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拡充 子どもの木育スタート事業費 3,283 
子どもが小さいうちから木に親しめ、親子のコミュニケーションにつながる積み木 

（地元木材を活用）をプレゼントし、木育推進と富良野への愛着促進を図る 
令和４年度より「ふらの木の図鑑」も配布【森林環境譲与税基金繰入金 3,283】 

 乳児子育て世帯応援事業費 15,459 
多子世帯出産祝金給付事業、おむつ券交付事業、おむつ用ごみ袋給付事業、出産祝品 

贈呈事業の実施 
【ふるさと応援基金繰入金 5,000、市債（過疎ソフト）4,000、一般財源 6,459】 

新規 保育士等処遇改善臨時特例交付金 4,896 
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において決定された、保育士、幼稚園 

教諭等の処遇改善に係る交付金 
【国庫支出金 4,896】 

拡充 高等学校バス通学費補助金 2,341 
市内の高等学校にバス通学する生徒の保護者の負担軽減を図るため、高等学校へ通う 

バス定期代を補助する 
令和４年度より補助率を 40%から 50%に変更【一般財源 2,341】 

新規 布礼別小学校閉校事業交付金 200 
本年度をもって閉校する布礼別小学校の閉校事業に対する交付金 

【一般財源 200】 

新規 児童生徒送迎事業費（スクールバス購入） 11,658 
布礼別小学校閉校に伴い、スクールバスの購入による通学交通の確保を行う 

【国庫支出金 2,800、一般財源 8,858】 

変更 富良野市はたちを祝う会事業費 520 
成人の定義が 18 歳に改められ、本市では名称を改め 20 歳での開催を継続する 

【一般財源 520】 
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新規 
文化財保護費 
（富良野弥栄太鼓５０周年実行委員会 

補助金） 
500 

創立 50 周年を記念し、公演、式典及び記念誌発行に係る補助 

【教育基金繰入金 500】 

新規 デジタル健幸ポイント導入事業費 16,457 
WEB サイトの提供と健康ポイントのデジタル化を図る 

【国庫支出金 16,457】 

 地域医療対策費 10,000 
富良野二次医療圏の地域センターが行う医師確保のための各種事業経費に対して支援

を行い、富良野地域の医療体制維持を図る 
【一般財源（特別交付税措置あり）】 

 医師養成確保修学資金貸付金 4,200 
地域医療を担う医師の要請及び確保を図り、市⺠への安定的な医療提供体制を確立する

ため、医学生に対し修学に必要な資金を貸し付ける 
【一般財源 4,200】 

拡充 
地域センター病院周産期医療体制確保対策 
補助金 

40,050 
地域センター病院において、周産期医療体制を確保し、富良野地域で出産できる医療 

体制を維持するため助成を行う【地域センター病院周産期医療体制確保対策負担金 2,882、
一般財源 38,168（特別交付税措置あり）】 

新規 山部診療所運営事業費 21,029 
平成 27 年度より運営してきた医療法人に代わり、山部診療所の管理運営を行う 
【富良野市山部診療所診療収入 4,000、富良野市山部診療所手数料 10、 

ふるさと応援基金繰入金 10,000、市債（過疎ソフト）5,500】 

 看護職員養成修学資金貸付金 9,720 
養成施設に在学する者で、将来富良野市内の医療機関又は保健福祉施設において、看護

職員の業務に従事しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸付し、看護職員の確保を
図る【一般財源 9,720】 

新規 
芸術文化事業費 
（こけら落とし公演実行委員会交付金） 

5,500 
複合庁舎新ホールのオープニングイベント交付金 

【諸収入 2,600、一般財源 2,900】 
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演劇工場運営管理費 
（演劇工場吊物機構改修工事費） 

9,669 
ロープロック、開閉装置、手動ウィンチの交換等 

【ふるさと応援基金繰入金 9,669】 

新規 
体育施設管理費 
（スポーツセンター耐震診断業務委託料） 

9,950 
昭和 49 年に建築されたスポーツセンターの耐震診断を行う 

【国庫支出金 2,770、一般財源 7,180】 

拡充 地域おこし協力隊派遣事業費 20,640 
地域おこし協力隊員を３名から５名に増員し、地域課題解決に向けた取組について、 

積極的な推進を図る 
【一般財源 20,640（特別交付税措置あり）】 

 関係人口創出事業費 5,055 
関係人口創出による将来的な移住、定住、企業誘致の足掛かりをつくるため、首都圏等

の企業や個人事業主などのテレワーク受入環境整備に向けた検討及び試行を行う 
【一般財源 5,055】 
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 防衛施設周辺農業用施設設置事業補助金 66,251 
防衛施設に影響を受ける周辺地域での農業機械等の導入を図る 

【国庫支出金 66,251】 

 スマート農業促進支援事業費 4,880 
ICT 技術を活用したスマート農業の取り組みにより省力化を推進、経営規模の維持・ 

拡大を図る 
【国庫支出金 4,880】 

 道営草地畜産基盤整備事業費 50,666 
草地整備改良、雑用水施設整備、哺育育成センター整備 

【事業負担金 1,950、市債（過疎ハード）45,000、一般財源 3,716】 
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新規 玉葱選果施設整備事業補助金 500,000 
JA ふらのが整備する玉葱選果設備に経費の一部支援を行い農業者負担の低減を図る 

【市債（過疎ハード）500,000】 

新規 国営富良野南富地区基盤整備推進事業費 2,600 
令和 4 年度より地区調査を行い、国営農地再編整備事業、富良野南富地区の事業実施に

向け推進するため、地元関係団体（富良野市、南富良野町、JA ふらの、空知川土地改良
区）で地元調整等を行う農業センターの運営費【国庫支出金 2,600】 

拡大 地域振興消費拡大推進事業補助金 42,732 
市内経済の早期回復へ向けた「地元店舗応援クーポン」と歳末商戦に合わせて地域内 

消費確保を図る「プレミアム付きふらの市内共通商品券」を実施 
【国庫支出金 27,732、道支出金 15,000】 

拡充 中小企業振興資金融資事業費 27,759 

コロナ渦の影響を受けた中小企業者等に対し、資金の融資の円滑化と金融機関による 
伴走型支援を図ることにより、経営基盤の強化及び事業の活性化を促し、もって本市産業
経済の発展を資する事を目的とする 

令和 3 年 10 月に新設した経営安定サポート資金を継続 
【国庫支出金 20,229、一般財源 7,530】 
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拡大 富良野北道路市道清水山線道路改良事業費 522,364 
北海道開発局が施工する旭川十勝道路富良野北道路建設に伴う、 
市道清水山線移転工事 L=721.95m 
【国庫支出金 507,343、一般財源 15,021】 

 東９条道路改良舗装事業費 123,137 
L=370m 事業期間：H30〜R4 予定 
R4：道路改良舗装工事 L=190m、函渠工一式など 
【国庫支出金 61,080、市債 37,500、一般財源 24,557】 
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 南２丁目２道路改良舗装事業費 24,150 
L=350ｍ事業期間：R1〜R5 予定 
R4：道路改良工事 L=45m、支障物件移転補償 L=65m 
【国庫支出金 7,500、市債 8,500、一般財源 8,150】 

新規 南６丁目道路改良舗装事業費 36,800 
富良野文教地区都市再生整備計画事業の基幹事業として、道路改良、交差点照明、案内

サインの整備を行う L=335m 事業期間 R4〜R6 予定、R4：実施設計など 
【国庫支出金 1,320、市債 35,400、一般財源 80】 

 市道橋⻑寿命化事業費 115,000 
橋梁点検 85 橋、修繕設計 3 橋、修繕工事 1 橋 
【国庫支出金 63,420、市債 46,400、一般財源 5,180】 

 公園施設⻑寿命化事業費 34,753 
遊具等の施設修繕及び更新 5 公園 
【国庫支出金 14,400、市債 18,000、一般財源 2,353】 

 立地適正化計画策定事業費 9,845 

人口減少、少子高齢社会の中で、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに 
基づき、従来の土地利用の方針に加え、居住機能や都市機能の誘導によるコンパクト 
シティ形成に向けた取り組みを効果的に推進するため立地適正化計画を策定する 

【国庫支出金 2,886、一般財源 6,959】 

 東５条３丁目地区市街地再開発事業費 23,130 

「東５条３丁目地区市街地再開発事業」の推進を図るため、昨年度策定した地区再生 
計画に基づく重点整備地区に市街地再開発事業の事業計画の素案となる街区整備計画を
策定する 

【国庫支出金 7,000、ふるさと応援基金繰入金 10,000、一般財源 6,130】 

 地籍調査事業費 40,064 
東山 3-2 地区 調査面積 3.57 ㎢ 
東山 3-3 地区 調査面積 3.68 ㎢ 
【道支出金 27,942、手数料 352、諸収入 1、一般財源 11,769】 

 住宅改修等促進事業費 15,000 
個人住宅のリフォーム経費に対する助成、多世代同居住宅取得等に対する助成を行い、

居住環境向上、多世代同居による生活環境の向上、定住促進、地域経済の活性化を図る 
【ふるさと応援基金繰入金 15,000】 
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 まちなか居住促進助成金 1,500 
まちなか居住人口の増加を図り「にぎわいの創出」に寄与することを目的に、中心市街

地にある⺠間賃貸住宅への転居の際に必要となる費用の一部を助成する 
【一般財源 1,500】 

 住生活基本計画策定事業費 3,500 
現計画の見直し更新作業 
【国庫支出金 1,575、一般財源 1,925】 

 地域公共交通計画策定事業費 2,952 
まちづくりと連携した持続可能な公共交通ネットワークを構築することを目的に「富良

野市地域公共交通計画」を策定する 
【地域公共交通調査事業費補助金 147、一般財源 2,805】 

 新庁舎建設事業費 927,771 

新庁舎建設工事を完了し、開庁に向けた什器備品の整備、ネットワーク構築、設備移設
及び業務移転、前庭等の外構工事のほか、旧庁舎の解体工事を行う 

令和 4 年 5 月新庁舎完成、9 月開庁予定。 
【国庫支出金 78,800、庁舎等施設整備基金繰入金 203,571、市債 645,400】 

 地域活性化起業人活用事業費 5,544 
共創のまちづくりに向けて、⺠間企業において培った専門知識・業務経験・人脈・ノウ

ハウの活用、外部の視点を得ながら課題解決への取組を展開する。 
【一般財源 5,544（特別交付税措置あり）】 

拡充 ふるさと納税推進事業費 159,659 
富良野の魅力を生かした返礼品の充実により、地場産振興及び独自財源の確保、ふるさ

と納税をきっかけとした交流人口、関係人口の増加を目指す。 
【ふるさと応援寄附金 159,659】 

 総合計画推進事業費 5,677 
第６次総合計画を推進するため、進行管理、シティプロモーション戦略構築、市⺠を対

象としたワークショップ等を開催する。 
【一般財源 5,677】 

 コンビニ交付サービス事業費 6,838 
市⺠の利便性向上を図るため、コンビニで土⽇祝⽇も利用できる、マイナンバーカード

による住⺠票の写し等の交付サービスの実施。令和 4 年 2 月 24 ⽇開始。 
【一般財源 6,838】 
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 地球温暖化防止対策事業費 1,534 
地球温暖化防止対策として、再生可能エネルギー（ペレットストーブ、太陽光発電 

システム、薪ストーブ）導入経費に対して助成を行う 
【一般財源 1,534】 

新規 
環境保全対策事務費 
（再生可能エネルギー導入目標策定支援 

業務委託料） 
7,348 

2050 年ゼロカーボンシティの実現に向けた再生可能エネルギー導入目標及び各種 
施策の方向性を作成するための計画支援 

【二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 5,510、一般財源 1,838】 

新規 
ごみ減量と再資源化啓発事業費 
（富良野生活圏一般廃棄物広域分担処理 

基本計画策定支援業務委託料） 
4,048 

現行の処理基本計画の最終年度が令和 4 年度となることから、令和 5 年度以降の 
処理基本計画を策定 

【負担金 2,185、一般財源 1,863】 

新規 
ごみ減量と再資源化啓発事業費 
（一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 

委託料） 
5,456 

現在の基本計画の最終年度が令和４年度となることから、計画的なごみ処理の推進を 
図るための基本的な方針となる計画を策定 

【道支出金 2,000、一般財源 3,456】 

新規 
ごみ減量と再資源化啓発事業費 
（ごみ分別説明動画制作委託料） 

198 
スマートフォン視聴に対応するため 
【一般財源 198】 

※ 全ての事務事業は「一般会計事務事業別予算概要説明」及び「一般会計事務事業別予算概要説明（肉付け予算後）」にて参照願います 
【事務事業別概要説明の見方】 
担当課名：事務事業を行う窓口部署です 
款、項、目、事業、事業名：予算書と連動する番号及び事業名称です 
財源内訳：歳入する内訳を記載しています（国：国庫支出金、道：道支出金、起債：市債、その他：前出の特定財源以外の歳入） 
R3 予算額、前年比：（肉付け予算後）については、令和 4 年度当初予算との総額を記載しています 
事務事業概要：令和 4 年度に実施する事務事業内容を記載しています 


