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平成３１年度千歳市各会計予算大綱 

 

 

平成３１年度千歳市各会計予算案を提出するに当たり、その大綱につきまして御説明

申し上げます。 

本予算案につきましては、市民生活への影響に配慮し、市政に空白が生じることのな

いよう、市政運営の基本となる経常的経費などの継続事業を中心とした「骨格予算」とい

たしましたが、成長を続ける本市の発展を止めることなく継続するため、一定程度の新規

事業や投資的経費についても盛り込むこととし、「財政標準化計画」の目標達成を基本と

して、財源の確保などにより一般財源の増加を抑え、中長期的な財政負担の推移を見据え

つつ、「第６期総合計画」の着実な推進を図り、「みんなで生き生き 活力創造都市 ちと

せ」の実現に向けて編成を行ったところであります。 

 その結果、予算案の総額を、 

一 般 会 計 ４１９億４，７０９万４千円 

特別会計（６会計） １４６億３，３２１万８千円 

合 計 ５６５億８，０３１万２千円 

としたところであります。 

 

一般会計では、前年度予算（以下「前年度」といいます。）に比べ、２５億    

１，４５６万１千円、６．４％の増となっております。 

歳入につきましては、一般財源で２５８億３，７６０万３千円となり、前年度に比べ

３億８，７６５万７千円、１．５％の増となっております。 

この内容は、国庫支出金で一般財源扱いとなる特定防衛施設周辺整備調整交付金など

の減により７億７，６３２万８千円、６５．７％の減、国有提供施設等所在市町村助成交

付金で１，０００万円、１．９％の減、繰入金で２億５千万円、６２．５％の減となって

いるものの、市税では、市民税、固定資産税などの増により３億４，９００万円、   

２．３％の増、地方交付税で７億８，０００万円、２１．９％の増、地方消費税交付金で

７，２００万円、３．６％の増、市債の臨時財政対策債で２億３，６００万円、１６．１ 

％の増となっております。 

特定財源では、１６１億９４９万１千円となり、２１億２，６９０万４千円、１５．２

％の増となっております。 

この内容は、繰入金で第２庁舎建設事業に伴う公共施設整備基金繰入金の皆減などで

７億６，１７５万４千円、５４．１％の減、市債で建設事業債の減により１億４，０１０

万円、１２．１％の減となっているものの、使用料及び手数料で事業系廃棄物処理手数料

の増などにより５，９５２万３千円、４．９％の増、国庫支出金で本庁舎改修、防災行政

無線デジタル化整備に伴う補助金などの増で６億６，５０８万４千円、１０．６％の増、

道支出金で介護サービス提供基盤等整備、温水プール改修に伴う交付金の皆増などで３億
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８，６０９万５千円、１６．６％の増、千歳科学技術大学の公立化に伴う寄附金の皆増で

１８億１，３１０万円の増となっております。 

次に歳出でありますが、経常費では、３２２億６，９２７万３千円となり、前年度に

比べ１５億６，７１８万７千円、５．１％の増となっております。 

これは、起債償還金元金・利子などで減となったものの、公立大学法人運営事業費で

公立千歳科学技術大学運営費交付金が皆増、児童扶養手当給付事業費、特定教育・保育施

設給付事業費、自立支援給付事業費などが増となったことなどによるものであります。 

また、投資的経費を除く臨時費では、５９億４，５００万５千円となり、２７億  

３，４５４万２千円、８５．２％の増となっております。 

これは、公立大学法人運営事業費で公立千歳科学技術大学施設整備基金積立金及び公

立大学法人施設整備事業費、介護サービス提供基盤等整備事業費などが皆増、新千歳空港

整備事業費などが増となったことによるものであります。 

投資的経費では、３７億３，２８１万６千円となり、１７億８，７１６万８千円、 

３２．４％の減となっております。 

これは、北陽小学校分離校建設事業費、公営住宅用途廃止事業費が皆増、市役所本庁

舎改修事業費、防災行政無線デジタル化整備事業費などで増となったものの、第２庁舎建

設事業費、小中学校非構造部材耐震化事業費などで皆減となったことが主な要因でありま

す。 

以下、計上いたしました主な予算につきまして、「第６期総合計画」に掲げた６つの

まちづくりの基本目標、行政経営の基本目標に沿ってご説明申し上げます。 

 

はじめに『あったかみのある地域福祉のまち』の予算であります。 

すべての市民が主役となり、地域でお互いに支え合いながら、心の豊かさやゆとりあ

る生活が実現でき、安心して暮らし続けられる、あったかみのあるまちづくりを進めるた

め、 

地域福祉推進事業費 ２０８万２千円 

千歳市社会福祉協議会支援事業費 ７，５４２万６千円 

民生委員関係業務経費 ２，４４１万６千円 

地域福祉計画策定業務経費 ４９２万５千円 

などを計上しております。 

 

市民一人ひとりが主役となった健康づくりや疾病予防対策を進めるとともに、地域の

医療水準の向上を図りながら、医療体制を充実するため、 

休日夜間急病センター運営事業費 ２億９１８万４千円 

予防接種推進事業費 ３億９１１万１千円 

妊産婦乳幼児委託健康診査事業費 ８，５１４万６千円 

市民健康診査事業費 ７，１３５万円 
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がん検診推進事業費 ７５６万６千円 

救急医療運営事業費 ８，１２４万２千円 

健康相談・教育事業費 ３３０万３千円 

不妊治療費助成事業費 ５８８万５千円 

病院事業繰出金 ９億９，８８９万５千円 

などを計上しております。 

 

高齢者や障がい者が安全に安心して自立した生活を送ることができる地域づくりを進

めるとともに、未来を担う子どもたちの健全な育成を図り、安心して子どもを生み育てる

ことができるように地域全体で子育てを支援するため、 

介護保険特別会計繰出金 ８億８，２９８万８千円 

介護サービス提供基盤等整備事業費 １億７，１２０万円 

高齢者・障がい者福祉サービス利用券助成事業費 ９，１５３万１千円 

自立支援給付事業費 ２１億２，３７５万５千円 

地域生活支援事業費 １億１，０９７万８千円 

障がい者就労支援事業費 １，２９９万３千円 

児童手当給付事業費 １０億９，０９６万４千円 

児童扶養手当給付事業費 ６億１，４７１万８千円 

障害児給付事業費 ２億７，８９４万７千円 

子ども医療費助成事業費 １億９，４４４万２千円 

特定教育・保育施設給付事業費 １７億２６６万８千円 

学童クラブ事業費 ８，９９４万８千円 

地域型保育施設給付事業費 ３億６，６４４万円 

ちとせ版ネウボラ事業費 ３０１万９千円 

産前・産後ケア事業費 １８万７千円 

などを計上しております。 

 

市民が安心し快適な日常生活を送れるよう市民生活の安定を図るとともに、だれもが

住み良さを実感し、支え合うコミュニティづくりに取り組むため、 

地方版総合戦略推進業務経費 ３２９万３千円 

コミュニティセンター管理運営業務経費 ９，４６０万５千円 

コミュニティセンター備品整備事業費 ２５９万９千円 

町内会育成事業費 ２，６５３万７千円 

生活困窮者自立支援事業費 １，３０６万５千円 

国民健康保険特別会計繰出金 ８億５，５２７万８千円 

後期高齢者医療費管理運営事業費 ９億５３３万５千円 

後期高齢者医療特別会計繰出金 ２億４，７０１万８千円 
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消費者保護事業費 ２９３万２千円 

生活保護事業費 ２６億４，６３９万４千円 

などを計上しております。 

 

男女が性別にかかわらず、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合う男女共同参

画社会を実現するため、 

男女共同参画推進事業費 ４８万９千円 

父子健康手帳発行事業費 ９万５千円 

などを計上しております。 

 

次に、『人と地球にやさしい環境のまち』の予算であります。 

地球温暖化防止に向けて、環境に配慮した行動の啓発を進めながら、環境学習の推進

とともに、地球環境の保全と低炭素社会の形成を図るため、 

環境情報提供事業費 ５４万７千円 

環境監視事業費 １，５４４万６千円 

環境基本計画策定業務経費 ５２３万５千円 

エコアクション推進事業費 ５１万１千円 

などを計上しております。 

 

資源の消費抑制・有効活用による環境への負荷低減や環境保全を進める循環型社会の

形成を目指し、 

ごみ減量・リサイクル化啓発事業費 １５５万９千円 

資源回収事業費 ４，９０３万９千円 

道央廃棄物処理組合経費 １，４０９万７千円 

道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費 ２９万円 

環境センター管理運営業務経費 ５億１９２万１千円 

防犯灯ＬＥＤ化促進事業費 ２，８０９万１千円 

などを計上しております。 

 

市民の快適な暮らしを支えるため、豊かな自然環境の保全と環境汚染等の未然防止に

努め、生活環境の向上を図るため、 

自然環境保全事業費 １３８万３千円 

下水道事業繰出金 ８億５，６１１万５千円 

などを計上しております。 

 

次に、『安全で安心して暮らせるまち』の予算であります。 

市民の生命及び財産を守るため、市民の防災意識の向上や防災訓練への参画を促すと
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ともに、治水の推進など、あらゆる災害に対応できる総合的な防災対策の強化を図るため、 

防災ハンドブック作成事業費 ５９６万７千円 

自主防災組織育成事業費 １７４万７千円 

災害応急対策用品等整備事業費 ４６７万７千円 

避難行動要支援者対策推進事業費 １４万９千円 

防災行政無線デジタル化整備事業費 ５億７，８２４万９千円 

避難用車両等整備事業費 ７，２００万９千円 

などを計上しております。 

 

地域における防犯や交通安全、子どもたちの安全確保の取組を推進し、市民が安心し

て暮らすことができる地域社会の実現を目指し、 

交通安全指導員配置経費 １，４５６万４千円 

スクールゾーン整備事業費 ６７万円 

防犯・交通安全市民活動促進事業費 １０９万４千円 

などを計上しております。 

 

複雑多様化する各種災害への対応力を強化するため、消防・救急体制の充実を目指し、 

消火栓更新事業費 １，４１８万７千円 

高機能消防指令センター設備更新事業費 １８０万１千円 

などを計上しております。 

 

防衛施設や航空機の飛行、車両の走行等に起因する諸障害について、関係機関との調

整を図りながら、その改善に取り組むため、 

在日米軍再編対策事業費 ５９４万円 

共同受信施設設置事業費 ９，８２５万円 

Ｃ経路舗装補修事業費 ３，２２４万５千円 

などを計上しております。 

 

住環境の整備や安定的な水道供給の充実を図るとともに、快適で安全な冬季の生活・

交通環境を確保するため、 

市営住宅管理業務経費 １億６，８３１万２千円 

公営住宅等長寿命化型改善等事業費 ３，３２６万４千円 

既存借上型市営住宅経費 ３，６１８万５千円 

建築物耐震改修促進業務経費 ２２８万２千円 

水道事業繰出金 １億３，９５３万７千円 

石狩東部広域水道企業団繰出金 ９，２２４万６千円 
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除排雪事業費 ４億９，９８７万５千円 

などを計上しております。 

 

次に、『学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち』の予算であります。 

社会の変化と個々のライフスタイルの多様化の中で、市民一人ひとりが時代に柔軟に

対応して、自ら課題を解決し、また、学んだ成果を地域で生かす生涯学習のまちづくりに

取り組むため、 

市民活動交流センター管理運営業務経費 １，３４０万５千円 

学校支援地域本部事業費 ３２４万３千円 

放課後子ども教室推進事業費 ３２万２千円 

などを計上しております。 

 

子どもたちの豊かな心と生きる力を育むため、幼稚園、小中学校、高等学校など、

様々な段階における学校教育と生涯にわたる学習ニーズに応じた社会教育の充実を目指し、 

修学支援事業費 １，１１６万８千円 

特別支援教育体制推進事業費 ５，２０３万５千円 

スクールバス運行経費 １億５，９３５万４千円 

スクールカウンセラー配置事業費 ４５５万７千円 

学力向上推進事業費 ６，４０２万８千円 

英語活動推進事業費 １７４万３千円 

道立高等支援学校改修事業費 ２，４８０万円 

小学校防音機能復旧事業費 １億８，１１７万７千円 

小中学校就学援助事業費 １億５，４８７万８千円 

小中学校校務用パソコン等更新事業費 ４，２４１万８千円 

小中学校コンピュータ教室用パソコン等更新事業費 １億３，６２１万４千円 

小中学校改修事業費 １億４，８２８万円 

幼稚園教育振興事業費 ６，４８８万７千円 

小中学校司書配置事業費 ３，８５４万２千円 

公立大学法人運営事業費 ２７億２，４７８万８千円 

公立大学法人施設整備事業費 ９，８１４万１千円 

などを計上しております。 

 

個性を生かした文化の創造やスポーツの振興、貴重な文化財の保護と活用、未来を担

う心豊かな青少年の育成を図るとともに、姉妹都市を始め国内外の様々な地域との交流を

促す環境づくりを進めるため、 

国際交流事業費 ９６６万２千円 

アンカレジ市訪問交流事業費 ８９９万２千円 
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青少年健全育成事業費 ２，４６８万４千円 

文化活動支援事業費 ２８４万４千円 

縄文遺跡群世界遺産登録推進事業費 ２４６万円 

国指定史跡整備事業費 ７７６万３千円 

スポーツ普及推進事業費 ７，６５９万２千円 

千歳青少年教育財団支援事業費 ８，５１９万２千円 

温水プール改修事業費 １億６８万８千円 

などを計上しております。 

 

次に、『活力ある産業拠点のまち』の予算であります。 

経営の安定化や担い手の育成・確保など農林業の振興を推進するとともに、千歳市特

有の水産資源の保護と増殖に取り組むため、 

農業振興資金貸付事業費 ８，０３３万円 

経営安定化対策事業費 １億６１万２千円 

有害鳥獣等駆除事業費 ４７０万４千円 

環境保全型農業直接支援対策事業費 ３，０９４万４千円 

養豚振興資金貸付事業費 ３，０００万円 

土地改良費 １億２，６２３万１千円 

林業費 １，１４０万４千円 

ヒメマス地域特産品ブランド化事業費 ３８万４千円 

支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費 ３，２５５万円 

などを計上しております。 

 

千歳市が持つ、空港を核とした交通の利便性や立地条件の優位性等を生かし、商業の

振興や流通機能の充実とともに、企業誘致の推進、高度技術産業や新産業の集積を図るた

め、 

企業誘致推進事業費 １，１２２万４千円 

立地企業振興事業費 １億６，７０２万７千円 

中小企業対策支援事業費 ５億７，７２３万５千円 

商店街振興事業補助事業費 ７４１万６千円 

商業等活性化事業費 １，１９６万円 

中心市街地機能維持事業費 １，８３８万３千円 

分譲地販売・管理事業費 ４，０１６万円 

などを計上しております。 

 

千歳市の特性や資源を生かしながら、多様化するニーズに対応できる観光の振興を進

めるとともに、だれもが健康で安心して働くことのできる就業の場の確保と雇用の安定に
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取り組むため、 

雇用情報センター設置運営事業費 ５１万３千円 

ＵＩＪターン就職促進事業費 ７２万６千円 

地元就職・人材確保支援事業費 ７４１万３千円 

観光ＰＲ事業費 ６４０万７千円 

観光客受入体制整備支援事業費 ２５２万５千円 

イベント支援事業費 １，００３万１千円 

千歳市観光ＰＲ大使等活動事業費 ５２５万９千円 

支笏湖温泉管理経費 １，３４３万４千円 

観光スポーツ連携事業費 ２５２万６千円 

外国人旅行者誘客事業費 ４１４万２千円 

２０２０東京オリンピック等大会直前合宿誘致促進事業費 ８６５万５千円 

などを計上しております。 

 

次に、『都市機能が充実したまち』の予算であります。 

長期的な視野に立ち、計画的な土地利用と魅力ある市街地の形成を推進するとともに、

まちのにぎわいを再生し、だれもが安全で快適な都市生活を営むことができるよう、安定

した地域社会の形成を目指し、コンパクトで成熟した都市づくりを進めるため、 

千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費 ２０万８千円 

都市計画マスタープラン策定業務経費 ５３９万７千円 

景観形成推進事業費 １０９万９千円 

などを計上しております。 

 

空・陸の交通拠点機能に優れた千歳市の特性を生かし、新千歳空港や道路などの交通

機能の充実と公共交通の利便性の向上とともに、各種都市機能の充実を図るため、 

バス路線確保対策補助事業費 ５，２７５万１千円 

新千歳空港２４時間運用枠拡大に伴う周辺環境対策事業費 ５，９６４万６千円 

道路維持管理業務経費 ３億６０６万８千円 

市道整備事業費 ３億２，９６０万５千円 

橋梁長寿命化対策事業費 １億５，３４５万９千円 

道路施設修繕事業費 ３，８３０万円 

長都駅前広場再整備事業費 ５，０００万円 

新千歳空港整備事業費 ２億３，０００万円 

などを計上しております。 

 

緑地の保全と緑化の推進を図り、市民が緑と親しみ、ふれあう機会を確保するため、 

公園緑地維持管理経費 ２億８，３６０万８千円 
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緑化推進事業費 ３，８２８万３千円 

市内公園整備事業費 ２，０５０万円 

千歳川桜プロジェクト事業費 １，０３０万円 

などを計上しております。 

 

次に、『市民協働による自主自立の行政経営』の予算であります。 

市民と行政が良きパートナーとしてそれぞれの特性や役割を理解し、対等の関係で市

民協働によるまちづくりを進めるため、 

市民協働推進事業費 ７１０万３千円 

ひと・まちづくり助成事業費 ２３０万円 

などを計上しております。 

 

地域経済や地域活動、コミュニティの形成に大きな役割を担っている自衛隊と共存共

栄するまちづくりを進めるため、 

自衛隊連絡調整業務経費 １０８万２千円 

自衛隊体制強化要望活動事業費 １３４万９千円 

などを計上しております。 

 

効率的、安定的な行財政運営や連携による広域行政を推進し、地域主権型社会に対応

できる自主自立のまちづくりを進めるため、 

市役所本庁舎改修事業費 ６億１，２４６万５千円 

ふるさと納税推進事業費 ８，５３７万２千円 

長期総合計画策定業務経費 ６４４万４千円 

行政情報システム再構築事業費 １億３，５５６万１千円 

などを計上しております。 

 

次に、「特別会計予算の概要」についてご説明申し上げます。 

国民健康保険特別会計につきましては、総額で７９億８，５７１万５千円となり、前

年度に比べ７０９万１千円、０．１％の減となっております。 

歳入では、道支出金で９，１８９万６千円、１．６％の増となっておりますが、一般

被保険者及び退職被保険者数の減などにより、国民健康保険料で５，４５４万７千円、 

４．０％、繰入金で４，４４５万円、４．８％のそれぞれ減を見込んでおります。 

歳出では、一人当たり医療費の増などにより、保険給付費で７，５１１万４千円、 

１．３％の増となっておりますが、総務費で１，３８９万７千円、７．７％、国民健康保

険事業費納付金で７，３８５万４千円、３．５％のそれぞれ減を見込んでおります。 

土地取得事業特別会計につきましては、総額で３８万円となり、前年度と同額となってお
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りますが、これは、歳入では、財産収入、繰越金など、歳出では、土地取得費、積立金でそ

れぞれ前年度と同額を見込んだことによるものであります。 

公設地方卸売市場事業特別会計につきましては、総額で４，２９６万２千円となり、

前年度に比べ２，４１９万２千円、３６．０％の減となっておりますが、これは、歳出に

おいて、定温設備、温風暖房機の更新事業の終了に伴い市場管理費で２，４３４万３千円、

３６．４％の減などを見込んだことによるものであります。 

霊園事業特別会計につきましては、総額で３，０３３万７千円となり、前年度に比べ

３２０万３千円、１１．８％の増となっております。 

歳入では、墓地貸付数の増及び末広霊園の再貸付開始に伴い使用料及び手数料で３７

６万１千円、１８．８％の増などを見込んでおります。 

歳出では、樹木剪定や長都共同墓地の通路整備などの実施に伴い霊園事業費で２１３

万３千円、１５．２％、霊園管理基金償還費の増により諸支出金で１０７万円、８．２％

の増を見込んでおります。 

介護保険特別会計につきましては、総額で５４億７，２３５万５千円となり、前年度

に比べ１億２，９９３万４千円、２．４％の増となっております。 

歳入では、介護保険給付費の増により国庫支出金で２，５４５万１千円、２．１％、

一般会計繰入金で４，９７０万１千円、６．０％、道支出金で２，３４３万３千円、

３．２％、支払基金交付金で３，９３５万３千円、２．９％のそれぞれ増を見込んでお

ります。 

歳出では、介護報酬改定に伴う増のほか、介護サービス利用者の増などに伴う介護保

険給付費で１億７，１２９万７千円、３．６％の増を見込んでおります。 

後期高齢者医療特別会計につきましては、総額で１１億１４６万９千円となり、前年

度に比べ６，２９１万９千円、６．１％の増となっております。 

歳入では、繰入金で９１３万９千円、３．６％の減となっておりますが、北海道後期

高齢者医療広域連合からの指示額増により、後期高齢者医療保険料で７，２８１万円、 

９．３％の増を見込んでおります。 

歳出では、総務費で６４１万１千円、２２．９％の減となっておりますが、指示額の

増により、後期高齢者医療広域連合納付金で６，９３３万円、６．９％の増を見込んでお

ります。 

 

以上で予算の大綱説明とさせていただきますが、よろしく御審議、御決定いただきま

すようお願い申し上げます。 


