
（H24.2.22現在）
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政
策

施策名称
施
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施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

間宮海峡発見200年記念事業 観光交流課

稚内空港開港50周年記念事業 港湾課

稚内市体育協会創立50周年記念事業費
補助事業

社会教育課

南中ソーラン祭開催事業費補助事業 社会教育課

メモリアル事業事務費 観光交流課

林蔵ウォークiｎわっかない 観光交流課

稚内みなと南極まつり50回記念開催費補
助事業

観光交流課

ＮＨＫのど自慢開催事業 観光交流課

日ロ友好会館落成30周年記念事業 サハリン課

南極探検100周年記念事業費補助事業 地域振興課

列島横断の旅 観光交流課

ＮＨＫ公開番組開催 観光交流課

最北端・食マルシェ 観光交流課

日本最北端の地の碑建立50周年記念式
典

観光交流課

スポーツ都市宣言30周年記念事業費補
助事業

社会教育課

2 地域魅力向上事業 地域振興課 定住・移住促進事業 地域振興課

都市間交流推進事業 地域振興課

【再掲】青少年交流体験事業 社会教育課

【再掲】市民スポーツ活動促進事業 社会教育課

【再掲】職員研修事業 秘書人事課

【再掲】物産振興対策事業 水産商工課

環境基本計画推進事業 地域振興課

地球温暖化対策実行計画策定事業 地域振興課

新・省エネルギー推進事業（セミナー開
催）

地域振興課

北海道都市問題会議開催事業 地域振興課

環境教育事業 地域振興課

食育推進計画事業 教育総務課

【再掲】学校給食供給事業 学校給食課

【再掲】学校給食センター管理運営事業 学校給食課

栄典関係事務 総務課

名誉市民年金支給事務 総務課

市政功労者等表彰事業 総務課

情報公開・個人情報保護事務 総務課

文書管理事務　　（予算は総務一般事務
費のうち一部）

総務課

広報紙発行事務 地域振興課

ＦＭわっかない放送事務 地域振興課

ＴＶ広報市民ニュース放映事務 地域振興課

市民ニュースＨＰ動画配信事務 地域振興課

市内新聞社行事掲載広告事務 地域振興課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

0 地域経営
（自治）

1 持続可能な
地域社会づ
くり

1 まちに にぎわい
を取り戻します

1 メモリアル事業 観光交流課

3 都市間交流推進事業 地域振興課

2 人と自然が共生
した環境社会の
実現を目指しま
す

4 環境基本計画推進事業 地域振興課

5 環境保全啓発事業 地域振興課

3 「食」のあり方を
見つめ直します

6 食育推進事業 教育総務課

2 パートナー
シップによ
るまちづくり

1 市民の声を活か
し開かれた市政
を推進します

7 市民顕彰事業 総務課

8 文書管理事業 総務課

9 広報活動事業 地域振興課
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10 ホームページ運営事業 IT推進課 ホームページ管理運営事業 IT推進課

市長とふるさとトーク開催事業 市民生活課

市民施設見学会事業 市民生活課

市民の声専用ＦＡＸ事業
(市民活動一般事務費に含む)

市民生活課

まちづくり出前講座事業 地域振興課

ふれあいトーク開催事業 政策経営室

コミュニティ助成事業 地域振興課

まちづくり委員会支援事業 地域振興課

13
地域活動拠点整備推進事
業

地域振興課 地域活動拠点施設管理運営事業 地域振興課

地域集会所等改修事業 市民生活課

町内会活動支援事業 市民生活課

生涯学習運営事業 地域振興課

生涯学習アドバイザー事業 社会教育課

生涯学習フェスティバル開催事業 社会教育課

氷雪の門・九人の乙女の碑平和祈念祭
補助事業

総務課

稚内市戦没者追悼式開催事業 社会福祉課

稚内市平和祈念の灯事業 社会教育課

【再掲】平和ﾏﾗｿﾝ・平和駅伝開催事業 社会教育課

17 人権擁護推進事業 市民生活課 人権擁護推進事業 市民生活課

18 法律相談事業 市民生活課 無料法律相談事業 市民生活課

19 男女共同参画推進事業 社会教育課 男女共同参画事業 社会教育課

広域行政推進事業 政策経営室

地方分権対応事業 政策経営室

地域再編事業 政策経営室

総合計画策定事業 政策経営室

行政評価事業 政策経営室

経営システム構築事業 政策経営室

事務改善推進事業 政策経営室

行財政改革推進事業 政策経営室

稚内市統計協議会運営費補助事業 総務課

統計調査事業 総務課

国勢調査事業 総務課

全国市長会総合賠償補償保険事務 総務課

訴訟・賠償関係事務 総務課

法規一般事務費 総務課

例規データベース更新事業 総務課

25 人事管理事業 秘書人事課 人事給与管理事務 秘書人事課

26 人材育成事業 秘書人事課 職員研修事業 秘書人事課

27 福利厚生事業 秘書人事課 職員健康診断事務 秘書人事課

0 地域経営
（自治）

2 パートナー
シップによ
るまちづくり

1 市民の声を活か
し開かれた市政
を推進します

4 人権を尊重し、
みんなで参画で
きる平和な社会
を構築します

2 経営的視点に
立った行財政運
営を行います

11 広聴活動事業 市民生活課

2 コミュニティ活動
を促進します

12 地域活動団体支援事業 地域振興課

14 町内会活動等支援事業 市民生活課

3 生涯にわたる学
びを支援します

15 生涯学習推進事業 地域振興課

16 平和祈念事業 総務課

3 健全で適正
な自治体経
営

1 広域行政の適切
な活用を図りま
す

20 地方分権推進事業 政策経営室

21 経営改革推進事業 政策経営室

22 統計事業 総務課

23 リスクマネジメント事業 総務課

24 例規・法規管理事業 総務課
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27 福利厚生事業 秘書人事課 福利厚生会交付金 秘書人事課

市民税賦課事務 課税課

資産税賦課事務 課税課

行政情報化事業 IT推進課

情報セキュリティ対策事業 IT推進課

総合行政ネットワーク管理運営事業 IT推進課

30 情報システム運営事業 IT推進課 情報システム管理運営事業 IT推進課

31 電子自治体推進事業 IT推進課 電子自治体プラットホーム事業 IT推進課

税徴収事務 収納課

税外徴収事務費 収納課

窓口業務事務 総合窓口課

住民基本台帳事務 総合窓口課

戸籍事務 総合窓口課

外国人登録事務 総合窓口課

一般旅券発給事務 総合窓口課

1 命を大切にする
心をはぐくみます 34 学校給食提供事業 学校給食課 学校給食供給事業 学校給食課

子育て推進事業 社会教育課

稚内市子ども安全育成センター運営事業 社会教育課

学校支援地域本部事業 社会教育課

愛の鐘維持管理事業 社会教育課

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事
業

社会教育課

稚内市子ども会育成事業 社会教育課

稚内市子ども会育成連絡協議会運営費
補助事業

社会教育課

子ども会育成奨励事業費補助事業 社会教育課

稚内市幼児教育研究協議会運営費補助
事業

こども課

私立幼稚園運営費補助事業 こども課

私立幼稚園就園奨励費補助事業 こども課

幼稚園入園費助成事業 こども課

38 特別支援教育推進事業 学校教育課
稚内市特別支援教育推進委員会運営事
業

学校教育課

39 教育研究所運営事業 学校教育課 教育研究所運営事業 学校教育課

教育相談・不登校対策事業 学校教育課

心の教室相談員派遣事業 学校教育課

学生ボランティア派遣事業 学校教育課

スクールソーシャルワーカー活用事業 学校教育課

児童生徒健診事業 学校教育課

教職員健診事業 学校教育課

就学援助事業（小） 学校教育課

就学援助事業（中） 学校教育課

43 遠距離通学支援事業 学校教育課 遠距離通学費補助事業（小） 学校教育課

0 地域経営
（自治）

3 健全で適正
な自治体経
営

2 経営的視点に
立った行財政運
営を行います

28 市税賦課事務事業 課税課

29 庁内行政情報化事業 IT推進課

32 収納促進事業 収納課

33 総合窓口化推進事業 総合窓口課

1 教育・文化 1 地域・家庭
における教
育力の向上 2 安全で安心な子

育て環境をつくり
ます

3 就学前児童の教
育の充実を図り
ます

35 子育て推進事業 社会教育課

36 子ども会活動推進事業 社会教育課

37 幼稚園教育推進事業 こども課

2 時代に即し
た学校教育
の推進

1 生きる力をはぐく
む教育を充実し
ます

40
教育相談・不登校等対策
事業

学校教育課

41 学校保健事業 学校教育課

2 確かな学力の定
着を図ります

42 就学援助事業 学校教育課
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43 遠距離通学支援事業 学校教育課 遠距離通学費補助事業（中） 学校教育課

小学校教育振興事業 学校教育課

中学校教育振興事業 学校教育課

産業教育振興事業 学校教育課

教科用図書整備事業（小） 学校教育課

教科用図書整備事業（中） 学校教育課

科学文化鑑賞等事業（小） 学校教育課

科学文化鑑賞等事業（中） 学校教育課

学力向上対策事業 学校教育課

市費負担教員採用事業 学校教育課

小学校各種大会出場補助事業 学校教育課

稚内市中学校体育大会補助事業 学校教育課

中学校各種大会出場補助事業 学校教育課

夢広がる学校づくり推進事業（小） 学校教育課

夢広がる学校づくり推進事業（中） 学校教育課

47 外国語教育強化事業 学校教育課 外国語指導助手派遣事業 学校教育課

小学校運営事業 学校教育課

中学校運営事業 学校教育課

学校評議員設置事業 学校教育課

スクールバス管理運営事業（小） 学校教育課

スクールバス管理運営事業（中） 学校教育課

スクールバス整備事業（小） 学校教育課

スクールバス整備事業（中） 学校教育課

小学校維持管理事業 学校教育課

学校プール管理事業 学校教育課

学校プール整備事業 学校教育課

中学校維持管理事業 学校教育課

教員住宅維持管理事業（小） 学校教育課

教員住宅整備事業（小） 学校教育課

教員住宅維持管理事業（中） 学校教育課

教員住宅整備事業（中） 学校教育課

稚内東中学校整備事業 学校教育課

富磯小学校整備事業 学校教育課

小学校整備事業 学校教育課

中学校整備事業 学校教育課

53
小中一貫教育実践研究事
業

学校教育課 小中一貫教育実践研究事業 学校教育課

54
学校給食センター運営事
業

学校給食課 学校給食センター管理運営事業 学校給食課

稚内北星学園大学修学支援事業 教育総務課

稚内市大学育英金支給事業 教育総務課

1 教育・文化 2 時代に即し
た学校教育
の推進

2 確かな学力の定
着を図ります

44 学校教育振興事業 学校教育課

45
小中学校各種大会等補助
事業

学校教育課

46
夢広がる学校づくり推進事
業

学校教育課

3 社会の変化に対
応した教育環境
を整備します

48 学校運営事業 学校教育課

49 スクールバス運行事業 学校教育課

50 学校施設維持管理事業 学校教育課

51 教員住宅管理整備事業 学校教育課

52 学校建設事業 学校教育課

4 高校・大学教育
の振興を図りま
す 55 大学教育振興事業 教育総務課
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55 大学教育振興事業 教育総務課 稚内北星学園大学整備支援事業 教育総務課

56 私立高等学校振興事業 教育総務課 稚内大谷高等学校振興費補助事業 教育総務課

57 奨学金等貸付事業 教育総務課 稚内市奨学金貸付事業 教育総務課

社会教育委員の会運営事業 社会教育課

社会教育中期計画策定事業 社会教育課

社会教育推進事業 社会教育課

市民講座開催事業 社会教育課

成人式典開催事業 社会教育課

高齢者大学開催事業 社会教育課

社会教育センター管理運営事業 社会教育課

コミュニティセンター管理運営事業 社会教育課

青少年会館管理運営事業 社会教育課

青少年交流体験事業 社会教育課

青少年国際交流事業費補助事業 社会教育課

移動図書館運行事業 図書館

ブックスタート事業 図書館

図書資料整備事業 図書館

図書館活動事業 図書館

図書館維持管理事業 図書館

移動図書館車整備事業 図書館

少年自然の家維持管理事業 社会教育課

少年自然の家主催事業 社会教育課

少年自然の家宿泊研修事業 社会教育課

わっかない育みの里維持管理事業 社会教育課

自然体験施設管理運営事業 社会教育課

南小の森植林造成費補助事業 学校教育課

青少年科学館主催事業 科学振興課

青少年科学館管理運営事業 科学振興課

水族館水族飼育事業 科学振興課

水族館施設維持管理事業 科学振興課

青少年科学館整備事業 科学振興課

稚内市文化事業振興協議会事業費補助
事業

社会教育課

稚内市文化協会運営費補助事業 社会教育課

文化事業推進補助事業 社会教育課

郷土芸能普及促進事業 社会教育課

総合文化センター維持管理事業 社会教育課

総合文化センター整備事業 社会教育課

平和マラソン・平和駅伝開催事業 社会教育課

スポーツ振興審議会事務 社会教育課

1 教育・文化 2 時代に即し
た学校教育
の推進

4 高校・大学教育
の振興を図りま
す

3 活気あふれ
る学びの場
づくり

1 学ぶ心の育成を
推進します

58 社会教育推進事業 社会教育課

59 社会教育活動支援事業 社会教育課

60 青少年交流事業 社会教育課

61 図書館サービス提供事業 図書館

62 自然体験学習推進事業 社会教育課

63 自然科学学習支援事業 科学振興課

2 芸術・文化活動
を普及・推進しま
す

64 芸術・文化活動支援事業 社会教育課

65
芸術・文化活動拠点整備
活用事業

社会教育課

3 生涯スポーツを
推進します

66 スポーツ活動推進事業 社会教育課



（H24.2.22現在）
分
野

施策名称
政
策

施策名称
施
策

施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

健康体力づくり推進事業 社会教育課

体育指導委員活動事業 社会教育課

スポーツ大会補助事業 社会教育課

学校開放事業 社会教育課

市民スポーツ活動促進事業 社会教育課

総合体育館維持管理事業 社会教育課

体育館維持管理事業 社会教育課

緑体育館維持管理事業 社会教育課

庭球場維持管理事業 社会教育課

水泳プール維持管理事業 社会教育課

スキー場維持管理事業 社会教育課

パークゴルフ場維持管理事業 社会教育課

スポーツセンター維持管理事業 社会教育課

球場・球技場維持管理事業 社会教育課

スケートリンク維持管理事業 社会教育課

海水浴場維持管理事業 社会教育課

総合体育館整備事業 社会教育課

体育館整備事業 社会教育課

緑体育館整備事業 社会教育課

パークゴルフ場整備事業 社会教育課

スポーツセンター整備事業 社会教育課

球場・球技場整備事業 社会教育課

スキー場整備事業 社会教育課

温水プール管理運営事業 社会教育課

温水プール整備事業 社会教育課

68 文化財保護事業 教育総務課 文化財保護事業 教育総務課

69
郷土歴史資料展示活用事
業

教育総務課 北方記念館管理運営事業 教育総務課

70 開業医誘致推進事業 保健課 開業医誘致推進事業 保健課

71
市立稚内病院医療従事者
確保事業

市立稚内病院 市立稚内病院医療従事者確保事業 市立稚内病院

72
市立稚内病院施設整備事
業

市立稚内病院 市立稚内病院施設整備事業 市立稚内病院

73
市立稚内病院医療機器整
備事業

市立稚内病院 市立稚内病院医療機器整備事業 市立稚内病院

74
市立稚内病院経営健全化
事業

市立稚内病院 市立稚内病院経営健全化事業 市立稚内病院

生活習慣病予防健康診査事業 保健課

骨粗鬆症検診事業 保健課

肝炎ウイルス検診事業 保健課

がん検診事業 保健課

健康づくり地区組織支援事業 保健課

健康手帳交付事業 保健課

健康教育事業 保健課

1 教育・文化 3 活気あふれ
る学びの場
づくり

3 生涯スポーツを
推進します

66 スポーツ活動推進事業 社会教育課

67
スポーツ施設整備活用事
業

社会教育課

4 歴史の継承と文
化財の保護・保
存を推進します

2 保健・医療・
福祉

1 健康づくり
の推進と医
療の充実

1 医療体制の充実
を図ります

2 心とからだの健
康づくりをサポー
トします

75 健診推進事業 保健課

76 健康増進普及推進事業 保健課
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健康相談支援事業 保健課

歯の健康推進事業 保健課

精神保健関係団体負担金事業 保健課

健康管理システム整備事業 保健課

こころの健康づくり推進事業 保健課

健康づくり地域連携ネットワークづくり事
業

保健課

健康増進センター管理運営事業 社会福祉課

予防接種対策事業 保健課

エキノコックス症対策事業 保健課

肺炎球菌予防接種対策事業 保健課

感染症予防普及啓発事業 保健課

新型インフルエンザワクチン接種費用助
成事業

保健課

子宮頸がん予防ワクチン接種事業 保健課

妊婦健康支援事業 保健課

特定不妊治療費助成事業 保健課

思春期教育事業 保健課

乳幼児健診・相談事業 保健課

親子健康教育事業 保健課

乳幼児歯科健診事業 保健課

【再掲】予防接種対策事業 保健課

80 早期療育支援事業 保健課 早期療育通園センター管理運営事業 保健課

次世代育成支援対策地域行動計画評価
事業

こども課

ファミリーサポートセンター事業 こども課

つどいの広場事業 こども課

児童手当支給事業 こども課

保育所保護者負担助成事業 こども課

やすらぎの会運営費補助事業 こども課

地域子育て支援事業 こども課

子ども手当支給事業 こども課

乳幼児等医療費助成事業 総合窓口課

在宅育児支援事業 こども課

市立保育所管理運営事業 こども課

へき地保育所管理運営事業 こども課

病児・病後児保育事業 こども課

ショートステイ事業 こども課

トワイライト事業 こども課

富岡児童センター運営事業 こども課

港ふれあいセンター管理運営事業 こども課

中央児童館管理運営事業 こども課

2 保健・医療・
福祉

1 健康づくり
の推進と医
療の充実

2 心とからだの健
康づくりをサポー
トします

2 子どもたち
が健やかに
生まれ育つ
環境づくり

1 妊娠・出産期の
支援の充実を図
ります

76 健康増進普及推進事業 保健課

77 感染症予防対策事業 保健課

78 親準備事業 保健課

2 子どもたちの健
全な成長を支援
します

79 親子健康支援事業 保健課

3 総合的な子育て
支援体制の整備
を促進します

81 子育て支援推進事業 こども課

82 保育サービス提供事業 こども課

83 放課後健全育成事業 こども課
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富士見児童会館管理運営事業 こども課

学童保育所管理運営事業 こども課

児童館運営事業 こども課

南地区プレーパーク運営事業 こども課

東児童館運営事業 こども課

放課後子ども教室推進事業 こども課

84 私立保育所運営支援事業 こども課 私立保育所運営費負担事業 こども課

家庭児童相談・母子家庭自立支援事業 こども課

児童扶養手当支給事業 こども課

ひとり親家庭等医療費助成事業 総合窓口課

民生児童委員活動支援事業 社会福祉課

地域福祉計画策定事業 社会福祉課

稚内市社会福祉協議会運営費補助事業 社会福祉課

稚内市遺族会運営費補助事業 社会福祉課

稚内市社会を明るくする運動実施委員会
運営費補助事業

社会福祉課

声問ノーマライゼーション推進委員会運
営費補助事業

社会福祉課

精神障害者回復クラブ運営費補助事業 保健課

稚内市あすなろ会運営費補助事業 社会教育課

総合福祉センター管理運営事業 社会福祉課

総合福祉センター整備事業 社会福祉課

敬老祝品及び敬老祝金支給事業 介護高齢課

高齢者社会参加活動事業 介護高齢課

高齢者入浴支援事業 介護高齢課

稚内市老人クラブ連合会運営費補助事
業

介護高齢課

稚内市老人クラブ交付金 介護高齢課

長寿ふれあい交流事業費補助事業 介護高齢課

老人福祉センター管理運営事業 介護高齢課

高齢者居宅介護等事業 介護高齢課

高齢者デイサービス事業 介護高齢課

外出支援事業 介護高齢課

緊急通報装置給付運営事業 介護高齢課

簡易型緊急通報装置給付運営事業 介護高齢課

訪問理美容サービス事業 介護高齢課

訪問歯科診査事業 介護高齢課

重度要介護者居宅サービス利用支援事
業

介護高齢課

愛のふれあい訪問活動事業 介護高齢課

高齢者白内障装具等扶助事業 介護高齢課

在宅介護支援センター管理運営事業 介護高齢課

訪問介護利用者対策事業 介護高齢課

2 保健・医療・
福祉

2 子どもたち
が健やかに
生まれ育つ
環境づくり

3 総合的な子育て
支援体制の整備
を促進します

83 放課後健全育成事業 こども課

85 母子家庭等自立支援事業 こども課

3 支え合いだ
れもが安心
して暮らせ
るまちづくり

1 地域の助け合い
による福祉を推
進します 86

民生児童委員活動支援事
業

社会福祉課

87 福祉団体支援事業 社会福祉課

88 福祉活動拠点整備事業 社会福祉課

2 高齢者福祉を推
進します

89
高齢者社会参加・生きがい
づくり事業

介護高齢課

90 高齢者在宅介護支援事業 介護高齢課
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家族介護用品支給事業 介護高齢課

家族介護慰労事業 介護高齢課

家族介護教室開催事業 介護高齢課

高齢者配食サービス事業 介護高齢課

命のバトン事業 介護高齢課

独居高齢者防火査察 介護高齢課

老人福祉施設整備事業費補助事業 介護高齢課

①介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助事
業、②地域介護・福祉空間整備等事業費補助事
業

介護高齢課

介護サービス利用者負担軽減事業費補
助事業

介護高齢課

91 高齢者福祉措置事業 介護高齢課 養護老人ホーム措置事業 介護高齢課

総合相談支援事業
地域包括支援
センター

地域ケア支援事業
地域包括支援
センター

権利擁護事業
地域包括支援
センター

地域包括支援センター運営事業
地域包括支援
センター

介護予防マネジメント事業
地域包括支援
センター

成年後見制度利用支援事業
地域包括支援
センター

認知症サポーター等養成事業
地域包括支援
センター

二次予防高齢者把握事業
地域包括支援
センター

二次予防高齢者介護予防事業 保健課

介護予防普及啓発事業 保健課

地域参加お誘い運動推進事業 保健課

地域介護予防活動支援事業
地域包括支援
センター

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 介護高齢課

介護認定審査会事務
地域包括支援
センター

介護認定調査事務
地域包括支援
センター

96 介護予防支援事業
地域包括支援
センター

介護予防支援事業
地域包括支援
センター

障害者補装具給付事業 社会福祉課

障害者自立支援給付等事業 社会福祉課

障害者介護給付等事業 社会福祉課

障害者日常生活用具給付等事業 社会福祉課

障害者相談支援事業 社会福祉課

障害者コミュニケーション支援事業 社会福祉課

障害者移動支援事業 社会福祉課

障害者地域活動支援事業 社会福祉課

障害者更生訓練費給付事業 社会福祉課

障害者日中一時支援事業 社会福祉課

障害者生活サポート事業 社会福祉課

障害者配食サービス事業 社会福祉課

障害者社会参加促進事業 社会福祉課

2 保健・医療・
福祉

3 支え合いだ
れもが安心
して暮らせ
るまちづくり

2 高齢者福祉を推
進します

90 高齢者在宅介護支援事業 介護高齢課

92 高齢者包括的支援事業
地域包括支援
センター

93 特定高齢者介護予防事業
地域包括支援
センター

94
一般高齢者介護予防等事
業

保健課

95 介護認定事業
地域包括支援
センター

3 障がいがあって
も地域の中で自
立できるよう支
援します 97

障害者自立支援給付等事
業

社会福祉課

98 障害者地域生活支援事業 社会福祉課
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身体障害者用自動車改造費支援事業 社会福祉課

障害者自動車運転免許取得支援事業 社会福祉課

身体障害者福祉タクシー助成事業 社会福祉課

障害者施設通所支援事業 社会福祉課

障害者一時帰省奨励事業 社会福祉課

障害者計画策定事業 社会福祉課

地域生活支援事業 社会福祉課

社会福祉施設整備借入金償還補助事業 社会福祉課

障害者就労基盤整備事業 社会福祉課

障害者用住宅確保整備事業 社会福祉課

障害者福祉施設整備事業費補助事業 社会福祉課

徴税事務 総合窓口課

運営協議会事務 総合窓口課

趣旨普及事業 総合窓口課

特定健康診査等事業 総合窓口課

疾病予防事業 総合窓口課

一般療養給付費支給事業 総合窓口課

退職療養給付費支給事業 総合窓口課

一般療養費支給事業 総合窓口課

退職療養費支給事業 総合窓口課

一般高額療養費支給事業 総合窓口課

退職高額療養費支給事業 総合窓口課

一般高額介護合算療養費支給事業 総合窓口課

退職高額介護合算療養費支給事業 総合窓口課

一般移送費支給事業 総合窓口課

退職移送費支給事業 総合窓口課

出産育児費支給事業 総合窓口課

葬祭費支給事業 総合窓口課

診療報酬明細書審査支払事業 総合窓口課

一般管理事務 総合窓口課

後期高齢者支援金事務 総合窓口課

後期高齢者関係事務費拠出金事務 総合窓口課

前期高齢者納付金事務 総合窓口課

前期高齢者関係事務費拠出金事務 総合窓口課

老人保健医療費拠出金事務 総合窓口課

老人保健事務費拠出金事務 総合窓口課

介護納付金事務 総合窓口課

共同事業拠出金事務 総合窓口課

保険財政共同安定化事業拠出金事務 総合窓口課

退職者医療拠出金事務 総合窓口課

2 保健・医療・
福祉

3 支え合いだ
れもが安心
して暮らせ
るまちづくり

3 障がいがあって
も地域の中で自
立できるよう支
援します

98 障害者地域生活支援事業 社会福祉課

99 社会福祉施設等整備事業 社会福祉課

4 暮らしを支える
諸制度を適正に
運用します

100 国民健康保険運営事業 総合窓口課



（H24.2.22現在）
分
野

施策名称
政
策

施策名称
施
策

施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

一般保険税還付金事務 総合窓口課

退職保険税還付金事務 総合窓口課

償還金事務 総合窓口課

一般保険税加算金事務 総合窓口課

退職保険税加算金事務 総合窓口課

介護保険運営協議会事務 介護高齢課

介護保険料等賦課徴収事務 介護高齢課

介護給付適正化事業 介護高齢課

高額介護ｻｰﾋﾞｽ費等貸付事業 介護高齢課

介護保険一般事務費 介護高齢課

国庫支出金等過年度分返還事務 介護高齢課

保険料還付事務 介護高齢課

保険料還付加算金支出事務 介護高齢課

居宅介護サービス給付事業 介護高齢課

特例居宅介護サービス給付事業 介護高齢課

地域密着型介護サービス給付事業 介護高齢課

特例地域密着型介護サービス給付事業 介護高齢課

施設介護サービス給付事業 介護高齢課

特例施設介護サービス給付事業 介護高齢課

居宅介護福祉用具購入費給付事業 介護高齢課

居宅介護住宅改修費給付事業 介護高齢課

居宅介護サービス計画給付事業 介護高齢課

特例居宅介護サービス計画給付事業 介護高齢課

介護予防サービス給付事業 介護高齢課

特例介護予防サービス給付事業 介護高齢課

地域密着型介護予防サービス給付事業 介護高齢課

特例地域密着型介護予防サービス給付
事業

介護高齢課

介護予防福祉用具購入費給付事業 介護高齢課

介護予防住宅改修費給付事業 介護高齢課

介護予防サービス計画給付事業 介護高齢課

特例介護予防サービス計画給付事業 介護高齢課

審査支払事務 介護高齢課

高額介護サービス費給付事業 介護高齢課

高額医療合算介護サービス費給付事業 介護高齢課

高額介護予防サービス費給付事業 介護高齢課

高額医療合算介護予防サービス費給付
事業

介護高齢課

特定入所者介護サービス費給付事業 介護高齢課

特例特定入所者介護サービス費給付事
業

介護高齢課

特定入所者介護予防サービス費給付事
業

介護高齢課

特例特定入所者介護予防サービス費給
付事業

介護高齢課

102 高齢者医療制度運営事業 総合窓口課 徴収事務 総合窓口課

2 保健・医療・
福祉

3 支え合いだ
れもが安心
して暮らせ
るまちづくり

4 暮らしを支える
諸制度を適正に
運用します

100 国民健康保険運営事業 総合窓口課

101 介護保険運営事業 介護高齢課



（H24.2.22現在）
分
野

施策名称
政
策

施策名称
施
策

施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

後期高齢者医療広域連合納付金事務 総合窓口課

後期高齢者医療事業 総合窓口課

老人医療特別対策事業 総合窓口課

一般管理事務 総合窓口課

保険料還付事務 総合窓口課

保険料還付加算金支出事務 総合窓口課

国民健康保険事業特別会計繰出事業 総合窓口課

医療給付事業 総合窓口課

医療費支給事業 総合窓口課

審査支払事業 総合窓口課

償還金 総合窓口課

福祉灯油支給事業 社会福祉課

在日外国人高齢者及び重度心身障害者
福祉給付金支援事業

社会福祉課

重度心身障害者医療費助成事業 総合窓口課

災害見舞金支給事業 社会福祉課

特別障害者手当等給付事業 社会福祉課

難病患者等居宅生活支援事業 保健課

特定疾患患者援護事業 保健課

生活保護一般事務費 社会福祉課

生活保護扶助事業 社会福祉課

サハリン一時帰国者受入事業 社会福祉課

中国残留邦人等帰国者支援事業 社会福祉課

行旅病人及び行旅死亡人取扱事務 社会福祉課

消費生活安定事業 市民生活課

物価・量目調査事業 市民生活課

2 交通安全対策を
推進します 106 交通安全対策推進事業 市民生活課 交通安全対策事業 市民生活課

防犯活動推進事業 市民生活課

【再掲】稚内市子ども安全育成センター運
営事業

社会教育課

【再掲】学校支援地域本部事業 社会教育課

108 消防広域化推進事業 消防総務課 消防広域化推進事業 消防総務課

新任消防長研修事業 消防総務課

消防団員研修事業 消防総務課

各種免許取得事業 消防総務課

消防学校研修事業 消防総務課

消防大学研修事業 消防総務課

新任職員研修事業 消防総務課

消防車輌整備事業 消防総務課

消防車輌定期点検整備事業 消防総務課

消防車輌更新整備事業 消防総務課

111 消防施設整備事業 消防総務課 消防団詰所改修事業 消防総務課

2 保健・医療・
福祉

3 支え合いだ
れもが安心
して暮らせ
るまちづくり

4 暮らしを支える
諸制度を適正に
運用します

102 高齢者医療制度運営事業 総合窓口課

103 生活安定支援事業 社会福祉課

104 生活援護事務 社会福祉課

3 環境・生活 1 安心して暮
らせるまち
づくり

1 消費生活の向上
を図ります

105 消費生活安定事業 市民生活課

3 防犯対策を推進
します

107 防犯活動推進事業 市民生活課

4 消防・救急体制
の充実を図りま
す

109 消防職員研修事業 消防総務課

110 消防車輌整備事業 消防総務課



（H24.2.22現在）
分
野

施策名称
政
策

施策名称
施
策

施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

消防水利整備事業 消防総務課

消防水利施設備品購入事業 消防総務課

消防庁舎整備事業 消防総務課

通信施設整備事業 消防総務課

消防機材の整備・更新事業 消防総務課

安全装備品整備事業 消防総務課

職員研修事業 消防総務課

火災予防啓蒙事業 消防総務課

予防査察事業 消防総務課

火災調査・統計事業 消防総務課

住宅防火事業 消防総務課

救命士養成事業 消防総務課

救命士研修事業 消防総務課

応急処置用備品整備事業 消防総務課

高規格救急自動車更新整備事業 消防総務課

潜水士養成･資機材整備事業 消防総務課

除雪対策管理事業 土木課

除雪機械等整備事業 土木課

環境保全対策事業 衛生課

不法投棄防止対策事業 衛生課

海岸漂着物地域対策推進事業 港湾課

117 公害防止対策事業 衛生課 公害防止対策事業 衛生課

蜂の巣・そ族・衛生害虫駆除事業 衛生課

畜犬登録事業 衛生課

野犬掃討事業 衛生課

火葬場管理運営事業 衛生課

墓地管理運営事業 衛生課

火葬場整備事業 衛生課

墓地整備事業 衛生課

公衆浴場確保対策事業費補助事業 衛生課

し尿処理事業 衛生課

浄化槽汚泥処理事業 衛生課

合併処理浄化槽整備事業 下水道課

新・省エネルギー推進事業 地域振興課

稚内公園風力発電施設維持管理事業 地域振興課

太陽光発電実証研究事業 地域振興課

太陽光発電所展望施設整備事業 地域振興課

太陽光発電施設維持管理事業 地域振興課

次世代エネルギーパーク整備事業 地域振興課

2 循環型社会の形
成を図ります 122 廃棄物最終処分事業 衛生課 一般廃棄物収集事業 衛生課

3 環境・生活 1 安心して暮
らせるまち
づくり

4 消防・救急体制
の充実を図りま
す

2 暮らしを支
える生活環
境づくり

1 快適な冬の暮ら
しを創造します

111 消防施設整備事業 消防総務課

112
消防機材・安全装備品整
備事業

消防総務課

113 火災予防推進事業 消防総務課

114 救急救助体制強化事業 消防総務課

115 雪対策事業 土木課

2 良好な生活環境
を確保します

116 環境保全対策事業 衛生課

118 防疫対策事業 衛生課

119 公衆衛生維持事業 衛生課

120 生活環境維持事業 衛生課

3 環境問題へ
の積極的な
取組

1 新エネルギーの
利活用を図りま
す

121 新・省エネルギー推進事業 地域振興課



（H24.2.22現在）
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策
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施
策

施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

廃棄物最終処分場整備事業 衛生課

廃棄物最終処分場管理運営事業 衛生課

廃棄物最終処分場建設事業 衛生課

産業廃棄物処分場整備事業 衛生課

産業廃棄物処分場管理運営事業 衛生課

廃棄物中間処理施設建設事業 衛生課

廃棄物中間処理施設管理運営事業 衛生課

リサイクルセンター整備事業 衛生課

リサイクルセンター管理運営事業 衛生課

分別収集事業 衛生課

生活用品ダイヤル市 市民生活課

リサイクルセンター整備計画事業 衛生課

清掃総務事業 衛生課

ごみ処理基本計画策定事業 衛生課

ごみ減量化対策事業 衛生課

126 有害鳥獣対策事業 農政課 有害鳥獣駆除事業 農政課

【再掲】南小の森植林造成費補助事業 学校教育課

【再掲】浜勇知展望休憩施設管理運営事
業

観光交流課

【再掲】大沼野鳥観察館管理運営事業 観光交流課

【再掲】社会教育推進事業 社会教育課

【再掲】市民講座開催事業 社会教育課

市内生活交通路線維持事業 地域振興課

天北線生活交通路線維持事業 地域振興課

天北線バス通学定期運賃助成事業 地域振興課

ＪＲ天北線転換事業 市民生活課

129 地域公共交通活性化事業 地域振興課 地域公共交通活性化・再生総合事業 地域振興課

モビリティマネジメント推進事業 地域振興課

【再掲】地域公共交通活性化・再生総合
事業

地域振興課

稚内空港高度利用促進事業 地域振興課

【再掲】冬季観光振興事業費補助事業 観光交流課

国際旅客ターミナル維持管理事業 港湾課

ポートサービスセンター維持管理事業 港湾課

稚内港維持管理事業 港湾課

稚内港ふ頭保安管理事業 港湾課

航路標識灯管理運営事業 港湾課

宗谷港維持補修事業 港湾課

港湾施設維持管理事業 港湾課

引船管理運営事業 港湾課

引船整備事業 港湾課

3 環境・生活 3 環境問題へ
の積極的な
取組

2 循環型社会の形
成を図ります

122 廃棄物最終処分事業 衛生課

123 廃棄物中間処理事業 衛生課

124 リサイクル推進事業 衛生課

125 廃棄物減量推進事業 衛生課

3 自然環境を守り
共存を図ります

127 自然教育推進事業 社会教育課

4 都市基盤 1 公共交通を
充実させた
まちづくり

1 総合的な交通体
系を構築します

2 都市間交通の基
盤整備を進めま
す

128 生活交通路線維持事業 地域振興課

130
モビリティマネジメント推進
事業

地域振興課

131 空港利用促進事業 地域振興課

132 港湾施設管理運営事業 港湾課
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荷役機械管理運営事業 港湾課

臨港用地測量等調査事業 港湾課

臨港施設維持管理事業 港湾課

稚内港港湾計画策定事業 港湾課

稚内港改修国直轄事業 港湾課

宗谷港改修国直轄事業 港湾課

稚内港改修国庫補助事業 港湾課

稚内港改修単独事業 港湾課

稚内港環境整備国庫補助事業 港湾課

宗谷港改修単独事業 港湾課

稚内空港整備国直轄事業 港湾課

海岸保全国庫補助事業 港湾課

海岸保全単独事業 港湾課

港湾施設整備事業 港湾課

災害対策事業 総務課

自主防災組織育成事業 総務課

総合防災訓練実施事業 総務課

日ロ共同油防除訓練実施事業 総務課

135 防災情報管理事業 総務課 防災情報収集・伝達事務 総務課

136 耐震改修促進事業 総務課 耐震改修促進事業 総務課

137 危機管理対策等事務 総務課 危機管理対策等事務 総務課

138 まちなか居住等推進事業 都市整備課 まちなか居住等推進事業 都市整備課

稚内駅周辺地区市街地再開発事業 都市再生対策課

都市再生対策事業 都市再生対策課

稚内駅周辺道路整備事業 都市再生対策課

地域交流センター維持管理事業 都市再生対策課

中心市街地活性化事業 都市再生対策課

【再掲】単独地方道路整備事業 土木課

【再掲】中小企業振興助成事業 水産商工課

【再掲】稚内港改修単独事業 港湾課

市有地管理事業 用地管財課

用地管理一般事務費 用地管財課

都市計画決定事業 都市整備課

都市計画審議会事務
（都市計画総務一般事務費）

都市整備課

都市計画マスタープラン見直し事業 都市整備課

都市計画地形データ更新事業 都市整備課

143 国土利用計画事業 都市整備課 国土利用計画事務 都市整備課

地籍調査管理事務 用地管財課

地籍調査事業 用地管財課

4 都市基盤 1 公共交通を
充実させた
まちづくり

2 都市間交通の基
盤整備を進めま
す

2 災害に強い
まちづくり

1 防災対策を強化
します

132 港湾施設管理運営事業 港湾課

133 港湾整備事業 港湾課

134 防災対策事業 総務課

3 調和のとれ
た持続可能
なまちづくり

1 中心市街地の再
生を図ります

139
稚内駅周辺地区市街地再
開発事業

都市再生対策課

140 中心市街地活性化事業 都市再生対策課

2 計画的な土地利
用を推進します

141 市有地管理事業 用地管財課

142 都市計画決定事業 都市整備課

3 生活を支える社
会基盤整備を進
めます 144 地籍調査推進事業 用地管財課
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高速情報通信網整備促進事業 IT推進課

地域情報通信基盤維持管理事業 IT推進課

難視聴ＴＶ局管理運営事業 市民生活課

地上デジタル放送設備更新事業 市民生活課

市営住宅維持管理事業 都市整備課

市営住宅個別改善事業 都市整備課

市営住宅借上事業 都市整備課

公営住宅建設事業 都市整備課

市営住宅ストック計画等策定事業 都市整備課

住宅・建築物安全ストック形成事業 都市整備課

148 花と緑のまちづくり事業 都市整備課 花と緑のまちづくり事業 都市整備課

都市公園等維持管理運営事業 都市整備課

街区公園等整備事業 都市整備課

稚内公園整備事業 都市整備課

宗谷岬公園整備事業 都市整備課

ちびっ子広場整備事業 都市整備課

メグマ沼自然公園整備事業 都市整備課

社会資本整備総合交付金事業（栄２条通
道路整備事業）

土木課

地方特定道路整備事業（大黒３号通道路
整備事業）

土木課

地方特定道路整備事業（栄２条通道路整
備事業）

土木課

社会資本整備総合交付金事業 土木課

地方特定道路整備事業 土木課

単独地方道路整備事業 土木課

道路橋梁維持管理事業　　　（道路分） 土木課

緑・富岡環状通街路整備事業 都市整備課

151 河川整備事業 土木課 道路橋梁維持管理事業　　　（河川分） 土木課

配水管等整備事業 水道部

導水管整備事業 水道部

老朽管更新事業 水道部

緊急時給水拠点確保等事業 水道部

施設整備事業 水道部

浄水場等整備事業 水道部

受益者負担金徴収事務 下水道課

下水道使用料徴収事務 下水道課

155 水洗化普及促進事業 下水道課 水洗化普及促進事業 下水道課

終末処理場管理運営事業 下水道課

終末処理場施設整備事業 下水道課

下水道施設維持事業 下水道課

下水道施設整備事業 下水道課

公共下水道整備補助事業 下水道課

4 都市基盤 3 調和のとれ
た持続可能
なまちづくり

3 生活を支える社
会基盤整備を進
めます 145

高速情報通信網整備促進
事業

IT推進課

146 難視聴対策事業 市民生活課

147 住環境整備事業 都市整備課

149 都市公園等整備運営事業 都市整備課

150 道路整備事業 土木課

152 管路整備事業 水道部

153 水道施設整備事業 水道部

154
下水道使用料等徴収事務
事業

下水道課

156
公共下水道施設整備管理
事業

下水道課
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公共下水道整備単独事業 下水道課

特定環境保全公共下水道整備単独事業 下水道課

資源育成強化対策事業費補助事業 水産商工課

さけ・ます増殖事業 水産商工課

とど被害防止対策事業 水産商工課

沿岸漁業担い手育成事業費補助事業 水産商工課

日本水難救済会稚内・宗谷救難所補助
事業

水産商工課

稚内市漁業近代化資金利子補給金事業 水産商工課

水産加工支援対策事業費補助事業 水産商工課

159 水産物円滑流通事業 水産商工課 公設地方卸売市場施設管理運営事業 水産商工課

漁港公園維持管理事業 港湾課

清浜地区地域水産物供給基盤整備事業 港湾課

東浦漁港整備事業 港湾課

東浦地区市道改良事業 港湾課

声問地区地域水産物供給基盤機能保全
事業

港湾課

豊別地区道営草地整備事業 農政課

稚内地区道営草地整備事業 農政課

沼川地区農道整備事業 農政課

沼川北部地区畜産担い手育成総合整備
事業

農政課

国営農地防災稚内中部地区事業 農政課

オネトマナイ川河川改修整備事業 農政課

作業路維持補修事業 農政課

上福永地区道営草地整備事業 農政課

農地保有合理化事業 農政課

農業関係利子補給金事業 農政課

畜産関係利子補給金事業 農政課

家畜自衛防疫事業 農政課

地図情報システム管理事業 農政課

農業経営安定化事業費補助事業 農政課

地域農業システム化推進事業 農政課

酪農ヘルパー事業費補助事業 農政課

黒毛和牛導入資金利子補給金事業 農政課

大規模草地管理運営事業 農政課

164 農業環境保全事業 農政課 中山間地域等直接支払交付金事業 農政課

担い手育成支援事業 農政課

新規就農者支援事業費補助事業 農政課

稚内市４Ｈクラブ運営費補助事業 農政課

稚内市グリーンパートナー推進協議会運
営費補助事業

農業委員会

新規就農者支援体制推進事業 農政課

4 都市基盤 3 調和のとれ
た持続可能
なまちづくり

3 生活を支える社
会基盤整備を進
めます

156
公共下水道施設整備管理
事業

下水道課

5 産業振興 1 自然を活用
した産業の
体質強化

1 安全で良質な水
産物の供給に努
めます

157 水産資源管理事業 水産商工課

158 漁業経営安定化事業 水産商工課

160 漁港整備事業 港湾課

2 安全・安心な農
畜産物の供給に
努めます

161 農業生産基盤整備事業 農政課

162 農業経営安定化事業 農政課

163
農業経営分業化・多角化
促進事業

農政課

165 担い手育成支援事業 農政課
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166 農村活性化事業 農政課 農村活性化公園管理運営事業 農政課

167 農業委員会活動促進事業 農業委員会 農業委員会活動促進事業 農業委員会

林野火災予消防対策事業 農政課

稚内市森林愛護組合の支援 農政課

林道維持補修事業 農政課

森林維持管理事業 農政課

市有林造林事業 農政課

緑化推進事業 農政課

市民植樹祭事業 農政課

森林整備加速化・林業再生事業 農政課

169 保健休養林活用事業 農政課 森林公園維持管理事業 農政課

２１世紀北の森づくり推進事業費補助事
業

農政課

森林整備地域活動支援交付金 農政課

造林事業の促進 農政課

未来につなぐ森づくり推進事業 農政課

物産振興対策事業 水産商工課

稚内ブランド創出事業 水産商工課

乳製品地産地消推進事業 農政課

【再掲】中小企業対策事業 水産商工課

【再掲】稚内中小企業相談所運営費補助
事業

水産商工課

【再掲】中小企業振興助成事業 水産商工課

【再掲】制度資金貸付対策事業 水産商工課

市有市場管理運営事業 水産商工課

【再掲】中小企業振興助成事業 水産商工課

地域の絆再生調査事業 水産商工課

【再掲】中小企業振興助成事業 水産商工課

【再掲】中心市街地活性化事業 都市再生対策課

【再掲】友好都市経済交流促進会議 サハリン課

【再掲】稚内日ロ経済交流協会事業費補
助事業

サハリン課

【再掲】日ロ経済交流事業 サハリン課

【再掲】日ロ定期フェリー関係事業 サハリン課

【再掲】誘致宣伝事業 観光交流課

産業クラスター関係事業 水産商工課

【再掲】中小企業対策事業 水産商工課

【再掲】稚内中小企業相談所運営費補助
事業

水産商工課

【再掲】中小企業振興助成事業 水産商工課

【再掲】制度資金貸付対策事業 水産商工課

176 勤労者福祉向上事業 水産商工課 総合勤労者会館管理運営事業 水産商工課

177 中小企業振興事業 水産商工課 中小企業対策事業 水産商工課

5 産業振興 1 自然を活用
した産業の
体質強化

2 安全・安心な農
畜産物の供給に
努めます

3 林業の振興を図
ります

168 森林整備保全事業 農政課

170 林業従事者等支援事業 農政課

2 誇れる稚内
ブランドの
確立

1 食のブランド化
を推進します

171 稚内ブランド創出事業 水産商工課

3 地域経済を
支える未来
の芽を育成

1 商業の振興を図
ります

172 中小小売業等支援事業 水産商工課

173 商店街等活性化事業 水産商工課

174 消費活動促進事業 サハリン課

2 地域特性を活か
した新産業を創
出します

175 産業連携推進事業 水産商工課

3 雇用・労働の安
定と中小企業の
経営を支援しま
す
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稚内中小企業相談所運営費補助事業 水産商工課

中小企業振興助成事業 水産商工課

制度資金貸付事業 水産商工課

労働者対策事業 水産商工課

認定職業訓練事業費補助事業 水産商工課

シルバー人材センター運営費補助事業 水産商工課

通年雇用促進支援事業 水産商工課

労働相談事業費補助事業 水産商工課

住宅手当緊急特別措置事業 社会福祉課

就職支援事業 水産商工課

観光振興事業 観光交流課

稚内観光協会補助事業 観光交流課

誘致宣伝事業 観光交流課

浜勇知展望休憩施設管理運営事業 観光交流課

大沼野鳥観察館管理運営事業 観光交流課

宗谷丘陵展望休憩施設管理運営事業 観光交流課

冬季観光振興事業 観光交流課

冬季観光振興事業費補助事業 観光交流課

【再掲】全国犬ぞり稚内大会開催費補助
事業

観光交流課

稚内みなと南極まつり開催費補助事業 観光交流課

全国犬ぞり稚内大会開催費補助事業 観光交流課

南極ハイランド開催事業 観光交流課

【再掲】稚内みなと南極まつり50回記念開
催費補助事業

観光交流課

広域観光振興事業 観光交流課

広域観光アドバイザー補助事業 観光交流課

稚内観光マイスター推進事業費補助事業 観光交流課

【再掲】広域観光アドバイザー補助事業 観光交流課

185 食の創出推進事業 観光交流課 食の創出推進事業費補助事業 観光交流課

コンベンション誘致推進事業 水産商工課

合宿誘致推進事業費補助事業 社会教育課

北のカナリアたちロケ支援協議会補助事
業

観光交流課

2 企業立地を促進
します 187 企業立地促進事業 水産商工課 企業立地促進事業 水産商工課

稚内市民サハリン交流団派遣事業 サハリン課

稚内国際文化交流協議会事業費補助事
業

サハリン課

国際交流推進事業 サハリン課

【再掲】日ロ友好会館落成30周年記念事
業

サハリン課

【再掲】青少年国際交流事業費補助事業 社会教育課

友好都市経済交流促進会議 サハリン課

外国人研修生受入事業費補助事業 サハリン課

5 産業振興 3 地域経済を
支える未来
の芽を育成

3 雇用・労働の安
定と中小企業の
経営を支援しま
す

4 地域資源の
再発見・世
界への発信

177 中小企業振興事業 水産商工課

178 雇用・労働安定対策事業 水産商工課

1 観光を核とした
産業振興を図り
ます

179 観光振興事業 観光交流課

180 観光施設運営事業 観光交流課

181 冬季観光振興事業 観光交流課

182 イベント開催事業 観光交流課

183 広域観光振興事業 観光交流課

184
観光ホスピタリティ強化事
業

観光交流課

186
合宿・コンベンション等誘致
推進事業

水産商工課

3 サハリンとの経
済交流を促進し
ます

188 人的交流促進事業 サハリン課

189 経済活動促進事業 サハリン課



（H24.2.22現在）
分
野

施策名称
政
策

施策名称
施
策

施策名称 № 実施計画事業名 担当課 細事業名 担当課

平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧平成23年度実施計画事業評価　実施計画・細事業一覧

稚内日ロ友好会館運営事業 サハリン課

稚内日ロ経済交流協会事業費補助事業 サハリン課

サハリンプロジェクト事業 サハリン課

日ロ経済交流事業 サハリン課

日ロ定期フェリー関係事業 サハリン課

日ロ定期フェリー運航支援事業費補助事
業

サハリン課

191 情報収集・発信強化事業 サハリン課 サハリン事務所管理運営事業 サハリン課

再掲事業

H23追加事業

統廃合事業

評価対象外事業

5 産業振興 4 地域資源の
再発見・世
界への発信

3 サハリンとの経
済交流を促進し
ます

189 経済活動促進事業 サハリン課

190
日ロ定期航路充実推進事
業

サハリン課


