
平成２８年度　苫小牧市政策事業査定結果



平成２８年度政策事業査定一覧

№ 担 当 部 事 業 名 事 業 内 容

1 会計課 口座振替システム事業 口座振替データを伝送化するためのシステム導入など 3,565 3,565 要求額どおり

2 総合政策部 まちなか再生総合プロジェクト事業
まちなか再生総合プロジェクトに位置付けた、まちなかイベント、
とまチョップＰＲ事業、まちなか居住支援事業等の実施 132,680 132,357 事業費の圧縮

3 総合政策部
つなごう　スポーツ大作戦
　～スポーツ都市宣言５０周年記念～

ふくし大作戦！！２０１６とタイアップし、スポーツ都市
宣言50周年を記念した事業を実施

10,000 10,000 要求額どおり

4 総合政策部 スポーツ推進計画策定事業
スポーツ基本法の施行に伴い、スポーツ推進計画を
策定

1,720 1,246 事業費の圧縮

5 総合政策部 苫小牧市総合計画策定事業 平成30年度からの次期総合計画の策定を行う 3,069 3,000 事業費の圧縮

6 総合政策部 都市計画マスタープラン改定事業
都市計画マスタープランの改定に向けた住民意向調
査、将来目標の設定、全体構想の設定等

8,500 8,500 要求額どおり

7 総合政策部 とましんスタジアム改修事業 とましんスタジアムの証明設備設置など 138,842 138,842 要求額どおり

8 総合政策部 緑ケ丘公園庭球場改修事業
緑ケ丘公園庭球場クレーコートの全天候型人工芝
コートへの改修など

271,668 271,668 要求額どおり

9 総合政策部 総合戦略推進事業
総合戦略推進を目的として、外部有識者による定期
的な効果検証・見直しを実施するための会議を開催

567 567 要求額どおり

10 総合政策部 公共施設等総合管理計画策定事業
公共施設等の管理の基本的な方針を定める計画の
策定

7,101 7,101 要求額どおり

11 総合政策部 スポーツ合宿助成金
市外の者が本市のスポーツ施設・宿泊施設を利用し
て実施するスポーツ合宿等に対する助成

5,533 5,533 要求額どおり

12 総合政策部 公共交通路線維持費補助事業 路線維持補助、車両整備支援 60,871 60,871 要求額どおり

13 総合政策部 樽前予約運行型バス利用促進事業
樽前小学校に特認制度で区域外より通学している児
童に対し、通学定期料金を補助

782 782 要求額どおり

14 総合政策部 定住自立圏構想推進事業 定住自立圏共生ビジョンの検証や更新など 675 675 要求額どおり

15 総合政策部 国際友好都市交流事業 ネーピア市職員受入など 2,640 2,640 要求額どおり

16 総合政策部 国際化推進事業 各種国際化推進事業を実施 5,100 5,100 要求額どおり

17 総合政策部 緑ケ丘公園サッカー場改修事業 緑ケ丘公園サッカー場改修に係る測量・調査 19,948 4,500 事業内容の精査

18 総合政策部 スポーツ施設整備 総合体育館屋根改修工事等の必要な整備 160,103 123,660 事業内容の精査

19 総合政策部 ふるさと納税普及事業
ふるさと納税の普及を図るための返礼品の送付やＰ
Ｒ活動

1,599 1,599 要求額どおり

平 成 ２ ８ 年 度 要 求 事 業
要求額 査定額 主な査定理由
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20 総合政策部
第８９回日本学生氷上競技選手権大会開
催地補助金

本市で開催される日本学生氷上競技選手権（インカ
レ）大会に対する大会運営補助

3,000 3,000 要求額どおり

21 総合政策部
ＮＰＧＡ杯第６回全日本パークゴルフ大会
２０１６開催地補助金

（公財）日本パークゴルフ協会が主催する、全日本ク
ラスのパークゴルフ大会に対する大会運営補助

500 500 要求額どおり

22 総合政策部 樽前地区地域振興計画推進事業 アートフォトコンテストを実施 2,350 1,000 事業内容の精査

23 総合政策部 バリアフリー特定事業計画推進事業
平成27年度末に策定予定の「苫小牧市バリアフリー基本構想」に
基づく事業の進捗状況等を協議会で進行管理する 100 100 要求額どおり

24 総合政策部 教育機関施設利用事業
地方創生の取組の一環とし、教育施設を利用した研修等
を実施し、地域参加の意識を育み、地元への就職を促す

794 0 事業内容の精査

25 総合政策部
地方創生地域コミュニティ活性化支援事
業

本市限定の地域共通ポイント「とまチョップポイント」を
活用し、地域経済の活性化等を促進する

46,986 46,986 要求額どおり

26 総務部 庁舎エレベーター改修工事 部品供給終了による、南エレベーターの更新 43,611 43,611 要求額どおり

27 総務部 庁舎改修工事 庁舎南棟東面外壁外改修 30,834 30,834 要求額どおり

28 総務部 ストレスチェック制度実施事業
労働安全衛生法改正により、職員のストレスチェック
を実施

2,920 2,920 要求額どおり

29 総務部 公用車ドライブレコーダー設置事業
公用車の事故減少への取組の一環としてドライブレ
コーダーを設置（一般会計174台分）

4,323 4,323 要求額どおり

30 総務部 出退表示システム事業
現在の出退表示板の老朽化による、庁内ＬＡＮを活
用した出退表示システムの導入に係る経費

571 571 要求額どおり

31 総務部 第２庁舎外壁補修事業 第２庁舎の老朽化による外壁補修の実施 7,377 7,377 要求額どおり

32 財政部 標準宅地鑑定評価事業
平成30年度固定資産評価替えにあたり、標準宅地の
適正な時価を不動産鑑定士に委託し鑑定

12,237 12,237 要求額どおり

33 財政部
原動機付自転車ご当地ナンバープレート
導入事業

原動機付自転車ナンバープレートにとまチョップを採
り入れたご当地ナンバープレートを導入

1,219 1,219 要求額どおり

34 市民生活部 日本女性会議２０１７とまこまい準備事業
２０１７年に本市で開催する日本女性会議の準備に
係る経費

12,565 9,600 事業内容の精査

35 市民生活部 土砂災害対策環境整備推進事業
河川監視カメラ及び河川水位計の設置等、各種防
災情報の取得及び伝達に必要な環境を整備

18,044 18,044 要求額どおり

36 市民生活部 市民ホール整備事業
基本計画（前期）策定に向けた検討委員会、シンポ
ジウム及び市民アンケートの実施等

14,702 9,000 事業内容の精査

37 市民生活部 総合福祉会館等補助金
町内会等が管理する総合福祉会館の修繕等にかか
る補助

10,620 10,620 要求額どおり

38 市民生活部 男女平等参画啓発推進事業
男女平等参画都市宣言を契機とした、男女平等参画
社会の実現に向けた各種啓発活動経費

2,032 1,922 事業費の圧縮
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39 市民生活部 町内会活動保険助成金 町内会活動保険に対する助成 1,300 1,300 要求額どおり

40 市民生活部 防犯対策事業
防犯に関する懇談会運営費用及び市民周知啓発
費、防犯カメラ設置事業など

2,035 2,035 要求額どおり

41 市民生活部 豊川コミュニティセンター大規模改修事業
老朽化による暖房設備等の更新、体育館の屋根等
の改修、防災倉庫の設置など

601,021 597,126 事業費の圧縮

42 市民生活部 沼ノ端コミュニティセンター整備事業 体育館北側屋根笠木部分の改修及び資器材整備 3,967 3,967 要求額どおり

43 市民生活部 災害用備蓄倉庫整備事業
植苗小中学校及び沼ノ端中学校に災害用備蓄倉庫
を整備

12,537 12,537 要求額どおり

44 市民生活部 コンビニ交付システム事業
住民票等の各種証明書をコンビニ交付するためのシ
ステム構築等に係る経費

70,946 70,946 要求額どおり

45 市民生活部 とまキュンご当地届出事業 本市ならではのオリジナル婚姻届及び出生届の作成 1,050 1,050 要求額どおり

46 環境衛生部
沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改
良事業

沼ノ端クリーンセンターの経年劣化に対応するため、
施設の大規模改修を行う

1,904,036 1,904,036 要求額どおり

47 環境衛生部 沼ノ端第２埋立処分場整備事業
沼ノ端埋立処分場の残余が少ないため、沼ノ端第２埋
立処分場の造成を行うための基本設計費

38,970 38,970 要求額どおり

48 環境衛生部 西町し尿処理施設改修事業
し尿投入槽電気設備改修及びし尿投入ポンプ整備
工事

81,012 80,890 事業費の圧縮

49 環境衛生部 霊葬場整備事業
火葬炉設備改修及び正面玄関エントランス屋根の修
繕工事

23,365 23,000 事業費の圧縮

50 環境衛生部 ０５３（ゼロごみ）推進事業
ごみ減量とリサイクルの推進及び環境美化を目的と
し、事業を実施

29,773 29,773 要求額どおり

51 環境衛生部 大気汚染常時監視システム更新事業 大気汚染常時監視システムの老朽化による更新 13,825 13,825 要求額どおり

52 環境衛生部 ごみ焼却灰資源化事業
ごみ焼却灰の年間排出量の一部を運搬処理すること
で、沼ノ端埋立処分場の延命化を図る

42,300 42,300 要求額どおり

53 環境衛生部
住宅用新・省エネルギーシステム補助事
業

太陽光発電システム及び省エネ給湯暖房システムの
設置費補助

13,500 13,500 要求額どおり

54 福祉部 市民後見推進事業
成年後見支援センターを開設し、後見相談や市民後
見人の育成を行う

18,599 18,440 事業費の圧縮

55 福祉部 生活困窮者自立支援事業
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、自立支援相
談事業や子どもの学習支援事業などに加え、就労準備支援事業、一時
生活支援事業を新たに実施

28,712 26,221 事業内容の精査

56 福祉部 地域支え合い事業
住み慣れた地域で住民同士が助け合い、見守りを行い、
安心して住み続けることができる体制作りの支援を実施

760 760 要求額どおり
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平 成 ２ ８ 年 度 要 求 事 業
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57 福祉部 医療情報キット配付事業
ひとり暮らしの高齢者等の世帯を対象に、既往歴やかかりつけ
医、緊急連絡先等の情報を保管するキットを配布 133 0 在庫対応可能により

58 福祉部 障がい者就労推進事業
臨時職員任用による障がい者就労モデル事業「働く幸せチャレ
ンジ事業」のほか、ジョブコーチ養成研修受講補助等を実施 4,098 4,125 事業費の精査

59 福祉部
軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事
業

障害者手帳認定基準に満たない、軽・中等度難聴児
に対し補聴器購入費を助成

943 943 要求額どおり

60 福祉部 重度心身障害者通院交通費助成費
重度心身障害者医療受給者のうち、自家用車での同一医療機関への頻
回の通院が常態である、一定の者に対して通院分のガソリン代を助成 1,350 1,350 要求額どおり

61 福祉部
民生委員制度創設100周年記念誌作成
事業

平成29年の民生委員制度創設100周年を記念し、苫小牧市民生委員児
童委員協議会の沿革などを記載した記念誌作成に伴う経費 1,394 972 事業費の圧縮

62 福祉部 旧道立病院改修等事業 福祉ふれあいセンター開設にかかる整備事業 910,933 927,836 事業内容の精査

63 福祉部 民生委員児童委員一斉改選事業
平成28年12月の民生委員児童委員一斉改選に伴う
事務経費

1,290 1,150 事業費の圧縮

64 福祉部 ぬくもり灯油事業
生活困窮者に対し、冬期間の生活支援策として灯油
（暖房）代の一部を助成

6,140 6,157 事業費の精査

65 福祉部 雪かきボランティア事業
高齢等の理由により自力での除雪が困難で、家族等
の支援を得られない世帯を対象に支援

2,000 1,850 事業費の圧縮

66 福祉部 ふくし大作戦！！２０１６
市民との対話を重ね、地域との絆づくりに取組み、活
気あふれるふくしのまちづくりを行う

8,022 7,200 一部をＨ27に前倒し

67 福祉部 臨時福祉給付金支給事業
低所得者に対し、消費税率引き上げによる影響を緩和するため、簡素な
給付措置を引続き実施し、、65歳未満の低所得の障害・遺族基礎年金受
給者に対し、給付金を支給する。

237,523 237,493 事業費の圧縮

68 健康こども部 私立保育所等施設整備費補助
平成29年からのやまて保育園の民間移譲に向けた
園舎増改築に係る補助

136,859 122,336 事業内容の精査

69 健康こども部 やまて保育園引継保育事業
平成29年からのやまて保育園の民間移譲に向けた
引継保育に係る補助

6,068 6,068 要求額どおり

70 健康こども部 はまなす保育園園舎解体事業 市立はまなす保育園の閉園に伴う園舎解体工事 4,885 4,600 事業費の圧縮

71 健康こども部 潜在保育士確保事業
保育所等に勤務していない保育士資格者（潜在保育士）に対し、就職促
進のための研修等を実施し、保育人材を安定的に確保する 929 800 事業費の圧縮

72 健康こども部 保育体制強化事業 地域の多様な人材を法人保育所及び認定こども園の保育に係る周辺業務に活用
し、保育士の負担軽減を図るために、その人件費の一部を補助する 20,520 20,520 要求額どおり

73 健康こども部
呼吸器内科クリニック医療機器等整備補
助金

平成28年4月開設の呼吸器内科クリニックにおいて
指定管理者が整備する医療機器等に対する補助

17,000 17,000 要求額どおり

74 健康こども部 子育て世代包括支援センター事業 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を実施 24,039 24,092 事業費の精査
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75 健康こども部 ひとり親家庭等日常生活支援事業
就学等の自立促進や傷病等の事由により支援の必要性が認められるひと
り親家庭等に対し、支援員を派遣し、家事や子育て援助を実施 1,091 1,091 要求額どおり

76 健康こども部 特定不妊治療費助成事業
北海道が実施する特定不妊治療費助成事業の対象者に、
本市単独分として５万円を上限として助成を行う

10,000 10,000 要求額どおり

77 健康こども部 中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業
市内中学２年生を対象とし、保護者の同意を得た生徒に対して、学校保
健安全法による尿検査と同時にピロリ菌検査を実施し、陽性反応のあった
生徒については、指定医療機関での二次検査及び除菌を勧奨

2,962 2,962 要求額どおり

78 健康こども部 子ども・子育て利用者支援事業
子ども・子育て新制度に伴う教育・保育施設や地域の子育て支
援事業等の保護者に対する情報提供及び相談支援業務 9,317 9,360 事業費の精査

79 健康こども部 ひとり親家庭学習支援事業
ひとり親世帯の子どもを対象にボランティア等を活用
した学習支援事業を実施

1,682 1,630 事業費の圧縮

80 健康こども部 こども研修・交流事業
東日本大震災被災地を訪問し、防災学習を実施するほ
か、現地児童受入事業実施団体への助成を実施

5,600 5,300 事業費の圧縮

81 健康こども部 沼ノ端児童センター改修事業 老朽化により劣化した屋根・外壁等の改修工事 15,693 15,693 要求額どおり

82 健康こども部
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事
業

ひとり親家庭の親に対し、より良い条件での就職や転職、資格取得等の
可能性を広げるため、高卒程度認定試験講座の受講料の一部を助成 600 600 要求額どおり

83 健康こども部 健康フェスタ事業
苫小牧市保健センターをメイン会場・市民会館をサテライト
会場とし、測定会、健康相談、講演会等を実施

3,248 3,148 事業費の圧縮

84 健康こども部 歯周病検診事業
40歳から70歳までの10歳刻みの希望者に対して、健
康増進法に基づく歯周疾患検診を実施

1,554 1,554 要求額どおり

85 健康こども部 父子健康手帳交付事業
母子健康手帳と一緒に父子健康手帳を配布、イクメ
ン向け講座等の開催

226 226 要求額どおり

86 産業経済部 苫小牧港管理組合負担金 岸壁、道路改良整備、用地造成など 1,142,522 1,142,522 要求額どおり

87 産業経済部 緊急雇用対策事業（市単独）
市単独での景気・雇用対策として、短期の雇用・就労
機会を創出

55,000 55,000 要求額どおり

88 産業経済部 就業支援事業
将来にわたる安定した雇用の確保・創出のため若者や女性等に
対して、雇用の創出及び離職防止の取組みを実施 72,138 72,138 要求額どおり

89 産業経済部 立地企業サポート事業
首都圏・札幌での合同就職説明会の実施や職場環
境改善に係る補助など

68,000 68,000 要求額どおり

90 産業経済部 苫小牧水素エネルギープロジェクト事業
水素を活用した新たな産業展開の可能性について
調査・研究を実施

8,250 8,250 要求額どおり

91 産業経済部 苫小牧市障害者雇用奨励金
国の「障害者トライアル雇用奨励金」に基づき雇用した事業主が、引き続
き期間の定めのない労働者として雇用した場合、奨励金を交付 1,600 1,600 要求額どおり

92 産業経済部 テクノセンター暖房空調設備改修工事
真空式温水暖房機、ラインポンプ及び自動制御機器
の更新

9,000 9,000 要求額どおり

93 産業経済部 中小企業創業サポート事業
創業計画から経営基盤の強化まで一貫したフォロー
を行い、新たな中小企業者の育成を図る

5,713 5,713 要求額どおり
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94 産業経済部 中小企業人材育成補助金
独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する研
修事業を受講する場合、その受講料の一部を助成

1,000 1,000 要求額どおり

95 産業経済部 中小企業振興事業
中小企業の振興を図るための基礎調査及び審議会
開催経費

1,862 1,869 事業費の精査

96 産業経済部 商店街活性化事業 商店街が実施する各種活性化事業へ助成 7,326 7,305 事業費の圧縮

97 産業経済部 観光振興ビジョン推進事業
観光振興ビジョンに基づき、観光事業者等の支援や
観光誘客の促進、外国人観光客の誘致事業を実施

7,000 7,000 要求額どおり

98 産業経済部 就農者等支援事業
市内で新たに農業を始める新規就農者の初期投資
等に対する支援

8,100 8,100 要求額どおり

99 産業経済部 店舗改装費補助事業 市内全域の対象店舗に対し、店舗改装費を補助 4,500 4,500 要求額どおり

100 産業経済部 テクノセンター機器整備事業 既存機器に係る経費 20,325 20,325 要求額どおり

101 産業経済部 農業・畜産・酪農収益力強化対策事業
土壌診断から始まり、草地更新、優良家畜の導入等を経て経産牛に付加
価値を付けるまでの事業を一元化して行うＪＡとまこまい広域の事業に対
する補助

5,263 5,263 要求額どおり

102 産業経済部 多面的機能支払交付金事業
洪水や土砂崩れの防止、自然環境の保全など、農業・農村における多面
的機能の維持・向上のため、農業者と地域の活動組織が行う地域活動や
営農の継続等に対する支援

4,446 4,446 要求額どおり

103 産業経済部 苫小牧港ＰＲ促進事業
みなとオアシス苫小牧運営協議会が実施する苫小牧
港のＰＲ促進事業に対する補助

1,000 1,000 要求額どおり

104 都市建設部 単独道路新設改良事業 舗装道路改修工事外 456,400 456,400 要求額どおり

105 都市建設部 単独道路舗装事業 もえぎ5号線外56線改良舗装工事 866,000 866,000 要求額どおり

106 都市建設部 単独事業（公園）
豊陵公園外貯水能力改良工事、遊具新設工事、公
園施設改良外

97,600 80,800 事業内容の精査

107 都市建設部 単独事業（河川）
小糸魚川流域浸水対策実施設計業務、小泉の沢川護岸
改良工事、丹治沼川改修工事、豊木川護岸改良工事外

198,280 195,480 事業内容の精査

108 都市建設部 住宅建設事業 日新団地建替に係る工事など 1,715,886 1,348,082 一部をＨ27に前倒し

109 都市建設部 道路ストック総点検事業 道路付属物（照明灯等）、路面性状の総点検外 41,200 41,200 要求額どおり

110 都市建設部 公共施設樹木適正化事業 街路緑地帯の景観改善 43,900 40,000 事業費の圧縮

111 都市建設部 住宅改善事業 老朽化した市営住宅の大規模改修工事外 375,261 153,668 一部をＨ27に前倒し

112 都市建設部 熱供給設備等改修事業 熱供給設備改修工事、埋設ガス管改修工事 40,207 40,207 要求額どおり
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113 都市建設部 単独道路交通安全対策事業 泉野小学校外の通学路に対する交通安全対策 30,000 30,000 要求額どおり

114 都市建設部 緑の基本計画事業 錦大沼公園ハナショウブ園整備業務外 16,125 16,125 要求額どおり

115 都市建設部 社会資本整備総合交付金事業（道路）
三条通線改良舗装工事、苫小牧市管内橋梁長寿命
化事業外

456,500 456,250 事業費の圧縮

116 都市建設部 社会資本整備総合交付金事業（公園） 船見1丁目公園外整備工事など 154,500 154,300 事業費の圧縮

117 都市建設部 給水設備等改修事業 市営住宅の給水設備の改修工事 119,520 87,940 一部をＨ27に前倒し

118 都市建設部 市有林整備事業費 美沢市有林の立木売払跡地の造林業務 25,640 25,640 要求額どおり

119 都市建設部 外部等改修事業 外壁落下対策工事、屋上防水改修工事 102,818 102,818 要求額どおり

120 都市建設部
特定防衛施設周辺調整交付金事業（道
路）

美々遠浅道線防雪柵設置工事、苫小牧早来線舗装
道路改修工事、そよ風と遊ぶ道改修工事

76,700 76,700 要求額どおり

121 都市建設部 再編交付金事業（公園） 新栄公園整備工事、植苗ファミリー公園整備工事 49,900 49,900 要求額どおり

122 都市建設部
特定防衛施設周辺調整交付金事業（公
園）

勇払6号公園整備工事 22,050 22,050 要求額どおり

123 都市建設部 空港周辺環境対策整備事業（公園） 沼ノ端南6号公園整備工事、資器材購入 15,850 15,850 要求額どおり

124 都市建設部 緑化推進基金積立金 美沢市有林の立木売払収入を積立て 1,080 1,080 要求額どおり

125 消防本部 消防防災訓練センター整備事業 消防防災訓練センター新築工事 508,481 507,824 事業内容の精査

126 消防本部 救急車両整備事業 高規格救急車の更新 30,860 30,860 要求額どおり

127 消防本部 消防車両整備事業 救助工作車、タイヤショベル等の整備 159,075 157,075 事業費の圧縮

128 消防本部 緊急消防援助隊合同訓練事業 地域ブロック合同訓練（秋田県）参加に係る経費 542 513 事業費の圧縮

129 消防本部 消防施設・装備等整備事業 空気呼吸器等の更新 28,215 23,327 事業内容の精査

130 消防本部 旧消防署改修整備事業 旧消防署（末広出張所）改修整備 30,728 30,728 要求額どおり

131 教育部 校務用パソコン整備事業
平成27,28年でネットワーク構築など、パソコン使用環
境を整備し、教員1人に1台のパソコンを配備

85,123 85,149 事業費の精査
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132 教育部
和光中学校校舎大規模改修・耐震補強
工事

校舎の長寿命化・耐震化を図るための大規模改修及
び耐震補強工事を実施

328,842 328,842 要求額どおり

133 教育部 北光小学校校舎改築事業
耐久力調査において、構造上危険な状態にあると判
断された校舎の改築工事を実施

412,982 412,782 事業費の圧縮

134 教育部 緑小学校改築基本設計 校舎改築のための基本設計 29,906 29,906 要求額どおり

135 教育部 啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業
耐力度調査において、構造上危険な状態にあると判
断された校舎・屋内体育館の改築工事を実施

436,183 435,983 事業費の圧縮

136 教育部 ウトナイ小学校校舎増築事業 児童数増加に対応するための校舎の増築 335,416 334,394 事業費の圧縮

137 教育部 拓進小学校校舎増築実施設計 校舎増築のための実施設計 16,942 16,942 要求額どおり

138 教育部
小学校屋内運動場天井等落下防止対策
工事

勇払小学校屋内運動場天井等の落下防止対策工
事

66,615 66,615 要求額どおり

139 教育部
中学校屋内運動場天井等落下防止対策
工事

植苗小中学校外2校の屋内運動場天井等の落下防
止対策工事

182,693 182,693 要求額どおり

140 教育部 特別支援学級設置事業
緑陵中学校外3校に特別支援学級を設置するための工事費及
び初度調弁費 30,933 30,933 要求額どおり

141 教育部
苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改
築基本設計

校舎改築のための基本設計 38,729 11,600 ２カ年で事業を実施

142 教育部 苫小牧東小学校耐力度調査 校舎改築のための耐力度調査 14,699 14,699 要求額どおり

143 教育部 苫小牧東中学校耐力度調査 校舎改築のための耐力度調査 9,213 9,213 要求額どおり

144 教育部 第１６中学校新築基本設計
ウトナイ地区に新設する第16中学校建設のための基
本設計

26,190 26,190 要求額どおり

145 教育部 学校給食アレルギー対応食提供事業
食物アレルギーのある児童生徒に対するアレルギー
対応食の提供をモデル校において実施

1,017 1,000 事業費の圧縮

146 教育部 ミュージックキャンプ１０周年記念事業
小中学生を対象に、音楽の指導と発表を行い文化芸
術への意識を高める

2,160 2,160 要求額どおり

147 教育部 第2学校給食共同調理場整備事業
緊急性が高く衛生上必要な食器洗浄器・食缶洗浄
器のコンベア交換

3,901 3,900 事業費の圧縮

148 教育部 文化交流センター設備整備 文化交流センター排煙窓改修工事 1,374 1,374 要求額どおり

149 教育部 小学校校舎等改修
大成小学校校舎西棟外壁改修工事、勇払小学校外
洋式便器設置工事外

53,143 49,179 事業費の圧縮

150 教育部 中学校校舎等改修
明野中学校屋内運動場屋上防水改修工事、明倫中
学校洋式便器設置工事外

44,786 38,327 事業費の圧縮
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151 教育部 赤ちゃん、絵本のとびら事業
親子間の愛情形成や読書習慣の形成のために、出
生世帯に絵本などを配布

1,442 1,442 要求額どおり

152 教育部 ナナカマド教室事業
学齢期に就学することのできなかった方を対象に「学
びなおしの機会」として学習する場を提供

280 280 要求額どおり

153 教育部 学校司書配置事業
学校図書館法改正及び文部科学省学校図書館5か
年計画に基づき、モデル校に学校司書を配置

4,118 4,206 事業費の精査

154 教育部 児童用机・椅子整備事業 机椅子の老朽化により、小学校2年生分を一斉更新 13,663 12,315 事業費の圧縮

155 教育部 美術博物館特別展事業
開館3周年記念特別展「Art and Air～空と飛行機を
めぐる、芸術と科学の物語～」（仮称）

5,586 5,500 事業費の圧縮

156 教育部 美術博物館企画展示事業
企画展の開催「生誕100年記念　砂田友治展」（仮称）、「苫小牧市スポーツ都市宣
言50周年記念　門脇松次郎と苫小牧のスポーツ」、「平成28年度アイヌ工芸品展
アイヌ～装いの200年　祈りのかたち・飾りのこころ」（仮称）

5,706 5,500 事業費の圧縮

157 教育部 勇武津資料館整備事業 勇武津資料館外壁塗装工事 3,554 3,400 事業費の圧縮

158 教育部 中央図書館設備整備 中央図書館空調機改修工事 3,154 3,154 要求額どおり

159 教育部 公民館整備事業 勇払公民館照明器具改修工事外 13,052 13,052 要求額どおり

160 教育部 美術博物館祭事業
ナイトミュージアムや体験ワークショップなどの多彩なプログラムのほか、
新たな取り組みとして展示室におけるプロジェクションマッピングを実施 1,000 900 事業費の圧縮

161 教育部 文化会館設備整備 白ガス管の老朽化による改修工事 683 683 要求額どおり

162 教育部 教育整備基金積立金
法人市民税超過課税分、運用利子、寄附金等を学校教育
及　び社会教育等の推進を図るために積立て

327,300 327,300 要求額どおり
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