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税金などの収入で市民生活や教育、福祉
などの基本的な事業を行う会計です。

（単位：億円）
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料金や保険料などの収入で特定の事業
を行う場合などに設ける会計です。

民間企業と同じように、独立採算性を
原則としている会計です。

霊園事業

1億3,593万円

後期高齢者医療

2,353万円

56億9,160万円

11億9,301万円

79億9,759万円

公設地方卸売市場事業
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　食費 ６万９千円 　給料 １６万８千円
　　（人件費） 　　（市税）

　光熱水費・電話代 ８万３千円 　諸手当 １２万２千円
　　（物件費） 　　（国・道支出金）

　医療費 １０万４千円 　家族からの仕送り ８万９千円
　　（扶助費） 　　（地方交付税、交付金、譲与税）

　仕送り・小遣い ９万７千円 　同居家族からの収入 １万５千円
　　（補助費等、投資・出資、繰出金、貸付金） 　　（使用料及び手数料、分担金及び負担金）

　貯金の積み立て ９千円 　財産の運用による収入 ８千円
　　（積立金） 　　（財産収入）

　家の改修、家電の購入 ９万７千円 　貯金の活用 ４万５千円
　　（維持補修費、投資的経費） 　　（繰入金、繰越金）

　ローンの返済（元利） ５万円 　親類からの返済金など １万１千円
　　（公債費） 　　（諸収入）

　新たなローン借入 　５万１千円
５０万９千円 　　（市債）

５０万９千円

支　出 収　入

道路や公園などの
まちづくりのため
に ３万４千円

水道・下水道、
病院会計に
２万２千円

議会や市役所の
運営のために
１１万４千円

高齢者や障がいの
ある人、子育てなど
の福祉のために
１５万３千円

市債（借金）の
返済のために
５万円

教育、文化、
スポーツの振興
のために
９万１千円

病気予防、ごみ処理
などの保健衛生の
ために ２万４千円

商工業、農業などの
産業振興のために
１万７千円

消防や救急の
ために ４千円

千歳市の一般会計予算を目的別に、
市民１人あたりの金額に置き換えると･･･？

※千歳市の借金残高（約３６４億円）を市民１人あたりに換算すると、３７万２千円になります。

（令和３年度一般会計予算を、令和３年３月１日現在の人口97,875人で割ったもの。）

0

１人あたり

市民１人あたりの金額を性質別に、
家計簿に置き換えると･･･？

千 歳 市 の 家 計 簿



　　暮らしに必要な情報や市街地図を掲載し、主に本 　　祝梅在宅福祉センターは開設から20年が経過し、

　市への転入者に配布している千歳市ガイドの内容を 　施設の老朽化が進んでいることから、安定的な運営

　見直します。 　を図るため、食器消毒保管庫等を更新します。

　　点字図書室で使用している点字プリンターが老朽 　　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとと

　化しているため、更新します。 　もに、検査体制の強化を図るため、「千歳PCR検査

　センター」の運営を行います。

　　民間事業者が有する専門的かつ高度な知識や経験 　　市営認定こども園等において、マスクや消毒液等

　等を活用することにより、人材確保等の課題解決や 　の衛生用品や感染対策備品を購入するほか、私立認

　多様化する市民ニーズへの迅速な対応を図るため、 　定こども園等の子育て関連施設において衛生用品や

　令和3年度から学童クラブの運営を民間委託します。 　感染対策備品を購入する際の経費を補助します。

（他の主な実施事業）

・在宅福祉総合センター施設修繕事業費

・乳幼児委託健康診査事業費

　・(仮称)みどり台地区児童センター整備事業費　・救急医療運営事業費

　・高齢（障がい）者事業所新型コロナウイルス発生対応特別給付金事業費

　・高齢（障がい）者事業所感染症予防対策推進事業費　など

・不妊・不育症治療費助成事業費

　・総合福祉センター空調設備等更新事業費

　・保育定員拡大等施設整備事業費

・予防接種推進事業費

・休日夜間急病センター運営事業費

　・産前・産後ケア事業費

・特定教育・保育施設給付事業費　

１.あたたかさとつながりを心で感じられるまち

91万6千円（新規）千歳市ガイド作成業務経費

点字図書室等運営事業費 517万円（新規） 2,523万9千円（新規）千歳PCR検査センター運営事業費

学童クラブ事業費 2億1,371万2千円

祝梅在宅福祉センター施設修繕事業費 141万4千円（新規）

保育環境改善等事業費 3,025万円（新規）



　　公害の未然防止及び市民の健康で安全・快適な生 　　埋立処分地の残容量は残り少なくなっており、令

　活環境を確保するため、市内に設置する大気汚染物 　和4年以降、容量が不足することが想定されること

　質測定機器及び航空機騒音測定システムのうち、耐 　から、既存の埋立処分地を嵩上げすることにより、

　用年数を超えた機器を更新します。 　供用期間の延命化を図ります。

（他の主な実施事業）

・環境センター管理運営業務経費 ・共同受信施設設置事業費

・環境監視事業費

　・塵芥収集運搬業務経費　など

　　令和4年4月に開校するみどり台小学校の通学路に 　　消防通信指令システムを札幌圏6消防本部で共同

　おける安全確保を図るため、スクールゾーン標識を 　運用することで、効果的・効率的な応援体制を確立

　学校周辺8か所に新設します。 　でき、市民サービスの向上が図られることから、令

　和7年度からの共同運用開始に向けた更新整備費用

　の一部を負担します。

　　緊急車両・公用車の燃料を確保することや、災害 　　消防広報車について、主要構造部の腐食により運

　発生等の初動活動時の72時間分の燃料を確保する 　行停止としていることから、更新します。

　ため、自家給油取扱所を更新整備します。

（他の主な実施事業）

　・交通安全教育施設再整備事業費 ・防犯灯ＬＥＤ化促進事業費 ・地域防災計画業務経費

　・消防用資器材管理倉庫更新整備事業費 ・暴力追放・防犯対策事業費

　・救急備品等整備事業費 ・火災予防等推進普及事業費　など

・防災無線管理運営業務経費

362万7千円

2,855万2千円

　・道央廃棄物処理組合焼却施設建設事業費

・ごみ減量・リサイクル化啓発事業費　

消防車両等更新事業費6,299万7千円 970万5千円自家給油取扱所更新整備事業費

　・自然環境保全事業費

スクールゾーン整備事業費 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

第3埋立処分地嵩上げ事業費環境保全測定機器整備事業費

２.豊かな自然を育み快適で住みよいまち

３.災害や危険から暮らしを守るまち

2億4,615万7千円



　　アイヌ文化伝承の担い手を育成するため、千歳ア 　　アイヌの人々の伝統的生活空間であるイオルを再

　イヌ協会を実施主体とするアイヌ文化講座を開催し、 　生し、伝承活動に必要な環境形成を行うため、令和

　また、協会若手会員のアイヌ文化継承者としての育 　3年度は、アイヌ伝統の鮭漁に使用する丸木舟(チプ)

　成を行います。 　の製作と共用林資源調査を行います。

　　青葉陸上競技場で使用している棒高跳び用マット 　　青葉公園庭球場の審判台は、購入から40年以上が

　は、購入から24年以上が経過し、経年劣化が進んで 　経過し、経年劣化が進んでいることから、利用者の

　いることから、利用者の安全を確保するため更新し 　安全を確保するため更新します。

　ます。

（他の主な実施事業）

・修学支援事業費

　・公立大学法人修学支援事業費 ・公立大学法人施設整備事業費

　・縄文遺跡群世界遺産登録推進事業費

　

　　企業等が取り組むリモートワーク等の多様な働き 　　支笏湖チップ（ヒメマス）のブランド化を目指し、

　方を支援し、サテライトオフィス等の設置を促進す 　地域と連携して商品開発やプロモーション活動等を

　ることにより、本市への新たな人の流れの創出と地 　支援していきます。

　域経済の活性化を図ります。

　　公設地方卸売市場の冷凍庫は、設置から30年が 　　美笛キャンプ場全体に水を供給する給水ポンプ３

　経過し、故障が頻繁に発生しており、市場の運営に 　台のうち２台が故障していることから、美笛キャン

　支障をきたしていることから、設備を更新すること 　プ場の安定的な管理運営を行うため、故障した給水

　で生鮮食料品の安定的な供給を図ります。 　ポンプを修繕します。

　

（他の主な実施事業）

・立地企業振興事業費

・UIJターン就職促進事業費

　・観光基本計画策定業務経費　など

青葉陸上競技場備品整備事業費 365万2千円（新規）

アイヌ文化イオル再生事業費

４.充実した学びと豊かな文化・スポーツのまち

青葉公園庭球場備品整備事業費

784万3千円（新規）アイヌ文化担い手育成事業費 599万5千円（新規）

183万1千円（新規）

470万4千円

美笛キャンプ場給水ポンプ棟修繕事業費927万3千円（新規）公設地方卸売市場設備更新事業費

ヒメマス地域特産品ブランド化事業費サテライトオフィス等設置促進事業費

・オリンピック聖火リレー千歳開催事業費 ・観光ＰＲ事業費

　・支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費

　・2020東京オリンピック等大会直前合宿誘致促進事業費

・みどり台小学校建設事業費

・国指定史跡整備事業費

390万円（新規）

　・中小企業対策支援事業費 ・地元就職・人材確保支援事業費

480万7千円（新規）

５.地の利と資源を生かした産業のまち

　・小中学校ICT機器等整備事業費

・温水プール改修事業費　など・アイヌ政策推進事業費

・企業誘致プロモーション事業費



　　グリーンベルトやその周辺の公共空間を北海道の 　　住生活全般の質の向上を図るため、「千歳市住生

　空の玄関口としてふさわしい、人を惹きつける魅力 　活基本計画」を策定し、総合的な住宅施策の取り組

　ある「まちの顔」として再生を図るため、エリアプ 　みを進めます。

　ラットフォーム（協議会）の構築とイベントやワー

　クショップ等の実証実験を実施します。

（他の主な実施事業）

　・都市計画マスタープラン策定業務経費 ・グリーンベルト地下駐車場施設更新事業費

　・地域公共交通利用促進事業費 ・千歳駅前広場再整備事業費

　　新型コロナウイルス感染症対策と町内会活動の両 　　ホームページやSNS等、多様な手法で情報発信の

　立を図るとともに、効率的な町内会活動のICT化を 　充実を図ることにより、交流人口の拡大や関係人口

　促進するため、千歳市町内会連合会が実施する「町 　の創出を図ります。

　内会ICT活用支援事業」に対して補助金を交付しま 　　令和3年度は、LINEを活用したプッシュ型通知機

　す。 　能を導入し、受信者の希望する情報を選択できるよ

　う、機能強化を図ります。

（他の主な実施事業）

　・ふるさと納税推進事業費

　・AI・RPA導入推進事業費

　

　・市税徴収業務経費　など

・千歳市議会議員選挙執行経費

700万1千円町内会育成事業費 2,278万8千円 情報発信力強化事業費

７.多彩な市民とオール千歳で挑戦するまち

・個人番号カード発行経費

・市有財産管理業務経費・長期総合計画推進業務経費

　・林東公園整備事業費　など

・バス路線確保対策補助事業費

・防雪柵整備事業費 ・新千歳空港整備事業費

住生活基本計画策定業務経費 1,010万7千円（新規）700万円（新規）

６.暮らしやすく便利な都市基盤があるまち

官民連携まちなか活性化推進事業費

　・路面下空洞化調査事業費

　・公園緑地維持管理経費 ・市内公園整備事業費 ・青葉公園整備事業費

・市道整備事業費

千歳市の財政に関するお問い合わせは・・・

千歳市総務部財政課 Tel ：0123-24-0541(直通)
Mail：zaisei@city.chitose.lg.jp


