
平成 30年度当初予算	 主要事業
資料 2

平成 30年度当初予算に係る主要な事業lc~ついて、人口減少に歯止めをかける視点で、本市の持続的な発展を図る
ための施策をとりまとめた「小緯市総合戦略」の4つの施策パッケージの目標に対応する事業及びその他の主要事業
に整理しました。

目標 :交通・住環境 。雇用・L/ジャーなどバランスの良い「あずましい暮らし」を実現する

新瀧:0

歓 :☆
事難 大籍帳 事業内容

予舞額

(千調)

罐
鰺

担当部

商業起業者定住促進事業費 ③行政
P17 雇F纂嘉磐菫蓮羹響麗蘇態藝露金窪壽装島房隻鯛瑳畠晟的 2′ 500 ○ 産業港湾部

21	 ☆ 既存街路防犯灯LEDイじ推進
事業費

⑥負担金
P15 扮 寧雪鯉纏鼈 鯰 燿

虻
18′000 ○ 立

０
ユ改建

3 !日 寿原邸改修事業費 ④建設
P3 通馨語整誓笹警藩2号墓鷲詰湯

に基づき、安全
v策
や快適

7′ 000 建設部

4 リノベーションまちづくり交流
事業費

政
１∝

Ｐ２
舗基ζ翁こ畠3ζ轟歴2霙語琴

験としてヽ空き家、空き店
。空さ家所有者の意識調査の実施

6′400 建設部

☆ 除雪費

⑤維持
P4

⑥負担金
P15

曇量唇[曇麟OI曇信
響雪筵虞窪覇経讐美雇蜃

:管
遷総F

・伍助沢に市民のための新たな雪堆積場を開設

1′427′706 O 建言曼
=S

住宅エコリフォーム助成事業費 ⑥負担金
P16 艶摯鰭空璽基魔里獣差獣晟改修等

の住宅ェコリフォTムを
2′ 500 建言1=3

既存借上公営住宅事業費 ⑦特会
口2 警写雀辱闇琴雇暑詈窪署雷t辱震落

が借上げ、低所得の子 フ′520 建設3β

市営住宅改善事業費 ⑦特会
P2

虐総醤塵翁誉昴轟鮪慶霧穆
命化計画」に基づき、老朽化し

。長寿命化型改善	祝津住宅7・ 8号棟 :外壁等改修
潮見台A住宅 :外璧・ 屋根等改1多

144′800 建設86

公営住宅建替事業資 ⑦特会
P2

者朽化が進む若竹住宅3号棟の建替を実施

壬菫ダ
29～29年度 :解体工事、平成29γ30年度 :建替 647′ 600 建設部

鉄道駅パリアフリー化設備等
整備事業費補助金	 、

⑥負担金
P14

醐艮籍翁暴了昌暑るF需響 雪重馨騨Lダ
かる費用の一部を補

.厭借璽馨豪
ノド基遥番星馬指智君夢雷」り墨魃 度)

37′ 750 ○ 建設部

◎ 地域公共交通活F_‐ 1ヒ 事業賃 回Ｐ２‐
持続可能な地域公共交通ネットワークをの再構築を目0旬 と
して、地1或

/AN共交通網形成計画を策定
9,000 建設部

◎ 特定空家等住宅除却費助成事業費
⑥負担金
P14 曇澪言番星言量]量][譜讐重晶輝電季藝議あFむ5駐配 3′000 建設部

トイレの洋式化等整備事業費
Э維持
Pl

I

署f霜要詈撃移労律要鍵導あ藝罹瑳罫岳:2霙誌
に
:い

][「][蒼iSEl富
「

33[:言景[ri]|[]61F2
80′ 610

総務部
奎業港湾8β

主活環境部
儘祉38

醸設部
肖防本gs

紋育部



目標 :4ヽ樽で生まれ・暮らし・教育を受けることで地元定着を実現する

12

新規:o

拡大:☆
躙

☆

(保育料)

③行政
P13

第3子以降の保育料を完全無料化
(平成30年9月から)

(市負l_3分 )

10′920 ○ 墓ネ1=β

[「量I纂文熙呻痒坤黙影蒙魏言F
(市負l_8分 )

1′ 664
福祉部

☆ こども医療費助成 轍隧
:曽
「8霙震扉2罵受「覇楚2轟穀岳警勝λ:雰詈晉責着羞墨蕩

平成30年 8月から拡大される動成内容
入院の自己負担 (3歳以上小学生以下)

課税世帯	:	1割 負担	→	初診時一部負担金のみ

(通の施策分)

119′ 179

(市の施策分)

67′ 503

○ 医療保険部

3

4

5

☆ ひとり職家庭等医療助成 轍鍵
書瞥』詈38唇書50FttF覇

是湯ボ旱菫設雫聡嚢れ唇寒誘賛露

平成30年 8月から拡大される助成内容
入院の自己負担 (3歳以上小学生以下)

課税世帝	:	1割負担	→	初診時一部員担金のみ

(道の施策分)

61,294

(市の施策分)

20′580

○ 医療保険部

☆ 重度医療助成 ③行政
P7

齊暑)暑『尋雇2厭曇重a雫毒曇縄総窯ぉ費轟留雪L菖磐彗醤露

平成30年 8月 から拡大される勤成内容
入院の自己負担 (3歳以上小学生以下)

課税世帯	:	 寸割負担	→	初診時一部負担金のみ

(道の施策分)

342′ 315

(市の施策分)

142

○ 医療保険部

子育て短期支援事業費 ③行政
P12

[露言「信曇曇:奮董継写軍[E霊書曇露曇層暴予曇長争 316 福祉88

◎
ひとり親家庭等ヘルパー派遣
事業費

③行政
P12 鷲集2誓票看E≡纏

的に家事援習
が必要になつた際に、ヘ 222 福祉部

◎ 子どもの生活実態調査事業費 ③行政
P12 詈EI書艦言う量季重言8言量透重菫勇』F:重量纏響: 820 福祉部

周産期医療支援事業費補助金
⑥負担金
P8

濃寅霧倉嚢甲饉雀壽賢嚢雰露
に砲けた取組に対する支援

る釜鐘要釜褻鍍穆T震馨糧轟墨籍雰ダ
た呼設改修等に対す

19′650

39′ 000
○ 福祉部

フアミlJ―サポートセンター
事業費

③行政
Pll 彗羹客寅F留雲貸避嚢13署翼轟

をす予会員制の援助活動 6′ 369 福祉部

民間保育施設等整備支援事業費
補助金

⑥負担金
P7

認定こども園施設整備に対する補助
。いなほ幼稚園園舎改築工事

241′ 264 福祉部

◎ 産後ケア事業費 ③行政
P14 嘗言墨借

鶏婁だ「誘塵晶馨継展2奮薦
,畢
房抒雰奪書

g亀
600 保健所

☆ スクールカウンセラー関係経費 蜘閣 冨「
智縄菫蟄権軍裏爵夕

:墓薯こ男
gv犠弯99撃嵯薬

配
1′828 ○ 教育音E

語学指導等外国青年招致事業費
③行政
P24 融界介源嚢濯需6箸磁.象慶勝麻理藻襲亀デ5渇炉

派遣する
27′ 900 ○ 教育部

☆ 小学校英語教育推進事業費
③行政
P24 曇羅蟹冦層虐課」1墨建亀暴饒豪

れる英語教育を見据え、小
1′600 ○ 教育

=3

☆ キャリア教育推進事業資
③行政
P24

:言][[ζ警[]富言]暮』暑詈令蕃ま詈ξ」竜ン300 教育部

☆
コミュニティスクール導入等
促進事業資

CttLTI
P24 菖種管

運営協
議
会」の導入及び、準備っための研修会

青年 350 教育部
16

事業名 大獲韓 事業内容 穣
田

印 欄

担当部



1

1

19

21

22

24

25

27

29

30

1

大幅帳 事業内容

☆ 校外字習等助成事業費 ③行政
P25,27

学校と地域社会の連携の下、小樽の様々な教育資源を生か
した自然体験学習、社会体験活動、文化芸術体験活動、ボ
ランティア活動の充実を図る
。塩谷小学校	水難事故防止教室
・小3・ 4	 小樽港内遊覧屋形船における講話

(小学校)

4′479

(中学校)

4′ 688

○ 教育部

☆ 学校図書館整備費 ③行政
P26,27

図書整備のほか、学校図書館活動の活性化と児童生徒の読

震扇 Q轟翼ξttSた
め学校図書館loD書を1予増員 (小学

(小学校)

lo′ 353

(中学校)

4′940

教育部

児童用机・ 椅子更新事業費

生徒用机・ 椅子更新事業費

③行政

P2_5,27 蕊藝領i√F繕撃嵯罫舌罷遅墨蓼豪寧幾蚕算桑ギ犀遷ヂ
化 2′400

1′400
教育部

iCT教育促進事業費 ③行政
P28 中学校 1年生の普通数室へ大型テレビを設置 3′ 328 ○ 教育部

◎
校舎等耐震補強等事業費
(華lll学校) 嘲Ｐ５

校舎及び屋内運動場の耐震補強及び大規模改造
・H30実施設計、日31耐震補強及び大規模改造工事

25′000 教育部

◎
屋内運動場床改修事業資
(朝里小学校) 嚇Ｐ４

屋内運動場の床板の剥離による負傷事故防止のため、劣化
した床板の改修を実施

7′ 000 教育部

教育支援活動推進事業費 轍墜

学校 家庭 地域が連携して教育に取り組むため、学校及び
家庭教育における地域の支援体制づ<り を実施
。「学校支援ボランティア」による授業補助や読み間かせ
等の学校支援

ゃ菖霰菫曇警轟孟6産彗種藤嚢義墨お璧轟
午前中、体育館

等J霙驀
わくわ

千
共育ネットワーク」による家庭数奮講座

2′ 000 教育部

「簿つ子学校サポート」関係経費 的Ｐ２８
金

学生及び高校生奮市内のだヽ中学校
今
派遣し学習支鐸を実 300 O 教育部

子ども読書活動推進事業費 蜘機

扇雷磐冒窪豪甚P露「撃震とぉ胃言嚢⑮蓬轟名羅窪
な立

。「小樽市子どもの読書活動推進計画」策定 (H31～
40)

.曇藩菖憑墓蔓甚
テイアとの連携による読書活動の推進

1′900 ○ 教育部

スポーツ選手交流事業費 蜘閣
市内小学校でプロスポーッ選手による出前授業を開催 441 ○ 教育部

☆
おたる運河□―ドレース大会
実行委員会補助金

⑥負担金
P19 賛墾襴

ドレース大
す
実行委

雫
会に対する補

響
2′ 100 ○ 教育部

手宮公園競技場整備事業費 ⑤維持
P5

/AK認陸上競技場として必要な付帯設備の整備 (標識タイル
の設置)

3′ 500 ○ 教育部

総合体育館施設整備事業費 嘲Ｐ５
掌す管3さ用ぎ麗墨薦峯

ボ‐ルにも対応lBI能琴移動Jltバス
9′400 ○ 教育部

◎ アイアンホース号整備事業資 嚇門 β墓
博
子
館P111号

[‖鷲場琴窮
ン7ぶ猟詐 14′000 教育部

特別展開催経費 蜘Ｐ２９
開館40周年記念「小田観螢と小樽の短歌」
(平成30年 11月3日～平成31年 1月6日 )

200 〇 教育部

特8り 展 I開催経費 ③行政
P29 」燃震黍響翼嚢霰機,f属麗藁ヽ年:渕 琶E3炉

李 464 ○ 教育部

特別展 I開催経費 蜘閣
裏:ぶ毒雫震曇薔ぁ紫墨薄

°周守:没後35年 (中1善

(平成30410月 27日～平成31年2月24日 )

1′003 ○ 教育部

企画展等開催事業費
③行政
P29

「小樽の美術 (仮)」
(平成31年3月2日～4月末)

172 ○ 教育部

33

事鑢
予算額

(千爾)

撞当部



目標 ;観光を軸とした地場産業の振興により、にぎわいを取り戻し、雇用創出を実現する

13

14

15

16

1

2

３

　

　

　

４

6

7

8

9

翻 :◎

献 1☆
事業名 大篠帳 事業内容

予舞鎮

(千円)

市躍

会約
担当郡

ふるさと納税関係経費 ③行政
P4

まちづ<り施策への賛同者の増加と地1或経済の活性化を図
るため、一定額以上の寄附者に対して本市特産品を送付

48′300 ○ 財政音6

小樽港クルーズ推進事業費 ③行政
P20

市や国などの行政機関と民間団体で構成される小樽港ク
ルーズ推進協議会によるクルーズ客船誘致活動や、クルー
ズ客船受入体制の強化

13′ 100 ○ 産業港湾きβ

小樽港物流促進プElジ ェクト
事業費

③行政
P20

小樽港の物流促進のため、ロシア極東地域及び中国での情
報収集、関東・関西エリアにおけるポートセールスを実施

1′ 700 ○ 産業港湾部

観光誘致促進事業費補助金
⑥負担金
P12

台湾 。マレーシア旅行博出展や、国内・道内プElモ ーショ
ン活動等、小樽観光協会が行う誘致宣伝活動への補助

6′ 200 ○ 産業港湾音β

◎
EElケツーリズムによるシティ
プロモーション事業費補助金

⑥負担金
P13

映像関係者へのセールスによる映画などの大型撮影の誘致
を目指し、CIlケ とご当地グルメの祭典「全国ふるさと雫子
園」に1晦道初の出展

1′000 ○ 産業港湾部

東アジア圏等観光客誘致広域
連携事業費補助金

⑥負担金
P14

vvebを 活用したアジア諸国や英語圏への情報発信、国際旅
行博への出展、キーパニソン招致等のプロモーションを実
施

1′ 200 ○ 産業港湾部

日本遺産認定関係経費 ③行政
P16

日本遺産認定を目捲し、シンポジウムの開催や道内外にお
ける先進地視察などを実施

800 ○ 産業港湾
=β

北前船日本遺産推進協議会負担金
⑥負担金
P9

平成29年 4月 に認定された「荒波を越えた男たちの夢が
紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」について追力0
認定を目指し、同協議会へ参力o

500 ○ 産業港湾部

◎
小樽地域雇用創造協議会補助金

′′						 貸付金
③行IEA

P16
産業振興施策等との連携の下、厚生労働省の実践型地域雇
用倉」造事業を活用し、地域の企業活動を活性化し雇用倉」出
を目指す協議会の運堂を支援

15′ 100 産業港湾8β

企業誘致促進事業費
Э行政
P17

首都圏など道外の企業への訪間による誘致活動のほか、産
業展出展による企業立地PR活動を実施

2′ 000 ○ 産業港湾部

1 !T鶉連企業等誘致健進補助金
⑥負担金
Pll

市内中心部での雇用創出のため、市外からの1丁関連企業等
の進出を対象:こ 、施設改修費用やランニングコストの一部
を補助

10′ 000 ○ 産業港湾gs

海外販路拡大支援事業費
③行政
P18

海外への販路拡大を目的とした商談会・展示会等への参加
費用補助や、札幌市等との連携事業による海外商談会 ,展

示会へ参加するほか、ベトナムにおいて産学宮による市場
開拓事業を実施

3/650 ○ 産業港湾部

「小樽産品J販路拡大支援事業費 轍離
市内食料品製造業者の北海道外への販路拡大を支援するた
め、商品開発力や商談スキルの向上を図る相談会を実施
し、首都圏で開催される大規模展示商談会に出展

3′ 700 ○ 産業港湾部

創業支援事業費 Э行政
P18

新たに創業する方に対し、事業開始にかかる内外装工事費
などの費用の一部を補助

19′000 ○ 産業港湾部

小樽産農産物PR事業費補助金
⑥負担金
P9

小樽で収穫される震産物を周知するため、直売施設での農
産物販売促進イベントを支援

100 ○ 産業港湾部

◎ 浅海増賛殖振興対策事業費補助金
Эttle金
P10

J」 l樽市漁業協同組合が実施するナマコ種苗生産事業に対す
る補助

300 産業港湾部

水産物プランドイし推進事業費
⑥負担金
Pll

小樽の地魚や水産力OI品を広<宣伝することによるAll名度
アップと消費拡大のほか、水産力0工品のプランド化を図る
ため、第3回小樽水産加エグランプリを開催

3′000 ○ 産業港湾部

重要文1じ財1日 日本郵船鶴
小練支店保存修理工事贅

④建設
P5

小樽市を代表する文イじ遺産である建造物の保存・活用を図
るための1多理を実施

17,400 ○ 教育部

歴史文化基本構想策定事業費
Э行政
P28

まちづ<り と文化財保存の両立を図るために、本市の文化
財及び周辺環境を保存・ 活用する基本方針となる「小樽市
歴史文イヒ基本構想」を策定

7′ 200 ○ 教育部

◎
スウェーデン芸術祭 IN小樽
2018実 行委員会補助金

⑥負担金
P18

スウェーデンのアーティストを迎え、絵画や彫刻、
タレーションによる現代アート展覧会を開催
(平成30年7月21日～9月 16日 ) ■

3/000 ○ 教育部

|:にぎわし`事生‐・
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拡大:☆
華懇 大掘銀 事業内容

予算額

(千調)

糠
館

鐘当部

随災関係経費
(防災行政無線 (同 報系)整備事業)

④建設
Pl

災害時の避難情報伝達向上を図ることを目39と した防災行
政無線の整備 (平成30年度 :実施設計)

9′ 000 ○ 総務部

防災関係経黄
(避難所機能強化事業)

③行政
P4 各避難所配備1ノている備蓄食料及び救急用品の更新 5′ 300 ○ 総務者β

後期高齢者医療歯科健康診査事業費 |1後期高齢
後期高齢者の□腔機能の低下や誤瞼性肺炎等の疾病予防の
ため、無料で歯科健診を実施

8′ 597 医療保険部

☆ 健康診査事業費 (各種がん検診賛)
③行政
P15

裂整 峯豊妻
卜
菫纏 緊ヅ 詫								 選襲と

した冑 `大腸・肺・孝Lがん検診と、20歳以上の女性を対象
とした子宮頸がん検診を実施。平成30年度は、胃がん検診
につしヽて50歳以上を対象に胃内視鏡検査を導入

53′ 000 ○ 保健所

◎ 子宮頸がん自己検査受診事業費 ③行政
P15

意顧漂ダ奮2暦墨年9P危よぎ曖基理蚤尾」
ルスの感染が

対象者 :平成28年度無料クーボン券送付者のうち、25。
30・ 35歳でクーボン末利用者

640 保健所

ふれあいパス事業費 ③行政
Pll

70歳以上の市民を対象に「ふれあいパス」 (ノ スヽ乗車証叉
は」n特殊乗車券)を交llll

203′ 500 福祉部

◎ 水難救助体制整備事業費 Э行政
P23

本市の海岸線において、要水難救助者が発生した際の救助
活動のため、救助用ボート等を整備

4′ 351 消防本部

消防団員安全装備品等整備
事業贅 麹Ｐ２３

地域にお1す る防災体制の強イしを図るため、小型消防ポンプ
を更新

1′ 373 消防本部

機動力増強 。近代でし事業費
Э建設
P5

資材搬送車及び災害救援車を統合更新し、救助支援車を導
入																 ′ 26′ 000 消防本部

◎ 救急業務高度イヒ推進事業資
④建設
P5

銭函支署に配置している普通救急自動車を高規格救急自動
車へ更新配備

27′ 000 消防本部

新摯 C
拡大:☆

事業名 大猛帳 事業内容
予爾

(千爾)

糠
蛹

担当部

総合計画策定関係経費 Э行政
P3

平成31年度から始まる次期総合計画を策定
・ 基本構想、基本計画策定

2′ フ00 ○ :な う分き各

自治基本条例推進等事業費
Э行政
P3

平成26年4月から施行した「小樽市自治基本条例Jについ
て、小樽のまちづくりに適しているかを検討するに当た
り、市民の意識・意向を探るため、フォーラムを開催

335 ○ 総誘部

◎
新市民プール・ 総合体育館施設規模
機能等検討経費

③行政
P3

複含施設の整備の具体化に庵けて、施設規模や機能などに
ついての 順 含施設の基本方針」を策定

324 0 率怠予ガ音β

◎ 個別施設計画策定事業費 ③行政
P4

集約化や複含化などにより公共施設の再編を示す「公共施
設再編計画」及び/A・共施設の適正な維持管理を進める「個
81J施設計画」を策定
平成30年度 :再編計画の素案作成
平成31年度 :再編計画策定
平成32年度 :個別施設計画策定

7′ 000 財政部

国直轄工事費負担金
北防波堤改良事業資 鑢セ

老朽イじした防波堤の改良による施設の延命化
。平成30年度	根固工 (L=100m/港外)

※国直轄事業	平成30年度全体工事費	102000千円
(うち市負担	15/10=15爾 干円)

15,000 産業港湾部

国直轄工事費負担金
第3号ふ頭岸壁改良事業費

●建設
P2

老朽化が進んでいる第3号ふ頭の16番岸壁及び17番岸壁
を改良
。平成30年度	16番岸壁改良(L=159m/舗装工等)

や冒壕零賓着	=λ騨 雫	457620千円
152′ 540 産業港湾部
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事業名
予算額

(千円)

担当郡

国直轄工事費負担金
第3号ふ頭泊地改良事業費 鐵陀

岸壁の者朽化対策と合わせ、泊地のしゅんせつを行い、大
型客船も接岸可能な施設整備を実施
・平成30年度	泊地し0んせつ(A=24,000ぼ )

※国直轄事業	平成30年度全体事業費	414,380千円
(うち市負担	15/10=62,157千 円)

62′ 157 産業港湾部

第2号ふ頭岸壁改良事業費
④建設
P2

外航船の係留施設を確保するため、老朽化したエプElン舗
装や附帯施設を改良
・平成30年度	上88コンクリートエ (L=66m)、 アス
フアルト舗装工 (A=570ぶ)等

22′ 600 産業港湾部

小樽港保安施設改良事業費 疇殴
国際EDンテすふ頭施設及び国際車両航送施設の保安措置に
必要な監視装置を改農(平成29～30年度)

・平成30年度	監視装置更新

120′000 産業港湾部

◎ 色内ふ頭老朽fヒ対策事業費 鐵Ｐ２
老本5イヒ対策工事に向けた、地質調査、基本設計及び実施設計
(H30総額 :53,2∞千隠、下水道会計分35,160千円)

18′ 040 産業港湾部

港湾上慶整備事業費
⑦特会
Pl

老朽化により使用が困難となつている既存の上屋に代わり、
中央ぶ、頭5番岸壁の背後地に上屋を建設(平成29～30年度)

660′ 000 産業澄湾音O

◎ 多目的荷役機械延命化対策事業費
〈本∝

円
多目的荷役機械 (平成15年設置)について、維持管理計画
書を作成し、延命化対策を実施

307000 薔業港湾部

◎ ひき船建造事業費
〈な鋳

Ｐ‐
老朽化が著しい現ひき船の後継船を導入 660′ 000 産業港湾部

北 しリベじ廃棄物処理広域連8
負担金

⑥負担金
P3

北しりべし廃棄物処理広域連含 (小樽市、積丹町、古平
Pl」、仁木町、余市町、赤丼川村)によるごみ焼却施設及び
リサイクルプラザの運営に要する経費

1′312,477 生活環境部

☆ 集団資源回収事業資 的Ｐ６

実施団体への支援を強化し、資源回収量の増力0図るため
に、これまでの奨励金 (回収量113につき3円)に加え、
平成27～29年の平均回収実績量と比較して増力8した実施
団体に加算金 (l	kgにつき3円 )を交付

9′000 生活環境部

都市公墨安全 。安心事業費
④建設
P41

者朽化した公園施設の更新やバリアフリー化を計画的に進
め、公園利用者の安全 。安心を確保
・ 平成30年度	遊異等の更新(みどり公園ほか7公園)、 ト
イレ等のバリアフリー化(銭函中央/A・園、平磯公園)

111,30o 建設部

小樽公園再整備事業費 鐵時
明治26年開園の小樽公園を再整備
・平成30年度	見晴台 トイレバリアフリー化ほか

30′400 建設部

◎
色肉埠頭公園立入防止柵設置事業資
(債務負担分) 鐸餡

/AN園利用再開に向けて立入防止柵を/AN園周辺に設置し、公
園利用者の安全を確保

57000 建言1き:

臨時市運整備事業費 鐵Ｐ３
市民生活の安全及び円滑な交通を確保ずるため、道路改良を
実施
。平成30年度整備予定	24路線

350′ 000 重:1=:

□―ドヒーテ ィング更新事業費 鐵Ｐ３
老朽イヒしたロードヒーティング施設を計画的に更新
・ 西通線ほか2路線

133′000 建言曼38

橋りょう長寿命化護業費 鐵餡

「小樽市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょうの修
繕等を計画的に実施
・修繕工事	銭函高架橋ほか3橋
・耐震化工事	銭函高架橋
・撤去工事	 小樽内橋

381′ 700 建設部

道路ストック更新事業費 嘲Ｐ４

老朽イじが進む道路ストック (道路 トンネル、舗装、道路附
属物、のり面盛土擁壁等)を「小樽道路ストック修繕更新
計画」に基づき修繕・更新
・舗装改良、道路照明更新	高商通線ほか4路線
・調査設計	手宮り|1通線

34′320 建設音B

高速適路周辺道路整備事業費 鑢認

北海道横断自動車道余市小樽間の開通に伴い発生する交通
の増加に対応する道路の整備
・舗装改良工事	徳助沢通線
・待避所新設	餅屋沢通線

42′000 i重 11言 [

建設機械整備費 嘲Ｐ４
亨藤菫3惨霊籍彎8饉儀

を目的に、除排雪機甲を計画的に更新 42′630 建設部

◎ 都市計画マスタープラン推進経費
③行政
P22

小樽市都市計画マスタープラン見直しのための、調査 `検
討及び全体構想 (素案)策定

ファ000 建設部

◎ 消防署女性専用施設整備費
⑤維持
P4

女性消防栗員の職場環境整備として、消防署に専用の夜眠
室や風呂等を整備

5′000 消防本部


