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歳入
自主財源

37億1,385万9,000円

依存財源

①市税

20億6,016万6,000円

⑤地方譲与税

②使用料及び手数料

117億5,269万円
１億7,080万円

３億3,904万円

⑥利子割交付金

440万円

③諸収入

８億4,552万9,000円

⑦配当割交付金

360万円

④その他（財産収入など）

４億6,912万4,000円

⑧株式等譲渡所得割交付金

510万円

⑨地方消費税交付金

⑱（7.5％）
⑰
（8.0％）

①市税
（13.3％）

⑯国庫
支出金
（12.2％）
⑮地方交付税
（43.4％）

②使用料及び
手数料（2.2％）
③諸収入（5.5％）
④（3.0％）
⑤（1.1％）
⑥⑦⑧（0.1％）
⑨（3.2％）
⑩⑪（0.4％）
⑫⑬⑭（0.1％）

かっこ内は一般会計全体に占める割合

４億9,100万円

平成 30 年度

予算

総額 272億 1,896 万円 の使い道
問合せ

将来を見据えたまちづくり施策の推進と健全な財政運営のために「びばい未来交響プラン（第６期美唄市総合計
画）
」の都市像に掲げる「食・農・アートが響き合う 緑のまち 美唄」の実現を目指し、地域経済の活性化、環境
（ごみ処理・都市基盤）の整備、安全・安心の確保、人づくりを重点施策として、限られた財源の中で、事業の選択
と集中を図り、所要の事業について予算計上しています。主な事業については、６、７ページの通りです。

一 般 会 計

154 億 6,654 万 9,000 円

⑩ゴルフ場利用税交付金

1,110万円

目的別内訳

⑪自動車取得税交付金

4,600万円

①議会費

１億466万8,000円

⑫国有提供施設等所在
市町村助成交付金

37万8,000円

②総務費

６億1,462万7,000円

③民生費

29億2,273万1,000円

⑬地方特例交付金

420万円

④衛生費

６億6,493万2,000円

⑭交通安全対策特別交付金

420万円

⑤労働費

2,447万2,000円

⑮地方交付税

67億1,900万円

⑥農林費

８億6,973万9,000円

⑯国庫支出金

18億8,760万4,000円

⑦商工費

８億5,414万2,000円

⑰道支出金

12億3,493万7,000円

⑧土木費

11億8,078万2,000円

⑱市債

11億7,037万1,000円

⑨消防費

１億4,040万3,000円

⑩教育費

８億5,254万9,000円

⑪災害復旧費

自主財源とは…

依存財源とは…

地方公共団体が中央政府に依存しないで独自に調
達できる財源。地方税のほか、手数料・使用料・寄
附金など。

地方公共団体が中央政府や上層の地方公共団体に
依存するかたちで調達する財源。地方交付税のほか
国庫支出金・都道府県支出金など。
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30万円

⑫公債費

20億1,043万円

⑬職員費

26億7,531万6,000円

⑭諸支出金

25億3,165万8,000円

⑮予備費

⑮予備費
（0.1％）

（前年比

△０．０％）

①議会費（0.7％）
②総務費（4.0%）

⑭諸支出金
（16.4％）

歳出

③民生費
（18.9％）

⑬職員費
（17.3％）

④衛生費（4.3％）
⑤労働費（0.2％）
⑥農林費（5.6％）

⑫公債費
（13.0％）

⑦商工費（5.5％）

⑧土木費（7.6％）
⑨消防費（0.9％）
⑩教育費（5.5％）
⑪災害復旧費（0.0％）

2,000万円
かっこ内は一般会計全体に占める割合

特 別 会 計

かっこ内はすべて前年比

85億3,372万3,000円

（△10.4％）

市民バス会計

3,922万4,000円

（＋2.4％）

国民健康保険会計

29億8,288万円

（△24.2％）

下水道会計

17億1,885万7,000円

（△5.9％）

介護保険会計

27億5,039万5,000円

（＋1.4％）

介護サービス事業会計

２億2,727万1,000円

（＋3.0％）

後期高齢者医療会計

８億1,509万6,000円

（＋2.5％）

企 業 会 計

5

特定の資金で一般会計と区別して事業を行う会計

民間企業のようにその事業だけで独立採算をはかる会計

かっこ内はすべて前年比

32億1,869万円

（＋6.5％）

病院事業会計

19億4,471万4,000円

（＋10.8％）

水道事業会計

11億4,025万3,000円

（＋2.8％）

工業用水道事業会計

１億3,372万3,000円

（△15.8％）
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目的別内訳とは…

性質別内訳とは…

議会費、総務費、民生費など行政目的別に分類し
たもの。

人件費、物件費、維持補修費などその性質により
分類したもの。

歳 出 の 性 質 別 内 訳（前年比：％）
人件費（職員給与、議員報酬など）
25億4,018万2,000円 △1.2％

補助費等、 投資及び出資金（病院など企業会計への支出金、各種補助金など）
15億8,829万9,000円 △1.3％

採用人数が減ったことに伴い、昨年度より減
っています。

桂沢水道企業団等への出資が昨年度より減っています。

物件費（施設管理費、一般事業費など）
20億5,240万9,000円 ＋3.9％
維持補修費（除排雪、道路建物補修費）
６億9,333万1,000円 △1.3％
公共施設の維持補修や点検などの事業内容を
精査し、昨年度より減っています。

扶助費（生活保護、児童手当など）
27億2,252万4,000円 △2.1％
生活保護扶助事業等の減により昨年度より減
っています。

普通建設事業費（道路や建物などの建設費）
８億7,172万7,000円 +10.2％
橋りょう新設改良事業、体育施設整備事業など施設改修費用が増加したこ
となどから、昨年度より増えています。

繰出金（下水道など特別会計への支出金）
20億5,406万1,000円 ＋0.1％
公債費（借金の返済）
20億1,261万5,000円 △3.8％
公共施設の元金償還終了に伴い、昨年度より減っています。

その他（貸付金など）
９億3,140万1,000円 ＋3.9％

2018．
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豊かな景観あふれるエコロジーなまちづくり
ごみ運搬車整備事業

2,745万3,000円

ごみ収集平ボディ車とパッカー車を各1台購入します。

道路新設改良事業

7,793万4,000円

地域における未改良・未舗装の道路や側溝を整備し
ます。
美培線道路改良舗装整備……………Ｌ=
ゆたかニュータウン１線改良舗装…Ｌ=
生活関連道路 簡易舗装２地区……Ｌ=
側溝２地区……Ｌ=

除雪機械整備事業

109ｍ
195m
200m
150m

4,699万6,000円

冬期間の通行の安全確保のため、除雪ロータリ１台
を購入します。

公営住宅改善事業

3,720万7,000円

66万円

エキノコックス予防を実施するほか中学２・３年生
を対象にピロリ菌感染検査を行い、除菌治療費を助成
します。

生活困窮者自立支援事業
1,102万円9,000円
生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護手前の段
階で生活困窮者に対し、自立相談支援事業や住宅確保
給付金の支給を行うとともに就労実現を目指す被保護
者などに対し、寄り添い型の就労支援を行います。

主 な 事業

橋りょう新設改良事業

２億4,000万円

全国瞬時警報システム新型受信機整備事業
249万5,000円

全国瞬時警報システム（Ｊ-アラート）新型受信機を
整備します。

老朽化した橋りょう補修および実施設計を行います。
補

修：学田橋、稲見橋、光珠内跨道橋、山の
手跨道橋、旭町跨道橋
実施設計：川向橋

河川整備事業

3,062万4,000円

水防機能を強化するため、河川の整備を行います。

市立美唄病院事業
【救急】
【透析】
【改築事業】

農商工連携推進助成事業

203万5,000円

市内農業者および商工業者が美唄産の農産物を活用
した新商品の開発や、その商品の販路開拓等の取り組
みを行う事業の掘り起し、助成などの支援を行います。

特産品情報発信促進事業
4,226万3,000円
ふるさと納税のインターネットサイトやパンフレッ
ト等を活用し、ふるさと納税返礼品として市の特産品
などのＰＲを図るとともに、ふるさと納税をされた方
に対して特産品等を贈呈します。

ビバイイクシュンベツ号川
整備延長…Ｌ＝ 120ｍ

１億3,260万6,000円
１億8,064万8,000円
２億3,899万5,000円

美唄市医師会との連携による救急医療体制を引き続
き確保するとともに、透析治療が行える医療機関とし
て維持継続を図ります。また、在宅医療への取り組み
を推進するほか、近隣中核病院との医療連携を推進し、
地域医療の確保に努めます。美唄市地域医療再構築プ
ランに基づき、新病院改築事業に取り組むため、看護
宿舎等の解体などを行います。

消防車両整備事業

5,983万5,000円

大型水槽車（１台）を更新し、消防力の充実強化を
図ります。

みんなで力を合わせるまちづくり
美唄サテライト・キャンパス事業 ５万円
運営協議会が行う各種講座などの運営経費の一部を
負担金として支出します。
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人と情報が行き交いにぎわいが生まれるまちづくり

多目的宿泊施設管理運営事業 153万円
多目的宿泊施設トマーレびばいを適正に管理します。

移住・定住促進事業

2,575万4,000円

市外からの移住促進を図るため、新築・中古住宅を
購入され転入する方に対し、助成金を交付するほか、
平成30年度から市所有分譲地購入費および冬期間間口
除雪経費の一部を助成します。

環境保全型農業直接支援対策事業
5,270万6,000円
地球温暖化防止や生物多様性保全等の環境保全効果
の高い営農活動を取り組む農業者団体に対して、国や
道とともに支援します。

国内外観光客誘致対策事業 1,129万円
ＤＭＯ創設に向けた観光地づくりを推進するため、
スマートフォンによる観光情報ツールの活用や国内外
での観光プロモーションを実施するほか、外国人観光
客受け入れのための研修や教育旅行プログラムの作成、
サイクルガイドの育成やサイクル観光の受け入れ環境
整備など、国内外からの観光客誘致を図ります。

人と文化を育み交流が広がるまちづくり
不妊治療費助成事業

45万円

妊娠出産をかなえる支援として、不妊治療による経
済的、精神的な負担の軽減を図るため、特定不妊治療
（体外受精・顕微授精）の費用を一部助成します。

安全で安心して住めるまちづくり
新規

問合せ

入居者の居住環境の改善を図り安全を確保するため、
共練団地外部改修工事、東光団地の内部改修工事を行
います。

誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり
感染症予防対策事業

平成 30 年度

放課後児童対策事業

3,348万4,000円

小学校区ごとに施設を設置し、共働き等で日中保護
者がいない児童に対し、放課後、保護者などが迎えに
くるまでの間、支援員の下で適切な遊びを提供しなが
ら預かります。

小・中学校大規模改修事業
2,757万8,000円
経年劣化等により老朽化が進んでいる校舎や機械設
備などを計画的に更新・改修を行い、安全で安心な教
育環境を確保します。

認可外保育施設多子世帯保育料補助事業
176万4,000円
子育て支援、少子化対策として、多子世帯保護者の
経済的負担を軽減するため、対象児童が認可外保育施
設へ入所している世帯に対して、保育料を補助します。

病児保育室管理運営事業
680万3,000円
病気やけがにより通常の保育施設での集団保育が困
難な幼児の一時保育を実施し、安心して子育てができ
る環境を確保します。

体育施設整備事業

1億1,296万3,000円

社会資本整備総合交付金を活用し、市営野球場の改
修工事を行うほか、サン・スポーツランド屋外トイレ
を改修します。

平成30年度改修：大規模改修実施設計（中央小）
屋内運動場屋根改修（美唄中）
2018．
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