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令和３年度千歳市各会計予算大綱 

 

 

令和３年度の予算案及び関連議案を提出するに当たり、その大綱につきましてご説明申

し上げます。 

 

（はじめに） 

昨年１月に日本国内において初めて感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、

世界的規模で拡大し、日常の生活、経済や産業が多大な影響を受けるという、我々がかつ

て経験したことのない事態に陥り、その影響は現在も続いております。 

本市におきましても、この一年、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急総合対策」

として、９回にわたる補正予算を編成し、対応してまいりました。 

財政標準化計画で築き上げてきた「強固で持続可能な財政基盤」の成果を最大限発揮し

て編成したものであり、可能な限りの感染拡大防止や経済対策などを講じることによって、

「市民の暮らし」や「事業者の事業活動」を守る取組みを進めてまいりました。 

国内でも新型コロナウイルスワクチンの接種が段階的に始まっておりますが、収束への

道筋は見通しが立たず、今後も感染拡大防止と社会経済活動の両立という極めて困難な対

応が求められております。 

 

（令和３年度予算編成の考え方） 

新型コロナウイルス感染症は、本市の財政に大きな影響を及ぼしております。 

令和３年度歳入歳出予算概算要求において、歳出の増額要求に対し、市税等の歳入が大

きく減少する見通しにより、財政収支の大幅な悪化が見込まれました。 

令和３年度予算編成の時点では、中長期にわたる今後の動向を予見することは、大変難

しい状況であることから、予算編成に当たっては原点に立ち返り、「歳入に見合った歳出」

と「限られた財源による最大の効果」を念頭に、より一層の「選択と集中」を意識して編

成してまいりました。 

 

（収支不足への対処） 

歳入一般財源では、当初予算の本要求時点で見込まれた３７億８千万円の収支不足に対

して、国の税制改正大綱などによる市税収入の見直しで２億円、地方財政計画に基づいた

精査によって、地方交付税で５億６千万円、臨時財政対策債で７億６千万円、地方消費税

交付金で２億１千万円、合計で１７億３千万円を確保し、歳出一般財源では、マイナス

５％のシーリングで６億円、全庁的な事業見直しで１億４千万円、経費の精査や基金の活

用で６億１千万円、合計で１３億５千万円を削減し、さらに、例年４億円としている財政

調整基金繰入金を７億円に増額して編成したところであります。 
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マイナスシーリングについては、関係団体などにおいても御理解を賜り、御協力いただ

いたところであり、感謝を申し上げます。 

 

（選択と集中） 

また、「選択と集中」、メリハリのある予算編成とするため、歳出予算を精査する一方、

新型コロナウイルスの感染拡大防止や、新しい生活様式への対応として３９事業、第７期

総合計画における将来都市像の実現に向け、将来人口１０万人を目指した人口増加策を１

１事業、総額１２億５千万円の「優先課題推進枠」を取りまとめ、予算の重点化を行って

おります。 

 

（新たな生活、新たなまちへの"新時代"予算） 

第７期総合計画の初年度としては、財政的に困難なスタートとなりますが、新型コロナ

ウイルス感染症によるこの苦境を乗り越え、現在の対処と将来の礎へ向けた事業を両立し、

第７期総合計画が掲げる将来都市像の実現と将来人口である１０万人を目指し、次の１０

年間のまちづくりに向けた歩みを止めることなく力強く進める必要があります。 

この思いを込め、令和３年度当初予算は、『新たな生活、新たなまちへの"新時代"予算』

と名付けたところであります。 

 

（補正予算と一体的な予算措置） 

新型コロナウイルス感染症の対応などについて、国は、過日成立した第３次補正予算と、

令和３年度の当初予算とを併せ、いわゆる「１５か月予算」として、感染拡大防止と社会

経済活動の両立を図るとしています。 

本市におきましても、国の予算と連動し、令和３年度当初予算では、一年間の基本的な

感染防止対策を中心に措置し、今年度の補正予算で措置した、繰越事業と一体的に編成す

ることによって、切れ目なく対策を講じてまいります。 

また今後、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や経済対策などの必要が生じた場

合には、補正予算で、きめ細やかに、迅速かつ機動的に対応してまいります。 

 

（地方財政計画） 

令和３年度の地方財政計画は、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び

現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地方団体が行政サービスを安定的に提供

しつつ、地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靭化、地方創生の推進、地域社会の

維持・再生等に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を

適切に反映した計上を行う一方、国の取り組みと基調を合わせた歳出改革を行い、また、

歳入面においては、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる

中、「経済財政運営と改革の基本計画２０１８」（平成３０年６月１５日閣議決定）で示

された「新経済・財政再生計画」を踏まえ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に
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必要となる地方の一般財源総額について、令和２年度地方財政計画の水準を下回らないよ

う実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源

不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補てん措置を講ずることとし

ております。 

 

（財政調整基金） 

 新型コロナウイルス感染症の拡大によって、令和２年度は、９回の補正予算を編成し、

「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急総合対策」を実施してまいりました。 

 その主たる財源は、財政調整基金繰入金であります。 

新型コロナウイルス感染症の拡大については、我々がかつて経験したことがない事態で

あり、刻々変化する状況に対して、目の前の課題への迅速な対応と、併せて、その先の動

向を予見しながらの対応が必要となりました。 

この結果、財政調整基金の残高は、令和元年度の歳計剰余金処分後の残高４３億７千万

円であったものが、財政調整基金繰入金を財源とした数次にわたる補正予算を編成した結

果、一般会計補正予算第８回（令和３年１月２７日可決）の段階で、令和２年度末の残高

見込みは、７億７千万円程度となりました。 

その後、令和３年度当初予算において、財政調整基金繰入金７億円を踏まえると、令和

３年度末の残高は、７千万円程度となる見込みとなりました。 

 平時であれば、財政調整基金の残高を確保しながら財政運営を行うところでありますが、

令和２年度は、迅速性が求められる状況にあって、財政標準化計画の目標を上回る残高が

確保されていたことから、基金残高や財源の見通しを立てながら、最終補正予算において

対応することを念頭に財政運営を進めてまいりました。 

 令和３年度当初予算において、新型コロナウイルス感染症の感染対策に係る予算を計上

しておりますが、感染症の収束や回復の状況によっては、財政出動が必要となる可能性が

あります。 

 このことから、今後も迅速に対策を実施するためには、債務が一定程度増加したとして

も、財政調整基金の残高確保が必要であると判断し、令和２年度一般会計補正予算第９回

において、「事業の確定等による不用額の整理」、「財政調整基金以外の基金残高の適正

化」及び「地方財政法第５条の特例債の活用」などによって、財政調整基金の残高を３５

億２千万円程度まで確保したところであります。 

この額は、令和３年度当初予算において計上した財政調整基金繰入金７億円を除いても、

補正予算の財源としては、２８億２千万円程度を確保しており、今後の対応に備えており

ます。 

 

（次期財政標準化計画） 

現財政標準化計画につきましては、大きくは「財政収支バランスの維持」と「地方債や

基金などの資産の改革」の２つの要素で構成されております。 
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次期財政計画は、新たな「中長期財政収支見通し」を策定し、今後の歳入歳出予算の課

題を整理したうえで、令和３年度予算編成方針に反映することを目指して取り組んでまい

りましたが、「市税等、歳入一般財源の減少」、「地方債現在高」及び「基金残高」など、

市の財政構造が大きく変化していることから、これまでの延長線上で推計することは困難

であり、計画案を抜本的に修正し、段階的な計画とする必要があります。 

このことから、次期財政標準化計画は、令和３年度予算編成の結果を踏まえ、財政収支

や各財政指標を検証するとともに、地方債や基金などの資産についても整理したうえで、

本年秋ごろまでに策定してまいります。 

 

 

（令和３年度予算案の概要） 

 令和３年度予算の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

 

令和３年度予算案の総額は、 

一 般 会 計 ４９８億  ８８９万４千円 

特別会計（６会計） １５０億９，６８５万  円 

合 計 ６４９億  ５７４万４千円 

としたところであります。 

 

（予算総額） 

一般会計では、前年度予算（以下「前年度」といいます。）に比べ、２億６２３万６千

円、０．４％の増となっております。 

歳入一般財源は、１億５，５１０万３千円の減でありますが、このうち、令和２年度に

起こした猶予特例債の償還１４億円に充てる市税等が含まれておりますので、実質的な歳

入一般財源は、１５億５，５１０万３千円の大幅な減であるといえます。 

歳入一般財源が大きく減少しているにも関わらず、過去最高の予算額となった要因とし

て、歳出予算、みどり台小学校建設事業の予算額、２６億７，００７万５千円があります

が、その財源内訳は、国庫支出金１０億６４１万円、地方債１２億６０万円、その他の財

源３億８，１４９万７千円、一般財源８，１５６万８千円となっており、さらに、この一

般財源には、特定防衛施設周辺整備調整交付金５，９８６万８千円や学校施設環境改善交

付金を充当しており、実質的な一般財源の充当はありません。 

また、公立大学法人施設整備事業についても同様に、予算額は１２億７，４４３万９千

円でありますが、その財源内訳は、その他の財源として基金繰入金を事業費の全額に充当

しており、一般財源の充当はありません。 

これら２事業の事業費の合計３９億４，４５１万４千円に対し、実質的な一般財源の充

当がないことが、市税等の一般財源が減少しているにも関わらず、予算額が過去最高と

なった主な要因であります。 
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また、新型コロナウイルスの感染症は、市内経済に影響を及ぼしており、市内経済の活

力を維持するため、一般会計、６特別会計及び３公営企業会計を合わせた全会計の工事請

負費では、前年度比２２億円、５６％増の６２億円、投資的経費では、３５億円、７５％

増の８２億１千万円として、一般財源が大きく縮小する中で財源を確保したうえで措置し

たものであります。 

 

（歳入予算） 

次に、歳入でありますが、２億６２３万６千円、０．４％の増であります。 

このうち歳入一般財源では、１億５，５１０万３千円の減であります。 

これは、市税で６億５，９９０万円、４．２％の増、地方特例交付金で３億７，７００

万円、４１８．９％の増、地方交付税で２億９，８００万円、７．０％の増、市債では、

臨時財政対策債の大幅な増で１０億６，１００万円、６２．８％の増のほか、法人事業税

交付金、地方消費税交付金などが増となったものの、地方譲与税において、航空機燃料譲

与税の大幅な減などにより２億３，９００万円、２８．９％の減、各基金からの繰入金で、

２３億５，２０９万６千円、７７．１％の減となったことによるものであります。 

歳入特定財源では、財産収入の不動産売払収入で、富丘団地跡地売払収入の皆減など５

億６３４万２千円、４１．６％の減、諸収入で北海道市町村備荒資金組合収入の皆減など

２４億４，９６８万７千円、７０．２％の減となったものの、みどり台小学校建設事業の

工事が本格化することなどにより、国庫支出金で７億８１２万３千円、９．９％の増、繰

入金のうち、空港を核としたまちづくり基金繰入金で２億８４４万５千円、１５４．５％

の増、公立大学法人施設整備事業の校舎増築により、公立千歳科学技術大学施設整備基金

繰入金で８億６，４８３万５千円、２１１．１％の増、小中学校のＩＣＴ等整備により、

新設の教育情報機器整備基金繰入金で２億７，７８４万１千円の皆増、一般財源の収支不

足分の対応で職員退職手当基金繰入金１億８千万円、１８０．０％の増、市債で１０億 

７，０６０万円、９３．３％の増などで、３億６，１３３万９千円の増となったものであ

ります。 

 

（歳出予算） 

次に、歳出でありますが、歳出総額は、４９８億８８９万４千円で、２億６２３万６千

円、０．４％の増であります。 

このうち、経常費では、３３６億８，０７５万５千円となり、前年度に比べ１億９，１

５６万２千円、０．６％の増となっております。 

これは、一般財源で、学童クラブ・児童館の民間委託により、会計年度任用職員の報酬

が減となったものの、特定財源で、扶助費や社会保障費が増加したことなどにより増と

なったものであります。 

次に、投資的経費を除く臨時費では、７９億２，２４８万６千円となり、３５億６０１

万８千円、３０．７％の減となっております。 
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これは、空港を核としたまちづくり基金積立金及び、公共施設整備基金積立金の減など

によるものであります。 

投資的経費では、８２億５６５万３千円となり、３５億２，０６９万２千円、７５．

１％の増となっております。 

これは、市役所本庁舎改修等附帯事業費などの皆減、小学校ＩＣＴ機器等整備事業費な

どが減となったものの、大和４丁目市有地売払い事業費などの皆増、（仮称）みどり台地

区児童センター整備事業費、道央廃棄物処理組合焼却処理施設建設事業費、第３埋立処分

地嵩上げ事業費、みどり台小学校建設事業費、中学校ＩＣＴ機器等整備事業費、公立大学

法人施設整備事業費などが増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７期総合計画」に掲げた７つのま

ちづくりの基本目標に沿ってご説明申し上げます。 

 

はじめに『基本目標１ あたたかさとつながりを心で感じられるまち』の予算であります。 

子どもから高齢者まで、また、一人暮らしから大家族まで、それぞれの年齢やライフス

タイルで生活している誰もが、お互いの理解を深め支え合うことができる「あたたかさと

つながりを心から感じられるまち」を目指し、 

地域福祉推進事業費 ３１万７千円 

成年後見制度利用支援事業費 ３８７万９千円 

健康相談・教育事業費  ２０３万５千円 

母子保健相談支援事業費 ４５万９千円 

休日夜間急病センター運営事業費 １億４，０９２万９千円 

老人クラブ育成事業費 ７８９万円 

高齢者福祉サービス利用券助成事業費 ４，７８６万８千円 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画進行管理経費 ４２万４千円 

地域生活支援事業費 ９，７５２万３千円 

自立支援給付事業費 ２３億５，３７９万７千円 

早期療育事業費 ５８５万４千円 

家庭児童相談室事業費 １１４万４千円 

子育て支援センター運営事業費 １，１３９万７千円 

認定こども園事業費 ６，５４９万５千円 

生活困窮者自立支援事業費 ７１６万３千円 

生活館管理運営事業費 １３３万４千円 

国民健康保険特別会計繰出金 ８億４，２０５万７千円 

消費者保護事業費 １１９万９千円 

市民相談事業費 １３６万５千円 

などを計上しております。 
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次に、『基本目標２ 豊かな自然を育み快適で住みよいまち』の予算であります。 

身近な生活空間から支笏湖を含む大自然まで、千歳に広がる豊かな自然環境を継承し、

快適に暮らすことができる「豊かな自然を育み快適で住みよいまち」を目指し、 

環境情報提供事業費 ４４万３千円 

エコアクション推進事業費 ３５万７千円 

自然環境保全事業費 ２５万円 

環境監視事業費 １，５２０万円 

ごみ減量・リサイクル化啓発事業費 １５１万９千円 

塵芥収集運搬業務経費 ３億９２２万８千円 

空地対策・害虫駆除事業費 ３６２万７千円 

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 ５，９５７万２千円 

などを計上しております。 

 

次に、『基本目標３ 災害や危険から暮らしを守るまち』の予算であります。 

 

災害への備えの意識や日常生活と隣り合わせにある交通事故、犯罪などを未然に防ぐ意

識を日頃から高め合い、安全・安心なまちづくりを着実に進め、被害を最小限に抑え、災

害時もみんなで助け合い、困難を乗り越えることができる「災害や危険から暮らしを守る

まち」を目指し、 

防災訓練事業費 ３０１万５千円 

防災無線管理運営業務経費 ２，０２１万７千円 

交通安全推進事業費 １４９万６千円 

暴力追放・防犯対策事業費 １５８万２千円 

札幌圏共同消防通信指令システム更新整備事業費 ２，２０２万４千円 

救急備品等整備事業費 ３５万９千円 

火災予防等推進普及事業費 １９２万２千円 

などを計上しております。 

 

次に、『基本目標４ 充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち』の予算であります。 

教育環境の整備を進め、幼児期から生涯にわたって市民が生き生きと学び、教育を深め

る機会を創出するとともに、文化芸術活動やスポーツ活動を通じて交流の輪を広げ、まち

づくりや地域活性化の力となっていく「充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち」を

目指し、 

市民活動交流センター管理運営業務経費 １，３３７万７千円 

地域学校協働活動推進事業費 ４６９万３千円 

小中学校ＩＣＴ機器等整備事業費 ２億９，１２３万４千円 
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学校保健安全業務経費 ８１０万３千円 

特別支援教育事業費 １６６万５千円 

生徒指導事業費 １１２万７千円 

給食提供業務経費 ３億４，４２３万１千円 

修学支援事業費 １，７５２万８千円 

公立大学政策業務経費 ５４万７千円 

高齢者学級開催事業費 ２７２万９千円 

青少年非行防止事業費 ３８２万２千円 

文化施設管理経費 ２１万円 

市民文化センター・市民ギャラリー施設管理経費  １億７，９５１万７千円 

文化財保護保存業務経費 ３２１万３千円 

縄文遺跡群世界遺産登録推進事業費 １３６万６千円 

アイヌ文化担い手育成事業費 ７８４万３千円 

スポーツ普及推進事業費 ７，３２５万９千円 

スポーツ施設管理業務経費 ２億３，６０９万９千円 

などを計上しております。 

 

次に、『基本目標５ 地の利と資源を生かした産業のまち』の予算であります。 

豊かな自然環境をはじめ、新千歳空港や多くの立地企業・人材など、千歳市が持つ地域

資源を生かし産業を振興することで、市民の生活が豊かになり、地域経済も発展する「地

の利と資源を生かした産業のまち」を目指し、 

 

多面的機能支払事業費 ６，３５５万２千円 

経営安定化対策事業費 ３，４４７万７千円 

農業人材力強化総合支援事業費 ２４１万４千円 

環境保全型農業直接支援対策事業費 ３，４９２万７千円 

森林整備事業費 １，３００万円 

ヒメマス保護振興事業費 １，９６１万３千円 

ヒメマス地域特産品ブランド化事業費 ４７０万４千円 

立地企業振興事業費 ２億５２１万２千円 

産学官共同研究促進事業費 １３８万円 

地場生産品育成推進事業費 １２７万５千円 

中小企業対策支援事業費 ６億２，２３５万１千円 

公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 ２，６３３万６千円 

観光ＰＲ事業費 １，２４２万３千円 

観光客受入体制整備支援事業費 ３０３万７千円 

国際交流事業費 ２０５万５千円 
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交流推進事業費 ４万２千円 

地元就職・人材確保支援事業費 １，０３６万１千円 

勤労者生活資金等貸付事業費 １５０万円 

などを計上しております。 

 

次に、『基本目標６ 暮らしやすく便利な都市基盤があるまち』の予算であります。 

これまで整備してきた都市基盤の利便性や強さを更に高め、市民が安心して快適に暮ら

し、にぎわいを生み出すことのできる「暮らしやすく便利な都市基盤があるまち」を目指

し、 

都市計画推進業務経費 ４９万２千円 

商業等活性化事業費 ９０９万８千円 

建築物耐震改修促進業務経費 １４４万円 

市営住宅管理業務経費 １億７，００１万８千円 

航空思想の普及啓発経費 １１万４千円 

空港機能整備促進事業費 １３２万円 

バス路線確保対策補助事業費 １億７，７９７万４千円 

千歳駅前広場再整備事業費 １，２６２万４千円 

市道整備事業費 ６億４，４４９万１千円 

除排雪事業費 ４億９，９８８万７千円 

治水対策事業費 ７９万２千円 

千歳川桜プロジェクト事業費 １，２７０万円 

市内公園整備事業費 １億５，３８３万円 

緑化推進事業費 ３，７０６万２千円 

石狩東部広域水道企業団繰出金 ８，９５１万１千円 

などを計上しております。 

 

次に、『基本目標７ 多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち』の予算であります。 

時代とともに生まれる様々な課題や目標に対し、千歳市民をはじめ、千歳市に縁のある

人たちが持つ多彩な知恵や経験を結集し、解決に向けて取り組んでいくことができる「多

彩な市民とオール千歳で挑戦するまち」を目指し、 

市民協働推進事業費 ２７８万６千円 

町内会育成事業費 ２，２７８万８千円 

男女共同参画推進事業費 １９万５千円 

市民の声を聴く事業費 ６３万９千円 

自衛隊体制強化要望活動事業費 １２７万６千円 

自衛隊連絡調整業務経費 １００万３千円 

情報発信力強化事業費 ７００万１千円 
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地方版総合戦略推進業務経費 ４２万４千円 

ＡＩ・ＲＰＡ導入推進事業費 ５１４万３千円 

起債償還金元金 ４７億４，１９０万９千円 

広域行政推進事業費 ４７万６千円 

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７９億９，７５８万９千円となり、前年

度に比べ７，６５４万８千円、０．９％の減となっております。 

歳入では、国民健康保険料で１，２３６万９千円、１．０％の増となったものの、道支

出金で８，１０７万６千円、１．４％、繰入金で７７０万１千円、０．９％とそれぞれ減

を見込んでおります。 

歳出では、北海道の納付金算定額が増加したことにより国民健康保険事業費納付金で１，

３２０万１千円、０．７％の増となったものの、総務費で３６９万円、２．１％、一般被

保険者の減などにより、保険給付費で８，９３０万１千円、１．５％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１億３，５９３万３千円となり、前年度に

比べ１億３，５５５万３千円、３５，６７１．８％の増となっております。 

これは、歳入において、大和４丁目市有地の土地売払収入により財産収入が１億３，５５

５万３千円、歳出において、土地開発基金償還金により諸支出金が１億３，５５５万３千円

のそれぞれ皆増となった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５，５１８万７千円となり、前

年度に比べ７８３万９千円、１６．６％の増となっております。 

これは、歳出において老朽化した冷凍設備の更新事業に伴う市場管理費の増などによる

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２，３５３万１千円となり、前年度に比べ３

１５万５千円、１１．８％の減となっております。 

これは、歳入では、千歳霊園における墓地貸付見込み数の減などに伴い使用料及び手数

料で７１万５千円、５．４％、繰入金で２４４万１千円、１８．６％のそれぞれ減を見込

み、歳出では、霊園事業費で１８５万２千円、９．６％の減などを見込んだことなどによ

るものであります。 

介護保険特別会計につきましては、総額で５６億９，１６０万５千円となり、前年度に

比べ１億８９５万３千円、２．０％の増となっております。 

歳入では、介護保険給付費の増などにより国庫支出金で２，３０４万４千円、１．８％、

支払基金交付金で３，３７６万６千円、２．４％、道支出金で２，１３４万３千円、２．

８％、繰入金で５，９７１万５千円、６．５％のそれぞれ増を見込んでおります。 
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歳出では、総務費で２，１７３万４千円、１２．０％の減となっておりますが、介護保

険給付費の増に伴い介護保険費で１億２，８３８万５千円、２．６％の増などを見込んで

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１１億９，３００万５千円となり、前

年度に比べ３，９１２万４千円、３．４％の増となっております。 

歳入では、システム改修費の皆減などにより繰入金で４２万９千円、０．２％の減と

なったものの、被保険者の増に伴い後期高齢者医療保険料で３，９７４万４千円、４．

５％の増となっております。 

歳出では、総務費で３８２万３千円、１８．２％の減となったものの、北海道後期高齢

者医療広域連合からの指示額の増により、後期高齢者医療広域連合納付金で４，２９４万

７千円、３．８％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。 


