計画登載事務事業の内、健康づくり事業に統合された事務事業は次のとおり
　　老人保健事業（訪問指導）
　　老人保健事業（健康教育）
　　老人保健事業（健康相談）
　　老人保健事業（健康手帳）
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　第３節　誰もが安心して暮らせるまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

12,504 10,547 12,708 11,842 19,694 17,724 89.33%

※２ 統合事業
　第１次実施計画登載事務事業の内、健康診査事業に統合された事務事業は次のとおり
　　歯周疾患検診事業
　　老人保健事業（健康診査）

※３ 統合事業
　第２次実施計画登載事務事業の内、妊婦保健事業に統合された事務事業は次のとおり
　　母と子の健康づくり事業（妊婦健康診査） ※妊婦健康診査事業に名称変更
　　母と子の健康づくり事業（すこやかマタニティ教室） ※妊婦保健指導事業に名称変更

※４ 統合事業
　第２次実施計画登載事務事業の内、乳幼児保健事業に統合された事務事業は次のとおり
　　乳幼児保健指導事業
　　（母と子の健康づくり事業（母子栄養管理事業経費）と、母と子の健康づくり事業(母子訪問指導)を統合）
　　乳幼児健康診査事業
　　（母と子の健康づくり事業（乳児健康診査経費）と、母と子の健康づくり事業（１歳６か月児健康診査経
　　費）と、母と子の健康づくり事業（３歳児健康診査）を統合）

※５ 他包括事業
　予防接種台帳電算化システム導入事業は、西いぶり広域連合での共同電算事業で実施（１次）

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　福祉啓蒙経常事業
　地域人権啓発活動活性化事業
　地域福祉活動促進事業費補助金（※１ 統合事業） ※社会福祉協議会補助金に名称変更
　登別市民生委員児童委員協議会補助金
　民生委員児童委員活動事業
　社会福祉事業推進費補助金
　生きがい対策事業補助金
　長寿祝金等支給事業
　登別市老人クラブ連合会補助金（※２ 統合事業）
　老人クラブ運営費補助金
　敬老会補助金
　老人福祉センター祭り
　シルバー人材センター補助金
　老人趣味の作業所運営事業
　登別市老人クラブ連合会４０周年記念事業補助金
　老人憩の家整備事業
　老人福祉センター整備事業
　一般高齢者事業（※３ 統合事業） ※一次予防事業に名称変更
　介護予防普及啓発事業（健康教室・健康相談） ※介護予防普及啓発事業に名称変更
　後期高齢者健康診査事業
　住宅改修支援事業
　外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業
　老人日常生活用具等給付事業 ※老人日常生活用具給付事業（電磁調理器）から名称変更

　老人日常生活用具給付事業（紙オムツ）
　老人医療費助成事業（道老）
　養護老人ホーム恵寿園運営経費
　恵寿園施設等整備事業（給水・給湯設備更新）
　有料老人ホーム建設事業貸付金 ※地域総合整備資金貸付金（株式会社 三樹）に名称変更

　恵寿園施設等整備事業（屋根葺き替え更新）
　高齢者等介護用品給付事業
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　養護老人ホーム整備事業費補助金
　配食サービス事業
　特定高齢者事業（※４ 統合事業） ※二次予防事業に名称変更
　生活・介護支援サポーター養成事業
　安心生活創造事業
　緊急通報システム設置事業 ※高齢者等緊急通報機器設置に名称変更
　高齢者等緊急通報機器設置
　布団乾燥・電話・移送サービス事業 ※電話・移送サービス事業
　電話・移送サービス事業
　成年後見制度利用支援事業（高齢者）
　介護保険事業
　社会福祉法人利用者負担減免助成金
　ケアマネージャー活動支援事務
　地域包括支援センター運営事業
　特別養護老人ホーム増築事業資金借入金元利補給金
　地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金
　介護老人保健施設増築事業貸付金 ※地域総合整備資金貸付金（千寿会）に名称変更

　介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金
　家族介護慰労費
　広報紙の活用
　重度心身障害者医療費助成事業
　重度心身障害児介護手当給付費
　社会福祉施設入所者（児）面会旅費助成事業
　障害者日常生活用具給付等事業 ※障害者（児）日常生活用具給付等事業に名称変更

　障害者（児）日常生活用具給付等事業
　障害者介護給付・訓練等給付事業
　障害者ホームヘルプサービス低所得者利用者負担軽減に要する経費
　社会参加促進事業（社会参加事業）
　総合相談支援事業
　コミュニケーション支援事業
　移動支援事業
　訪問入浴サービス事業
　更生訓練・施設入所者就職支度金給付事業
　日中一時支援事業
　障害者（児）舗装具給付事業
　成年後見制度利用支援事業（障がい者）
　高額障害者福祉サービス経費
　特別障害者手当等支給経費
　障害者等生活支援経費
　身体・知的障害者相談員設置事業
　児童デイサービスセンターのぞみ園運営事業
　障害認定審査会経費
　自立支援医療費
　のぞみ園療育指導室整備事業
　精神障害者通所授産施設運営費補助金
　小規模通所授産施設（すずかけ作業所）運営事業
　精神保健対策経費（精神障害者通所交通費助成金）
　在宅障害者自立更正促進事業
　障害者自立更正促進助成事業
　多機能型事業所「すずかけ」運営整備費補助金
　社会教育施設バリアフリー化事業
　本庁舎裏玄関自動ドアの設置
　西胆振精神障害者家族会協議会運営事業補助金
　肢体不自由児（者）父母の会補助金
　精神保健対策経費（室蘭地区精神保健協会負担金）
　重度障害者（児）福祉タクシー事業
　身体障害者自動車燃料費助成事業
　登別身体障害者福祉協会助成事業
　登別視力障害者協会助成事業
　登別市手をつなぐ育成会補助金
　第５５回全道身体障害者福祉大会開催事業
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　第５０回精神保健北海道大会運営補助金
　全道肢体不自由児者福祉大会開催事業
　社会参加促進事業（社会参加等事業補助金）（※５ 統合事業）

　次期「登別市障害者福祉計画」策定事業
　地域活動支援センター事業（※６ 統合事業）
　低所得者等援護対策・たすけあい金庫事業
　災害見舞金
　たすけあい金庫償還免除補てん費補助金
　母子家庭等自立支援事業（高等職業訓練促進給付金）
　母子家庭等自立支援事業（自立支援教育訓練給付金）
　母子家庭等自立支援事業（常用雇用転換奨励給付金）

【追加事業】
　老人憩の家共和園建替事業
　地域総合整備資金貸付金（社会福祉法人 友愛会）
　高齢者等見守り体制促進事業
　きずな事業（校区福祉体制強化事業）補助金
　認知症高齢者等徘徊・見守り（SOS）ネットワーク構築事業
　地域包括支援センター機能強化事業
　市民会館バリアフリー改修事業
　総合体育館バリアフリー整備事業
　婦人センターオストメイト対応等トイレ整備事業
　総合体育館オストメイト対応トイレ整備事業
　ネイチャーセンターオストメイト対応トイレ整備事業
　地域と連携した在宅支援サービス人材育成事業（緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業）

　認知症高齢者等ＧＰＳ貸与事業（地方創生先行型）
　認知症介護を中心とした介護人材育成事業（緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業）

　介護サービス人材確保対策事業（地方創生先行型）
　障害児施設給付事業
　サービス等利用計画作成推進事業補助金
　重度障害児入浴サービス事業
　軽度・中等度難聴児補聴器給付事業
　障害者自立支援給付支払等システム改修経費
　第29回全道肢体不自由児者福祉大会補助金
　臨時福祉給付金給付事業
　生活保護システム更新及び生活保護システム番号制度対応改修事業
　生活困窮者自立支援事業
　年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業（低所得高齢者）

　母子家庭等自立支援事業（高等技能訓練促進給付金）

【未実施事業】
　総合体育館玄関改修事業（２次）

※１ 統合事業

　第２次実施計画登載事務事業の内、地域福祉活動促進事業費補助金（社会福祉協議会補助金に名称変更）に統
合された事務事業は次のとおり

　　社会福祉事業推進補助金

※２ 統合事業
　第３次実施計画登載事務事業の内、登別市老人クラブ連合会補助金に統合された事務事業は次のとおり

　　電話・移送サービス事業（ただし、電話サービスは廃止、移送サービスを統合）

※３ 統合事業
　第１次実施計画登載事務事業の内、一般高齢者事業（追加事業）に統合された事務事業は次のとおり
　　介護予防普及啓発事業
　　地域介護予防活動支援事業（かろやか体操指導者養成教室）
　　介護予防高齢者施策評価事業

※４ 統合事業
　第１次実施計画登載事務事業の内、特定高齢者事業（計画事業）に統合された事務事業は次のとおり
　　訪問型介護予防事業（高齢者訪問指導）
　　通所型介護予防事業
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　第４節　男女共同参画社会の実現

単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

3 2 2 3 3 2 87.50%

　　特定高齢者把握事業

※５ 統合事業
　第１次実施計画登載事務事業の内、社会参加促進事業（社会参加等事業補助金）に統合された事務事業は次のとおり

　　精神障害ボランティア団体活動支援事業補助金

※６ 統合事業
　第１次実施計画登載事務事業の内、地域活動支援センター事業（追加事業）に統合された事務事業は次のとおり

　　精神障害ボランティア団体活動支援事業補助金

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　男女共同参画社会づくり事業
　男性料理教室
　男女共同参画社会づくり事業（民間シェルター運営補助金）

　婦人活動振興助成金
　三市合同女性国内派遣研修

【追加事業】
　シェルター居室等環境整備事業
　ＤＶ自立支援デイサービス施設環境整備事業
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第２章　自然とともに暮らすまち

　第１節　環境への負荷の少ないまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

6,935 6,195 5,758 5,783 7,011 6,870 95.66%

◆第２章登載事務事業件数
　○実施事業１２８件、追加事業３９件、未実施事業３件、統合事業２件　計１７２件

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　環境教育の推進
　環境保全団体の連携
　環境保全活動の支援
　環境に配慮した消費行動の推進
　総合的な環境保全の推進
　公害対策事業
　有害大気汚染物質調査事業
　自動車騒音常時監視業務
　野犬掃討等業務委託事業
　生ごみ堆肥化容器購入費補助事業
　登別市衛生団体連合会運営事業補助金
　ごみ減量化推進事業（資源ごみの回収）
　ごみ袋管理経費
　ごみ減量化推進事業（リサイクルの状況）
　リサイクルまつり
　ごみステーションネット化推進事業補助金
　ごみ収集運搬業務委託事業
　クリンクルセンター運営管理経費及び最終処分場運営管理経費

　クリンクルセンター整備事業
　クリンクルセンター中間改修事業
　プレスパッカー車購入
　管理型最終処分場遮水シート損傷位置検知システム更新事業 ※廃棄物管理型最終処分場漏水検知システム等更新事業に名称変更

　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務
　クリンクルセンター用地取得費
　産業廃棄物処理場への管理・指導
　不法投棄等防止経費
　公共下水道事業
　水洗便所改造等融資あっせん及び補助金
　公共施設水洗化事業
　資産台帳整備事業
　下水道汚泥減量化装置購入事業
　登別市個別排水処理施設整備事業
　し尿処理施設整備事業
　し尿処理業務（し尿処理・収集量）
　生活排水処理基本計画策定委託事業
　汚水処理施設共同整備事業費

【追加事業】
　クリンクルセンター市民ギャラリー改修事業
　クリンクルセンター車庫棟屋根等改修事業
　クリンクルセンタープラント監視制御システム更新事業
　ごみステーション管理台帳等データ整備事業（緊急雇用創出推進事業）
　ごみ処理施設運営管理業務調査委託料
　最終処分場整備事業
　廃棄物処理施設長寿命化計画業務委託事業
　し尿処理施設閉鎖基本設計委託料
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　第２節　自然を生かした潤いあるまちづくり
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

484 450 270 276 446 455 98.42%

　し尿汲取り世帯調査業務及び畜犬登録実態調査事業（緊急雇用創出推進事業）

　電気自動車普及促進事業
　一般廃棄物処理施設（クリンクルセンター）長寿命化計画改定業務委託
　一般廃棄物処理基本計画改定業務委託

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　ネイチャーセンター運営管理経費
　通学合宿　みんなで学ぶ『子ども村』
　ネイチャーセンター寝具更新事業
　傷病鳥獣等保護経費
　キウシト湿原緑地保全事業
　歩いてみませんか「わが家の散歩道」
　緑化推進に要する経費 ※緑化推進経費に名称変更
　交流の森づくり事業
　幌別鉄南地区海浜地緑化事業
　森林整備地域活動支援交付金事業
　登別市民有林造林推進事業
　登別市森林愛護啓発事業補助金
　亀田記念公園整備事業
　亀田記念公園管理棟改修事業
　ネイチャーセンター、公園等の自然とのふれあいの場の整備

　市民農園に要する経費
　葬斎場運営管理事業
　葬斎場施設整備事業
　墓地管理事業
　墓地管理経費（墓参バス借上料除く）
　墓地管理システム導入事業
　墓地管理経費（墓参バス借上げ料）
　墓地施設整備事業
　富浦墓地施設整備事業

【追加事業】
　公園地区森林公園整備事業
　ネイチャーセンター排水整備事業
　ネイチャーセンター専用水道非常用設備設置事業
　葬斎場前庭整備事業
　森林愛護組合出資金
　登別市葬斎場中間改修事業（※１ 統合事業）
　ネイチャーセンターバイオトイレ整備事業
　キウシト湿原管理事業

※１ 統合事業

　第３次実施計画登載事務事業の内、登別市葬斎場中間改修事業に統合された事務事業は次のとおり

　　葬斎場バグフィルター整備事業
　　葬斎場誘引送風機整備事業
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　第３節　安全に安心して暮らせるまちづくり
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

260 215 181 398 2,304 2,008 95.48%

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　災害に対しての体制充実活動
　総合防災訓練実施事業
　登別市ハザードマップ作成事業 ※登別市防災マップ作成事業に名称変更
　北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業
　防災対策強化事業
　鉱山地区防災行政無線整備事業
　防災意識普及啓発活動事務
　全国瞬時警報システム整備事業
　防災機器・防災用品整備事業
　地域防災組織の構築
　防災資機材購入費補助事業 ※防災資機材購入費補助事業に名称変更
　林業振興経費
　登別温泉中央通り道路災害防除事業
　河川維持補修事業
　河川防護柵設置事業
　河川用地確定測量事業
　ポンヤンケシ川改修事業
　若山学園橋保護護岸整備事業
　道路排水対策（雨水対策）事業
　上鷲別富岸川改修事業

　防火管理体制の強化事業
　防火予防普及事業
　防火管理講習会事業
　住宅用火災報知機普及事業 ※住宅用火災警報機普及事業に名称変更
　事業所等の火災予防訓練事業
　危険物施設の予防査察事業
　一人暮らし等高齢者査察事業
　消防団員貸与品購入費
　消防団作業服整備事業
　登別市消防団創設１００周年記念事業
　消防団救命胴衣購入事業
　消防施設維持補修事業
　消防用器具機材購入事業（自記温度湿度計二段式更新）
　消防用器具機材購入事業（空気呼吸器更新）
　多目的支援車更新事業
　水難救助資器材等購入事業
　はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール
　救助工作車更新事業
　火災原因調査車更新事業
　消防用器具機材購入事業（業務用高温高圧洗浄機）
　鷲別支署外壁改修事業
　消防車両寄贈等整備事業 ※消防車両車庫整備事業に名称変更
　消防本部・消防署（兼防災センター）新庁舎建設事業
　消火栓新設事業 ※消火栓整備事業に名称変更
　大規模災害応援派遣用備蓄器具等整備事業
　大規模災害用備蓄器具等整備事業
　消防救急無線デジタル化事業
　交通安全推進事業
　交通安全協会交付金
　市民交通傷害保険事業
　カーブミラー設置事業
　照明灯設置事業
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　美園５７号線歩道新設事業
　ロードマーク設置事業
　消費者行政推進事業
　消費生活展開催補助金
　消費生活モニター関係経費
　登別消費者協会運営助成金
　消費者行政活性化事業
　（仮称）登別市国民保護協議会運営事業 ※登別市国民保護協議会開催経費に名称変更
　生活安全に関する啓発事業
　室蘭登別防犯協会連合会助成事業
　登別市暴力追放運動推進団体連絡協議会助成事業
　防犯灯設置費補助事業
　社会を明るくする運動登別地区実施委員会負担金 ※社会を明るくする運動登別地区推進委員会負担金に名称変更

　登別地区保護司会補助金
　無料法律相談委託業務
　本庁舎等整備事業 ※本庁舎・第二庁舎トイレ等改修事業に名称変更

【追加事業】
　防災マップ改訂事業
　津波避難ビル看板整備事業
　防災行政無線（同報系）整備事業
　本庁舎非常用発電機設備設置事業
　消防女性分団軽可搬ポンプ整備事業
　消防用器具機材購入事業（ガス検知器更新）
　登別支署改修事業
　登別温泉支署改修事業
　救急情報支援システム導入事業
　屋上サイレン整備事業
　西いぶり生活情報メール配信システム構築事業
　高台避難誘導看板設置事業
　消防団軽可搬式小型ポンプ整備事業
　空気呼吸器及びＦＲＰボンベ更新事業
　消防緊急通信指令装置更新事業
　化学消防ポンプ自動車更新事業
　小型動力ポンプ付消防自動車更新事業
　水難救助用ボート購入費
　街路灯修繕事業

【未実施事業】
　小型動力ポンプ付積載車更新事業（１次）
　消防用器具機材購入事業（消防用ホース更新）（１次）
　水槽付消防ポンプ自動車更新事業（１次）
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第３章　大地に根ざしたたくましい産業が躍動するまち

　第１節　活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

1,180 1,029 1,366 1,244 1,500 1,466 92.41%

◆第３章登載事務事業件数
　○実施事業９９件、追加事業５３件、計１５２件

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　国立公園内観光施設維持管理事業
　観光施設維持管理経費
　カルルス・サン・スポーツランド運営管理事業
　カルルス温泉スキー場運営管理事業
　カルルス温泉サンライバスキー場事業
　カルルス温泉スキー場センターハウス整備事業
　カルルス温泉スキー場リフト支柱改修事業
　（社）登別観光協会運営事業助成金 ※登別観光協会助成金に名称変更
　国立公園清掃活動事業補助金
　登別フラワーファンタジーロード維持管理事業 ※登別市フラワーファンタジーロード事業補助金に名称変更

　登別観光協会特別助成金（衛生設備整備事業分）
　登別温泉コンシェルジュサービス運営事業（ふるさと雇用再生特別対策事業）

　緊急雇用創出推進事業（観光関連）
　インフォメーションプラザ事業補助金
　温泉供給施設維持管理事業
　登別観光振興特別対策事業補助金 ※観光振興特別対策事業補助金に名称変更
　登別市・白老町観光連絡協議会負担金
　観光客誘致促進事業
　緊急誘客宣伝広告事業補助金
　緊急誘客対策事業補助金
　観光ホスピタリティ推進事業補助金
　観光ＰＲキャラクター事業費
　登別地獄まつり半世紀記念事業
　西いぶり戦略的観光推進協議会負担金
　産業クラスター形成計画推進事業
　産業クラスター構築支援事業
　いいモノ発見「のぼりべつ」
　登別ブランド推進事業補助金
　登別市・白老町生活関連産業事業化推進協議会負担金
　登別市起業化支援事業補助金
　ものづくり創出支援事業負担金
　企業立地振興補助金
　企業誘致等経費
　登別市新産業創造活動事業補助金 ※新産業創造活動事業補助金に名称変更
　札幌のぼりべつ交流プラザ
　中小企業相談所事業補助金
　登別商工会議所事業推進職員設置補助金
　登別商工会議所事業推進補助金
　中小企業者事業資金利子補給金
　中小企業特別融資積立金
　登別市住宅改良促進特別融資積立金
　住宅改良促進特別融資積立金
　プレミアム商品券発行事業補助金
　住宅用太陽光発電システム設置補助金
　商店街近代化融資積立事業
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　登別市商業活性化イベント補助金
　商店街活性化事業補助金
　商業活性化事業補助金
　高校生のための就職支援事業
　若年者等キャリアカウンセリング試行事業
　登別市パートナーシップ推進会議での事業展開
　再就職準備講座
　雇用対策救援事業
　障害者の就業支援
　地域職業相談室運営管理経費
　ハローワーク情報の提供
　雇用に係る登別商工会議所との連携
　緊急雇用創出事業
　労働相談事業助成金
　労働振興事業助成金
　勤労者特別融資制度
　労働基本調査
　事業所内職業訓練助成金
　登別市職業訓練センター整備事業
　室蘭・登別地域通年雇用促進協議会負担金
　登別市・白老町広域雇用創出クラスター担い手育成事業推進協議会での事業展開 ※登別市雇用創造推進協議会での事業を展開

【追加事業】
　カルルス温泉スキー場排水施設整備事業
　大湯沼駐車場トイレ改修事業
　カルルス地区取水施設整備事業補助金
　観光動態調査事業（緊急雇用創出推進事業）
　緊急誘客特別対策事業
　緊急誘客特別対策事業補助金
　登別観光振興特別対策事業補助金（テレビドラマ支援事業分）

　登別市観光ＰＲキャラクター事業
　登別温泉通周辺整備事業
　登別温泉開湯１５０年記念事業補助金
　観光振興特別対策事業補助金（第５０回登別地獄まつり記念事業分）
　キラリまちの産業PR事業（緊急雇用創出推進事業）
　再生可能エネルギー普及促進事業費
　市内消費動向調査事業（緊急雇用創出推進事業）
　地域応援商品券発行事業補助金
　プレミアム建設券発行事業補助金
　若年者等キャリアカウンセリング事業費
　地域職業相談室運営管理事業
　ワークシェアリング事業費（緊急雇用創出推進事業）
　カルルス温泉スキー場スキースクールトイレ改修事業
　地獄谷木道改修事業
　大湯沼川探勝歩道、天然足湯広場改修事業
　新登別温泉交番モニュメント設置事業
　観光地域づくりプラットホーム構築支援事業
　登別の観光を担う人材育成事業（緊急雇用創出推進事業・地域づくり事業）

　観光客受入環境整備事業（地方創生先行型）
　登別湯之国旅行券発行事業（消費喚起・生活支援型）
　温泉供給施設調査経費
　北海道新幹線×nittan地域戦略会議経費
　北海道新幹線開業観光誘客プロモーション事業（地方創生先行型）

　「市民が育む登別観光」事業
　事業所開設費補助金
　登別アーティストイン　レジデンス事業
　再生可能エネルギー等導入促進事業
　登別市商談会等出店補助金
　中小企業地域経済振興協議会経費
　子育て世帯優先プレミアム商品券発行事業（消費喚起・生活支援型）

　地域の特性にあった安心・安全な野菜づくり支援事業（緊急雇用創出推進事業）

　自動車関連人材育成事業（緊急雇用創出推進事業・地域人づくり事業）
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　第２節　自然を活かした産業の育成
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

340 317 83 83 96 117 99.61%

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　特定農山村地域市町村活動支援事業（地域特産品開発事業）
　札内高原館運営管理経費
　特定農山村地域市町村活動支援事業（乳質改善事業）
　胆振西部乳牛検定組合補助金
　西いぶり食の魅力向上研究会経費
　中山間地域等直接支払交付金
　有害鳥獣駆除経費
　特定農山村地域市町村活動支援事業（シカの農作物等食害対策事業）
　特定農山村地域市町村活動支援事業（担い手農業者等支援事業）
　担い手育成総合支援協議会活動負担金
　受精卵移植推進協議会補助金
　酪農ヘルパー事業補助金
　農地有効利用システム構築事業費 ※農地有効利用システム更新事業に名称変更

※農地有効利用システム構築経費に名称変更
　 農業振興特別補助金
　農業用施設管理経費
　市牧場管理事業
　登別市農業経営基盤強化資金利子助成事業
　畜産環境施設等整備事業（資源リサイクル畜産環境整備事業）

　畜産環境施設等整備事業（畜産環境整備事業指導連絡調整業務経費）
　特定農山村地域市町村活動支援事業（都市農村交流促進事業）

　登別漁港まつり補助金 ※地場水産物消費拡大（登別漁港まつり）事業補助金に名称変更

　エゾバフンウニ種苗放流事業補助金
　漁業専門員配置補助金 ※漁業専門員設置補助金に名称変更
　沿岸漁業構造改善対策事業（荷捌所併設製氷冷蔵施設建設事業）補助金 ※沿岸漁業構造改善事業補助金に名称変更
　エゾアワビ種苗放流事業補助金
　登別救難所運営事業補助金
　いぶり中央漁業協同組合青年部・女性部合同研修事業補助金

　漁業近代化資金利子補給金
　登別市漁業及び水産加工振興事業補助金
　沿岸漁業漁村振興構造改善事業補助金
　登別漁港維持管理事業補助金
　鷲別漁港維持管理事業補助金

【追加事業】
　乳用牛後続雌牛促進事業補助金
　登別市青年就農給付金事業（経営開始型）
　黒毛和種受精卵移植事業補助金

　農業経営体育成支援事業費
　製氷施設整備事業費補助金
　ホッキ空貝処分事業補助金
　荷捌き車両整備事業費補助金
　水産振興対策事業補助金
　エゾシカ肉普及推進事業
　地域資源を活用した多機能型店舗支援事業（緊急雇用創出推進事業）

　登別産一次産品普及促進事業
　鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金
　草地生産力向上支援特別対策事業
　市牧場用地購入費
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第４章　調和の中でふるさとを演出するまち　

　第１節　暮らしやすい快適なまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

- - 7 7 - - 100.00%

　第２節　良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

1,665 1,351 1,372 1,258 2,056 2,290 96.19%

◆第４章登載事務事業件数
　○実施事業７９件、追加事業２１件、未実施事業７件、計１０７件

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　都市計画における地域地区・区域区分の見直し事務
　中央町２丁目買物駐車場整備事業
　適正配置に伴う事務
　条例の制定に関する事務
　実行計画に関する事務
　意識啓発に関する事務

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　登別市街区公園等清掃交付金事業
　街区公園等清掃交付金事業
　公園再整備事業
　公園施設長寿命化計画策定事業
　都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 ※都市公園施設長寿命化事業に名称変更
　公園・街路樹維持管理経費
　公園樹維持管理経費
　川上公園便所改修事業
　公園設備改修事業
　公園・広場便所整備事業
　送配水施設整備事業
　簡易水道導水管改良事業
　簡易水道配水管改良事業
　簡易水道送配水施設整備事業
　簡易水道管路調査事業
　テレビ中継局の整備事業
　デジタル放送対応テレビジョン中継局整備事業
　難視聴地域への情報提供事務
　住宅マスタープラン及び市営住宅ストック総合活用計画見直し策定事業
　民間住宅改善のための情報提供事務
　建築確認完了検査申請の啓発事務
　良好な宅地供給のための適正な指導事務
　市営住宅（新生団地・柏木団地）総合改善事業費 ※市営住宅（柏木団地）大規模改修事業に名称変更

　市営住宅（幌別東団地）建替に伴う除却事業費
　市営住宅（幌別東団地）建替事業費
　市営住宅（幌別東団地）駐車場整備事業費
　市営住宅（幌別東団地）建替事業費（道路）
　市営住宅（幌別東団地）建替に伴う移転助成経費
　公営住宅改善に要する経費（高齢者・障害者施策事業）
　市営住宅等火災警報器設置事業費
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　第３節　道路交通網の整ったまちをつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

1,375 1,305 966 1,531 1,391 1,610 119.13%

　既設市営住宅（柏葉団地）駐車場整備事業
　市営住宅地上デジタル放送対応改善事業費
　市営住宅（登別旭団地）建替事業費
　市営住宅（新生団地）大規模改修事業
　幌別東団地住宅路整備事業
　公営住宅非常用照明改修事業
　市営住宅（柏木団地）総合改善事業
　市営住宅物置建替事業費
　市営住宅幼児遊園遊具改修事業
　市営住宅電波障害防除設備整備事業
　市営住宅屋根外壁改修事業
　市営住宅給水ポンプ改修事業
　市営住宅周辺整備事業
　市営住宅空家対策事業
　市営住宅における民間活力の導入の検討事務

【追加事業】
　地上デジタルテレビ難視聴地区対策事業
　市営住宅（鷲別東団地）用途廃止に伴う経費
　市営住宅（登別団地）除却事業
　市営住宅（千代の台団地）建替事業
　公園便所整備事業
　テレビジョン中継局予備電源設備整備事業
　アナログ中継局放送機器等撤去費
　要緊急安全確認大規模建築物耐震化促進事業
　民間特定既存耐震不適格建築物耐震化促進事業
　木造住宅耐震化促進事業
　市営住宅（登別温泉団地）除却事業
　市営住宅（登別温泉団地）大規模改修事業
　登別市耐震改修促進計画策定事業
　市営住宅除去事業

【未実施事業】
　市営住宅（登別旭団地）建替に伴う移転助成経費（１次）
　市営住宅（登別旭団地）建替に伴う実施設計及び地質調査事業費（１次）

　市営住宅（登別旭団地）建替に伴う除却事業費（１次）
　市営住宅（登別旭団地）駐車場整備事業費（１次）

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　道道上登別室蘭線中央通り改良受託事業

　カルルス路線改良事業
　富岸西路線改良事業
　中央通り改良事業
　カルルス路線外１改良事業
　鷲別３０号線改良事業
　道路台帳整備事務 ※道路台帳整備事業に名称変更
　市道用地確定測量事業
　市道用地買収事業 ※市道用地買収事業（未処理用地）に名称変更
　地籍調査事業（地籍調査管理費）

※地籍調査事業（地籍調査管理経費）に名称変
更

　除雪委託事業
　冬道対策事業
　道路維持補修・市道舗装補修事業
　橋梁維持補修事業
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　東町３４号線改良事業
　市道舗装排水整備事業
　登別温泉中央通り外１改良事業
　新川５０号線外１改良事業
　登別２７号線改良事業
　栄町２６号線改良事業
　地籍調査管理システム更新事業
　橋梁長寿命化計画策定事業
　登別温泉中央通り改良事業
　登別温泉中央通り災害防除事業
　除雪機械更新事業
　地方生活路線維持対策事業費補助金
　地方生活バス路線維持費補助金
　鉱山地域住民タクシー経費

【追加事業】
　蘭法華通り改良事業
　道路照明施設点検事業
　札内路線外整備事業
　橋梁長寿命化事業
　道路標識整備事業費
　法面・土木構造物整備事業
　道路付属施設整備事業

【未実施事業】
　カルルス路線改良事業（２次）
　東札内線改良事業（１次、２次）
　道路台帳図システム導入事業（２次）
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第５章　豊かな個性と人間性を育むまち　

　第１節　生涯にわたって学び続ける社会をつくる
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

108 343 367 334 414 393 120.36%

　第２節　学校・家庭・地域と連携し心豊かな人間性を育む
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

735 681 941 942 3,128 2,516 86.16%

◆第５章登載事務事業件数
　○実施事業１４３件、追加事業４１件、未実施事業１件、統合事業４件、計１８９件

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　市民生涯学習推進講座（家庭教育学級）
　市民生涯学習推進講座（市民マイプラン講座）
　デジタルテレビ購入事業（公民館）
　市民生涯学習推進講座（登別ときめき大学）（※１ 統合事業）
　第５２回北海道社会教育研究大会事業
　婦人研修の家管理事業
　公民館運営管理経費
　教育施設運営管理経費
　登別温泉公民館整備事業
　鷲別公民館整備事業
　生涯学習の推進
　図書館運営管理事業
　移動図書館運行業務委託事業
　図書館暖房設備整備事業
　図書館内部改修工事
　図書館駐車場改修工事
　図書・資料等購入費
　図書館改修工事
　「ほん」との出会い、ふれ愛、語り合い
　図書館ネットワークサービス広域化事業

【追加事業】
　地上デジタル放送アンテナ整備事業（公民館）
　鷲別公民館駐車場整備事業
　図書館システム更新事業
　図書館便所改修事業費
　西いぶり広域図書館システム対応図書館資料整備事業（緊急雇用創出推進事業費）
　図書館分館整備事業
　ライブラリースタート事業（地方創生先行型）

【未実施事業】
　図書館２階書庫の照明器具取替え修繕（２次）

※１ 統合事業
　第２次実施計画登載事務事業の内、市民生涯学習推進講座（登別ときめき大学）に統合された事務事業は次のとおり

　　市民生涯学習推進講座（ときめき大学）
　　市民生涯学習推進講座（婦人短期大学）

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率
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【実施事業】
　学力向上対策事業
　理科教育備品整備事業（小学校）
　理科教育備品整備事業（中学校）
　教育課程の編成・実施・評価事業
　校内研修の充実事業
　指導方法の工夫改善事業
　体験活動等特色ある教育活動の充実事業
　道徳の授業改善事業
　読書活動の推進事業
　不登校・いじめ対策経費
　北海道学校保健研究大会胆振(登別)大会補助金
　スクールカウンセラー活動経費
　心の教室相談員活動経費
　 児童生徒健康診断等経費
　学校給食用食器交換事業
　学校給食センター改修工事
　学校給食用食缶の保温・保冷ケース等購入事業
　 栄養士・栄養教諭との連携事業
　学校医等表彰経費
　指導ボランティアの活用事業
　北海道中学校剣道大会事業補助金
　中学校体育連盟助成金
　外国青年招致事業
　デジタルテレビ購入事業（小学校）
　デジタルテレビ購入事業（中学校）
　特色ある学校づくり推進経費
　スキー授業推進経費
　特別活動推進経費（小学校）
　特別活動推進経費（中学校）
　自然体験学習推進経費
　小中学校情報教育推進事業費
　私立高等学校振興費補助金
　ＰＴＡ連合会助成金
　日本工学院北海道専門学校への広報支援事業
　北海道立登別高等学校閉校記念事業補助金
　道立中等教育学校開校支援事業
　道立中等教育学校支援事業
　登別温泉小学校１００周年及び閉校記念事業
　ＰＴＡ・地域との連携促進事業
　学習ボランティアの活用事業
　開かれた学校づくり推進事業
　児童生徒遠距離通学費補助金
　スクールバス運行事業
　小中学校周辺整備事業 ※小学校周辺整備事業と中学校周辺整備事業に分割

　小中学校暖房設備改修事業
　小中学校屋根・外壁改修事業 ※小学校屋根・外壁改修事業と中学校屋根・外壁改修事業に分割

　教育施設水洗化整備事業
　教育施設解体事業
　教職員住宅整備事業
　小中学校校舎改修事業
　小中学校耐震診断等事業（※１ 統合事業） ※小学校校耐震診断等事業と中学校校耐震診断等事業に分割

　小学校校耐震診断等事業
　中学校校耐震診断等事業
　小中学校耐震改修事業 ※小学校耐震化改修事業と中学校耐震化改修事業に分割

　小学校耐震化改修事業
　中学校耐震化改修事業
　小学校周辺整備事業
　中学校周辺整備事業
　小学校屋根・外壁改修事業
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　第３節　市民の個性ある文化活動と文化を育む
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

100 81 162 118 143 60 63.95%

　中学校屋根・外壁改修事業
　中学校便所洋式化事業
　登別市特殊教育振興協議会交流学習事業補助金 ※登別市特別支援教育振興協議会交流学習事業補助金に名称変更

　特殊教育就学奨励費（小学校） ※特別支援教育就学奨励費（小学校）に名称変更

　特殊教育就学奨励費（中学校） ※特別支援教育就学奨励費（中学校）に名称変更

　特別支援教育推進経費（小学校）
　特別支援教育推進経費（中学校）
　言語障害通級指導教室運営経費
　登別市教育研究会運営事業費補助金
　教育実践研究奨励事業
　少年の主張大会
　「子ども地域交流プラザ」実施事業
　青少年育成指導経費（青少年問題協議会、青少年表彰等） ※青少年育成指導経費に名称変更
　成人祭
　登別市子ども地域交流プラザ事業補助金
　子ども会活動振興助成金
　登別市学校支援地域本部事業
　青少年健全育成講演会
　要保護・準要保護就学援助費（小学校）
　要保護・準要保護就学援助費（中学校）

【追加事業】
　スクールソーシャルワーカー活用事業
　小学校体育館放送設備更新事業費
　確かな学力の育成に係る実践的調査研究経費
　新学習指導要領移行に伴う学校設備等整備事業（小学校）
　新学習指導要領移行に伴う学校設備等整備事業（中学校）
　地上デジタル放送アンテナ整備事業（小学校）
　地上デジタル放送アンテナ整備事業（中学校）
　学校教育図書システム広域化事業
　情報教育システム広域化事業
　学校図書館司書配置事業
　登別東青少年会館解体事業
　学校給食センター耐震診断等事業
　コミュニティスクール活動支援事業
　第61回日本ＰＴＡ連合会北海道ブロック研究大会開催補助金

　鷲別小学校改築事業
　小学校暖房設備改修事業
　中学校暖房設備改修事業

※１ 統合事業
　第２次実施計画登載事務事業の内、小中学校耐震診断等事業に統合された事務事業は次のとおり
　　小中学校耐震化優先度調査事業

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　中学校音楽祭
　登別市文化振興助成金
　市民会館等営繕費
　市民会館街灯整備事業
　市民会館整備事業（※１ 統合事業）
　児童・生徒文化振興助成金
　三市合同文化事業負担金
　郷土資料館運営管理経費

113



　第４節　スポーツを通じて健康で活力ある生活をめざす
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

311 292 153 164 291 937 184.50%

　文化伝承館運営管理経費
　郷土資料館整備事業
　文化財保護経費
　登別温泉文化交流施設整備事業
　のぼりべつ文化交流館運営管理経費
　のぼりべつ文化交流館整備事業
　市民が記憶する歴史収集事業
　知里幸恵フォーラム開催事業補助金
　アイヌ文化講座 ※アイヌ文化講座経費に名称変更
　アイヌ民族文化祭補助金
　アイヌ文化普及啓発事業補助金
　知里真志保生誕１００年記念事業補助金

【追加事業】
　のぼりべつ文化交流館開設経費
　第５２回北海道文化集会開催事業費補助金
　郷土資料館・文化伝承館整備事業
　郷土資料館資料データベース化事業（緊急雇用創出推進事業）

※１ 統合事業
　第２次実施計画登載事務事業の内、市民会館整備事業に統合された事務事業は次のとおり
　　市民会館改修事業

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　青少年会館運営管理経費
　登別市体育協会助成金
　生涯スポーツ振興及びスポーツ関連団体の育成事業
　市民プール運営経費 ※市民プール運営管理経費に名称変更
　市民プールバスパック業務委託事業
　きらり健康ふれあいウォーキング
　登別市スポーツ少年団育成助成金
　児童生徒スポーツ振興助成金
　体育指導委員会経費
　スポーツ推進委員会経費
　三市スポーツ大会事業経費
　６市町スポーツ交流会事業費
　陸上競技場整備事業
　体育施設維持管理経費
　岡志別の森運動公園運営管理経費
　（仮称）若山浄化センターパークゴルフ（ハーフ）整備事業

　総合体育館駐車場整備事業
　市営プール解体事業
　青少年会館改修事業
　登山道維持管理経費
　富岸青少年会館整備事業
　総合体育館整備事業
　市民プール整備事業
　学校開放事業

【追加事業】
　市民プールランニングマシーン等更新事業
　第５３回北海道体育指導委員研究協議会事業
　青少年会館整備事業
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　鷲別青少年会館解体事業
　川上公園野球場施設整備事業
　スポーツを活用した地域コミュニティ再生事業（緊急雇用創出推進事業）

　登別こいのぼりマラソン開催補助金
　子ども健康・体力改善事業（地方創生先行型）
　若山浄化センターパークゴルフ場維持管理経費
　岡志別の森運動公園施設整備事業
　総合体育館維持管理経費
　財団法人登別市文化・スポーツ振興財団事業補助金
　財団法人登別市文化・スポーツ振興財団運営補助金
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第６章　担いあうまちづくり　

　第１節　協働のまちづくりの推進
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

476 617 797 733 846 878 105.14%

　第２節　交流によるまちづくりの推進
単位：百万円

計画額 実績額 計画額 実績額 計画額 実績額

30 22 28 19 40 115 159.18%

◆第６章登載事務事業件数
　○実施事業　４４件、追加事業１６件、統合事業５件、他事業に包括して実施した事業１件　計６６件

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率

【実施事業】
　市民自治推進委員会経費
　いきいき推進事業補助金
　市民活動センター整備事業
　市民活動センター開設準備経費
　登別市連合町内会助成事業
　町内会運営費助成事業
　コミュニティ助成事業補助金
　登別市民憲章推進協議会助成金
　登別温泉ふれあいセンター運営管理経費
　のぼりべつ・クリーン＆フレッシュ事業
　市民憲章制定４０周年記念事業補助金
　公式ホームページリニューアル（ＣＭＳ導入）事業
　地域情報化推進事業
　北海道電子自治体共同システム運用事業
　電子計算機運用処理業務の民間委託
　戸籍電算化システム導入事業
　共同電算調査研究事業
　ネットワークセキュリティ強化事業
　西いぶり広域連合共同電算化事業負担金
　情報セキュリティ強化事業
　広報等経費
　市民ニーズアンケート調査事業
　旬感！のぼりべつかわらばん

【追加事業】
　道南ブロック町内会活動研究大会助成金
　庁内ネットワーク機器更新事業
　登別市情報発信・魅力発信強化事業（緊急雇用創出推進事業）

　市制施行４５周年記念事業

【他事業に包括して実施した事業】※１
　電子計算機のアウトソーシング事業

※１ 他包括事業
　電子計算機のアウトソーシング事業は、西いぶり広域連合での共同電算事業で実施

第１次実施計画 第２次実施計画 第３次実施計画
財源投下率
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【実施事業】
　登別・白石姉妹都市交流推進協議会助成金
　姉妹都市スポーツ交流事業助成金
　姉妹都市伝統文化交流事業「こけし絵づけ教室」
　姉妹都市小中学校交流事業
　姉妹都市小中学校交流事業補助金
　室蘭地方総合開発期成会負担金
　登別・白石・海老名友好交流事業
　姉妹都市等都市間交流協会補助金
　東京登別げんきかい交流事業
　登別市ふるさと大使事業
　札幌のぼりべつ会交流事業
　自治体職員協力交流事業
　国際交流推進事業
　友好交流促進都市推進事業
　市民のホスピタリティの醸成
　北海道洞爺湖サミット関係経費
　登別市・広州市友好都市協定提携事業
　中学生海外派遣事業
　登別市デンマーク友好都市中学生派遣交流事業
　移住促進事業
　移住に関する情報提供事務

【追加事業】
　西胆振地域定住自立圏形成方策調査事業負担金
　姉妹都市交流推進協議会補助金（※１ 統合事業）
　登別・白石姉妹都市提携３０周年記念事業
　友好都市等交流促進事業（緊急雇用創出推進事業）
　四五都市連絡協議会少年スポーツ交流事業費
　登別・白石・海老名姉妹都市提携事業
　友好都市等観光客誘客促進事業
　きて・みて・体感のぼりべつ移住促進事業
　戦没者追悼式関係経費
　登別市名誉市民及び功労者表彰・市表彰事業
　市バス運行業務委託事業
　ふるさとまちづくり記念品購入費

※１ 統合事業

　　姉妹都市小中学校交流事業
　　姉妹都市小中学校交流事業補助金

　第２次実施計画登載事務事業の内、姉妹都市交流推進協議会補助金に統合された事務事業は次のとおり
　　物産展参加補助金
　　登別・白石姉妹都市交流推進協議会助成金
　　姉妹都市スポーツ交流事業助成金
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