みんなでつくる健全なまちづくり

情報の共有と市民参加
この事業には

○広報発行に関する経費
担当：総務部 企画振興課 広聴広報係

1,333 万円
℡39-2304

の予算を計上しています。

市の広報紙発行とラジオ広報のための経費です。
広報紙は毎月、広報ふらの（平均 20～24 ページ）、広報ふらのお知らせ版（４～６
ページ）を 9,800 部印刷し、全世帯に配布しています。
「ラジオ広報」ではラジオふらのによるラジオ放送により、市民に情報を提供していま
す。
トピックス

毎週月～金

18：00 ～ 18：05

元気ハツラツ！まちづくり

毎月第４土曜日

10：00 ～ 10：45

【内訳】

広報ふらの、広報ふらのお知らせ版印刷代

1,167 万円

ラジオ広報広告料

145 万円

広報作成用事務用品他

0,021 万円

※「広報ふらの」の配達は職員が行っていますの
で気軽に声をかけてください。

富良野市の負担額

1,247 万円

広告料

0, 86 万円

○まちづくりのルール策定事業
担当：総務部 企画振興課 広聴広報係

℡39-2304

この事業には

7 万円
の予算を計上しています。

「情報共有と市民参加のルール条例」は、住んでいて良かったと実感できるまちを、市
民と市がともに考え、ともにつくりあげることを目的につくりました。
市が持っている情報をわかりやすく提供し、情報を共有します。また、市民の意見を取
り入れるため、市の仕事を行おうとするときは、あらかじめパブリックコメント（市民意
見提出手続）や意見交換会などの市民参加手続きを行います。
この条例が市民のニーズを反映したものになるように改良していくため、「市民参加制
度調査審議会」を開催します。
【平成２１年度の事業】
市民参加制度調査審議会の開催
情報の提供方法
①広報紙

②ホームページ

③市民説明会 ④市民講座
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⑤その他

みんなでつくる健全なまちづくり

情報の共有と市民参加
この事業には

○地域会館維持管理事業
担当：総務部 企画振興課 広聴広報係

1,192 万円
℡39-2304

の予算を計上しています。

地域会館は、地域住民のコミュニティ活動を助長し、福祉の向上を図ることを目的に設
置しています。
平成１８年度からは指定管理者制度により、地域の運営委員会が維持管理を行い、地域
の自主的なコミュニティ活動と身近な施設利用を促進しています。
地域会館２５館（旧コミュニティセンター１２館・旧公民館分館９館・集落センター４館）
【内訳】
施設修繕料

150 万円

指定管理料

300 万円

消防点検・浄化槽委託他

050 万円

屋根外壁塗装工事（２館）

692 万円

この事業には

○地域づくり推進事業
担当：総務部 企画振興課 広聴広報係

457 万円
℡39-2304

の予算を計上しています。

町内会・区会及び連合会が、コミュニティ活動の推進や地域振興へ取り組むために要す
る経費に対し、地域づくり推進基金により補助するものです。
【内訳】
① コミュニティ活動費事務費交付金

087 万円

コミュニティの運営及び活動に必要な経費の一部として交付（３２連合会）
② コミュニティ活動補助事業

340 万円

地域住民が共同活動として行う活動を助成する事業
対象活動名（レクリエーション・青少年育成・環境整備・防犯防災交通安全・
コミュニティ増進・北海へそ祭り参加）
〔補助率：補助対象経費のおおむね 1/2 以内〕
③ 調査研究・研修活動補助事業、国内交流事業、研修会等開催事業ほか
〔補助率：補助対象経費の 1/2 以内〕
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030 万円

みんなでつくる健全なまちづくり

情報の共有と市民参加
この事業には

○山部地域活性化補助金
担当：山部支所

40 万円
の予算を計上しています。

℡42-2121

山部地域の振興と活性化を図るため、住民が自主的に
企画し実施する住民参加型の各種イベント事業に対し、
その費用の一部を補助しています。

総事業費
160 万円に対し
富良野市の負担額
40 万円

住民参加型のイベント事業を通じ、地域の伝統文化を大切に引き継ぎながら、住民同士
のふれあいや結びつきを一層深める地域づくりを応援しています。

やまべゆきんこフェスタ

山部菊花展

【イベントスケジュール（予定）
】
山部盆踊り大会 ８月１４日（子供盆踊り）
山部菊花展
１１月３，４日
やまべゆきんこフェスタ ２月上旬

８月２０日（一般盆踊り）

○東山地域活性化補助金
担当：東山支所

山部仮装盆踊り大会

℡27-2121

この事業には

30 万円
の予算を計上しています。

東山地域住民の親睦と融和を深め、地域の活性化を図
るため、住民が自主的に企画し実施する住民参加型の
「東
山地域ふるさと祭り」に対し、その費用の一部を補助し

総事業費
115 万円に対し
富良野市の負担額
30 万円

ています。
住民参加型のイベント事業を通じ、住民同士のふれあいや結びつきを一層深める地域づ
くりを応援しています。

東山地域ふるさと祭りの様子
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みんなでつくる健全なまちづくり

情報の共有と市民参加
新規

○山部福祉センター改修事業
担当：山部支所

この事業には

903 万円
の予算を計上しています。

℡42-2121

山部支所は昭和４０年７月に建築工事が終了し、築４３年を経過しました。山部支所の
老朽化に伴い、山部支所及び山部福祉センターを統合します。
統合による効果としては、警備員の常駐による警備体制強化により、施設利用者に安全
で安心した施設利用の提供ができるようになります。
【移転期日】

平成２２年３月２７日・２８日（予定）

改修工事期間内の貸館については、ご不便をおかけしますが全館閉鎖はしないように工
事を行いますのでよろしくお願いします。
新規
この事業には

○総合計画策定事業費
担当：総務部 企画振興課 企画振興係

100 万円
℡39-2304

の予算を計上しています。

富良野市では、平成１３年に現在の計画である「富良野市総合計画」を策定し、“快適
な環境、創造性豊かな人を育む『協働・感動・生き活きふらの』”の実現をめざしまちづ
くりを進めてきました。
この総合計画は、平成２２年度までの１０年間の計画です。
本年度からは、平成２３年度からスタートする新たな総合計画の策定に向けて、庁内策
定委員会や地域おこし懇談会を設置し、市民参加と市民ニーズを反映した計画づくりを進
めていきます。

【平成２１年度事業】
・先進地の視察

50 万円

・市民意識調査

20 万円

・まちづくり講演会の開催

30 万円

市役所内の実務担当者による
『総合計画庁内ワーキンググループ』
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みんなでつくる健全なまちづくり

簡素効率的な行政運営
新規
この事業には

○南町地区住居表示事務
担当：総務部 市民環境課 市民年金係

81 万円
の予算を計上しています。

℡39-2301

南町地区では、民間会社宅地造成分譲が行われたことに伴い、平成２１年３月に緑町２
２番を南町に編入しました。
南町の住居表示を昭和６３年度に一部地区で行いましたが、残る区域は字名変更のみと
なっていて、町内からも住居表示の早期実施の要望が寄せられていました。
編入した区域の住居表示を実施し、建物に番号を付け、位置をわかりやすくすることで、
住民や郵便、宅配便、緊急自動車等の利便性を図り、混乱を解消することに努めるもので
す。施行日は平成２１年１０月に行います。
【内訳】

①地籍図、登記事項要約書収集用務

01 万円

②南町住居表示委託料

80 万円

【スケジュール】

７月

南
町
○
番
○
号

住民へ説明会実施

１０月

住居表示の実施

新規
この事業には

○衆議院議員選挙費
担当：選挙管理委員会事務局

1,675 万円
の予算を計上しています。

℡39-2324

選挙管理委員会は、市民のみなさまの政治に参加する大切な機会であり、民主主義の根
幹を支える制度である国政選挙や地方選挙などさまざまな選挙の管理執行をはじめ、選挙
に関する啓発や直接請求の審査などを職務としております。
また、明るく正しい選挙の実現のため、選挙時はもとより、平常時から関係団体や各機
関の協力を得て選挙啓発事業を行い、有権者の投票行動の促進と公正な選挙に対する意識
の高揚を図っています。
今年度は、衆議院議員の任期満了の年であり、第４５回衆議院議員総選挙と最高裁判所
裁判官の国民審査が執行されます。当事務局では、この選挙の適正な管理執行を行うとと
もに、これまで同様に市民・有権者の皆さん、各関係機関のご理解とご協力をいただきな
がら、選挙が選挙人の自由な意思に基づいて、適正に行われるための取り組みを進めてい
きます。
国の負担額

1,675 万円

《平成２１年度の事業》
第４５回衆議院議員総選挙
第２１回最高裁判所裁判官国民審査

みんなの一票大切に！
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みんなでつくる健全なまちづくり

簡素効率的な行政運営
この事業には

○納税啓蒙事業
担当：総務部 税務課 納税係

8 万円
℡39-2302

の予算を計上しています。

国税庁が実施する「税を考える週間」（例年１１月中旬）にあわせ富良野地方納税貯蓄
組合連合会が主催する各種行事の一環として、小・中学生による税に関する作品を募集し
書道展を開催して、広く市民の納税意識の向上を目的に実施しています。
《平成２１年度事業》
書道展参加者に対し、参加賞として記念品
を贈呈する経費。
参加者は１９０人を見込んでいます。

書道展の様子
この事業には

○情報運営管理事業
担当：総務部 総務課 地域情報係

1,028 万円
℡39-2305

の予算を計上しています。

市役所を中心とし、小中学校、消防、給食センター、衛生センターを含めた公共施設を
無線及びＮＴＴ回線でネットワーク構築し、パソコンを配置し活用を図っています。パソ
コンの活用により、事務処理の効率化及び職員間の情報伝達・共有を図り、更にホームペ
ージ等を通し市民への情報の提供を図るよう活用を進めています。
また、市役所と文化会館には市民向けパソコンを設置しインターネットの利用が出来ま
すのでご利用ください。予算については、これらのネットワーク機器及びパソコンの保守
委託料、通信料、プリンタートナー等の消耗品を中心として使用されます。
◆富良野市ホームページアドレス http://www.city.furano.hokkaido,jp/
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