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１　総論及び各会計予算額

　平成31年度予算は、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、

抑制基調としながらも、びばい未来交響プラン(第6期美唄市総合計画)の都市像に掲げている

「食・農・アートが響き合う 緑のまち 美唄」の完遂を見据え、経済振興や安全・安心な

暮らしに立脚した市民生活の実現に向け、国の交付金など有利な財源を活用しながら、

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たところです。

　平成31年度の総予算額は271億5,661万8千円で対前年度0.2％の減、そのうち一般会計に

ついては155億1,170万3千円で対前年度0.3％の増となっています。

（単位：百万円　％）

平成31年度
予　算　額

平成30年度
予　算　額

増　減

　美唄市総予算 27,157 27,219 △ 62

　うち一般会計 15,512 15,467 45

　うち特別会計 8,627 8,534 93

　うち企業会計 3,018 3,219 △ 201

【会計別予算額】 （単位：千円）

平成31年度 平成30年度

予　算　額 予　算　額

A B C＝(A－B)

15,511,703 15,466,549 45,154 0.3 ％

市民バス会計 39,431 39,224 207 0.5 ％

国民健康保険会計 3,022,717 2,982,880 39,837 1.3 ％

下水道会計 1,614,886 1,718,857 △ 103,971 △ 6.0 ％

介護保険会計 2,936,443 2,750,395 186,048 6.8 ％

介護サービス事業会計 232,946 227,271 5,675 2.5 ％

後期高齢者医療会計 780,971 815,096 △ 34,125 △ 4.2 ％

小　　　計 8,627,394 8,533,723 93,671 1.1 ％

病院事業会計 1,740,071 1,944,714 △ 204,643 △ 10.5 ％

水道事業会計 1,108,609 1,140,253 △ 31,644 △ 2.8 ％

工業用水道事業会計 168,841 133,723 35,118 26.3 ％

小　　　計 3,017,521 3,218,690 △ 201,169 △ 6.3 ％

27,156,618 27,218,962 △ 62,344 △ 0.2 ％

一　般　会　計

特
　
別
　
会
　
計

企
業
会
計

合　　　計

0.3

1.1

△ 6.3

会　計　名
比較増減額 増減率

（C/B）

平成31年度美唄市各会計予算の概要

　会計別の予算額については以下のとおりです。

増減率

△ 0.2

－2－



２　一般会計予算（歳入）について

○ 市税は、市民税、固定資産税などの減により対前年度5,331万4,000円(2.6％)の減

○ 地方消費税交付金は、平成30年度決算見込等を勘案し、対前年度3,030万円(6.2%)の減

○ 地方交付税は、普通交付税等の増により対前年度1億357万2,000円(1.5％)の増

○

○

○

○

○ 実質的な地方交付税(地方交付税に臨時財政対策債を加えたもの)は71億1,907万7,000円で、

対前年度3,390万6,000円(0.5％)の増

※(  )内は対前年度比

【款別予算額】 （単位：千円）

平成31年度
予　算　額

平成30年度
予　算　額

増減額

1 2,006,852 2,060,166 △ 53,314 △ 2.6 ％

2 161,800 170,800 △ 9,000 △ 5.3 ％

3 4,200 4,400 △ 200 △ 4.5 ％

4 4,500 3,600 900 25.0 ％

5 4,300 5,100 △ 800 △ 15.7 ％

6 460,700 491,000 △ 30,300 △ 6.2 ％

7 9,900 11,100 △ 1,200 △ 10.8 ％

8 33,700 46,000 △ 12,300 △ 26.7 ％

9 378 378 0 0.0 ％

10 5,300 4,200 1,100 26.2 ％

6,822,572 6,719,000 103,572 1.5 ％

うち普通交付税 5,712,572 5,619,000 93,572 1.7 ％

うち特別交付税 1,110,000 1,100,000 10,000 0.9 ％

12 4,200 4,200 0 0.0 ％

13 194,674 215,334 △ 20,660 △ 9.6 ％

14 326,836 339,040 △ 12,204 △ 3.6 ％

15 1,880,698 1,887,604 △ 6,906 △ 0.4 ％

16 1,329,248 1,234,937 94,311 7.6 ％

17 29,300 28,203 1,097 3.9 ％

18 105,800 72,430 33,370 46.1 ％

19 141,444 153,156 △ 11,712 △ 7.6 ％

20 1 1 0 0.0 ％

21 766,695 845,529 △ 78,834 △ 9.3 ％

1,218,605 1,170,371 48,234 4.1 ％

うち臨時財政対策債　② 296,505 366,171 △ 69,666 △ 19.0 ％

15,511,703 15,466,549 45,154 0.3 ％

7,119,077 7,085,171 33,906 0.5 ％

諸収入

22
市債

合計

【参考】
　実質的な地方交付税　①＋②

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

11

地方交付税　        ①

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

地方特例交付金

款 増減率

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

道支出金は、児童福祉費負担金(1,346万円)、耕地利用高度化推進事業補助金(532万6,000円)、

中心経営体農地集積促進事業農家負担軽減対策補助金(2,480万2,000円)及び農業競争力

寄附金は、ふるさと応援寄附金の増を見込み対前年度3,337万円(46.1％)の増

市債は、教育債(7,470万円)などの増、消防債(2,850万円)などの減により、対前年度

4,823万4,000円(4.1％)の増

諸収入は、中小企業等振興資金貸付金などの減により対前年度7,883万4,000円(9.3%)の減

基盤強化特別対策事業補助金(1,758万円)の増、道営換地計画従前地調査等事業補助金

(207万4,000円)の皆増などにより対前年度9,431万1,000円(7.6%)の増
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３　一般会計予算（歳出）について

○

【款別予算額】 （単位：千円）

平成31年度
予　算　額

平成30年度
予　算　額

増減額

1 104,060 104,468 △ 408 △ 0.4 ％

2 633,185 614,627 18,558 3.0 ％

3 2,915,080 2,922,731 △ 7,651 △ 0.3 ％

4 672,594 664,932 7,662 1.2 ％

5 22,651 24,472 △ 1,821 △ 7.4 ％

6 952,627 869,739 82,888 9.5 ％

7 826,024 854,142 △ 28,118 △ 3.3 ％

8 1,264,523 1,180,782 83,741 7.1 ％

9 116,410 140,403 △ 23,993 △ 17.1 ％

10 909,140 852,549 56,591 6.6 ％

11 300 300 0 0.0 ％

12 1,909,476 2,010,430 △ 100,954 △ 5.0 ％

13 2,622,507 2,675,316 △ 52,809 △ 2.0 ％

14 2,543,126 2,531,658 11,468 0.5 ％

15 20,000 20,000 0 0.0 ％

15,511,703 15,466,549 45,154 0.3 ％

災害復旧費

公債費

職員費

諸支出金

予備費

合計

労働費

農林費

商工費

土木費

消防費

教育費

款 増減率

議会費

総務費

民生費

衛生費

○ 公債費は、これまで整備を行った施設改修等に係る市債償還終了により、
対前年度1億95万4,000円(5.0％)の減

職員費は、職員数減等により、対前年度5,280万9,000円(2.0％)の減

○ 諸支出金は、下水道会計支出金(1,152万2,000円)及び基金支出金(123万2,000円)のなどの減、介
護保険会計支出金の増などにより対前年度1,146万8,000円(0.5％)の増

○ 土木費は、道路新設改良事業(5,068万円)などの減、都市計画街路整備事業(5,678万7,000円)や道
路維持管理事業(271万2,000円)、除排雪事業(4,190万9,000円)、河川整備事業(3,300万3,000円)
などの増により、対前年度8,374万1,000円(7.1%)の増

○ 消防費は、消防車両整備事業(2,679万8,000円)などの減、消防水利整備事業(293万6,000円)など
の増により、対前年度2,399万3,000円(17.1％)の減

○ 教育費は、中学校大規模改修事業(1,927万8,000円)や体育施設整備事業(5,820万6,000円)、ス
ポーツ合宿誘致等推進事業(128万4,000円)などの減、校務支援システム導入事業(356万6,000円)
や小学校大規模改修事業(1億3,170万円)などの増により、対前年度5,659万1,000円(6.6％)の増

○ 商工費は、中小企業等振興資金貸付事業(1億円)や交流拠点施設整備事業(3,567万9,000円)などの
減、美唄市プレミアム付商品券事業(4,863万2,000円)や企業立地等振興対策補助事業(2,474万
1,000円)の皆増、中心市街地元気創出事業(950万円)、農商工連携推進助成事業(60万円)などの増
により、対前年度2,811万8,000円(3.3%)の減

○ 総務費は、全国瞬時警報システム新型受信機整備事業(249万5,000円)の皆減及び地域間幹線系統
バス路線維持費補助事業(41万6,000円)の減、庁舎整備事業(2,140万円)などの増により、対前年
度1,855万8,000円(3.0％)の増

○ 農林費は、農業振興地域整備計画変更業務(200万円)や国営農業用水再編対策事業(2,149万円)な
どの減、多面的機能支払交付金事業(2,655万6,000円)や農業競争力基盤強化特別対策事業(3,516
万円)、中心経営体農地集積促進事業(4,399万1,000円)などの増により、対前年度8,288万8,000円
(9.5%)の増
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４　普通建設事業について
　○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事業の選択と集中を図る。

　○全会計の総額は、16億3,083万8,000円で、対前年度8,135万3,000円(4.8％)の減。

　○一般会計は、企業立地等振興対策補助事業及び小学校大規模改修事業などの増額により、

　　事業費が9億4,564万5,000円で、対前年度7,421万8,000円(8.5％)の増となっている。

　○特別会計は、下水道会計で雨水整備事業などの減により事業費が1億8,111万4,000円、

  　対前年度4,713万1,000円(20.6%)の減、介護サービス事業会計では皆減となっている。

　○企業会計は、病院事業会計で病院施設改良工事費などの減により事業費が1億3,228万9,000円、

　　対前年度1億4,082万7,000円(51.6%)の減、工業用水道事業会計では、導水管整備等の増に

　　より事業費が9,326万円で、対前年度3,568万4,000円(62％)の増、水道事業は微増と

　　なっている。

【会計別普通建設事業費】 （単位：千円）

会計
平成31年度
予　算　額

平成30年度
予　算　額

増減額

一般会計 945,645 871,427 74,218 8.5 ％

下水道会計 181,114 228,245 △ 47,131 △ 20.6 ％

介護サービス
事業会計 0 5,903 △ 5,903 △ 100.0 ％

病院事業会計 132,289 273,116 △ 140,827 △ 51.6 ％

水道事業会計 278,530 275,924 2,606 0.9 ％

工業用水道
事業会計

93,260 57,576 35,684 62.0 ％

計 1,630,838 1,712,191 △ 81,353 △ 4.8 ％

５　市債残高について
　○公債費の適正な管理により、市債残高は減少している。

　〇一般会計の市債残高は、毎年度減少しており、平成31年度見込みでは平成29年度決算額より

   約13億1,900万円(7.8%)の減となっている。

　○全会計の残高は平成31年度見込みで約305億500万円となり、平成29年度決算額に対し、

   約23億4,500万円(7.1％)の減となっている。

【会計別市債残高（見込）】 （単位：百万円）

一般会計 16,824 (△4.8%) 16,126 15,505 (△3.9%)

特別会計 11,989 (△5.0%) 11,348 10,716 (△5.6%)

企業会計 4,036 (1.1%) 4,159 4,284 (3.0%)

計 32,850 (△4.2%) 31,634 30,505 (△3.6%)

※カッコ内は対前年度伸び率

６　財政調整基金残高について
　○平成29年度決算剰余金の約1/2を積み立て、平成30年度末残高は約8億6,000万円の見込み。

財政調整基金

※ H30見込の内訳

　 ①H29決算 860　②H30基金積立予定額 6   ①+②=866

860 866 866

(△4.1%)

(△5.3%)

(3.0%)

(△3.7%)

（単位：百万円）

平成29年度 平成30年度(見込) 平成31年度(見込)

導水管整備費　                　 　27,500
配水管整備費　　　　   　　  　  △28,547
浄水場施設改良事業費                1,000
美唄ダム改良事業費　　　　　　　　　3,000

導水管整備費　　　　  　　　  　 　27,500
浄水場改良事業費                  　7,000
美唄ダム改良事業費　　　　　　 　 　3,000

平成29年度 平成30年度(見込) 平成31年度(見込)

増減率 主な増減要素

企業立地等振興対策補助事業　　　　 24,741
小学校大規模改修事業              131,700
消防施設整備事業                  △5,350
中学校大規模改修事業             △19,278
体育施設整備事業                △ 58,206

個別排水処理施設整備事業        　  5,247
石狩川流域下水道整備事業        △ 12,060
汚水整備事業　　　　　　  　　  　 11,952
雨水整備事業　　　　　　　  　  △ 52,270

恵祥園整備事業　　　　　　　　　　皆減

病院施設改良工事費　　　　　　　△135,515
資産購入費　                 　 　△5,942
建設利息　　　　　　　　　　　　　　　630
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７　主要事業の概要について

　びばい未来交響プラン(第６期美唄市総合計画)に掲げる都市像を実現するため、その柱と

なる項目に重点的に取り組むこととし、それぞれ予算を計上しています。

　主な事業については以下のとおりとなっています。

※平成30年予算額は、第8号補正まで反映。

　　人と情報が行き交いにぎわいが生まれるまちづくり

　　○農商工連携

　　　農商工連携推進助成事業　　2,635千円

　　○農業振興

　　　環境保全型農業直接支援対策事業　　50,404千円

　　○商工業振興

　　　美唄市プレミアム付商品券事業　　48,632千円

　　○観光・交流

移住・定住促進事業 　 24,900千円

　　○公共交通

  美唄市バス路線維持費補助事業　　8,673千円

【主な事業】 （単位：千円）

H31予算額 H30予算額 費目 担当部

1 2,635 2,035 商工費 経済部

2 1,012
1,648

545,648
農林費 経済部

3 17,974
19,101
22,801

農林費 経済部

4 50,404 52,706 農林費 経済部

5 3,771 － 農林費 経済部

6 342,246 315,690 農林費 経済部

　地域が主体的に取り組む水路や農道等の保全活動や長寿命化に向けた活動を国や道と支援する。

　経営所得安定対策等に基づいた推進活動を行う地域農業再生協議会の活動を支援するほか、集落ごとに中心
となる経営体の決定や農地の集積など今後の地域農業のあり方をまとめた「人・農地プラン」の更新を行う。
　また、新たに農業経営を開始した新規就農者に対し、経営が軌道にのるまでの一定期間支援する。

環境保全型農業直接支援対策事業

　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
とともに支援する。

道営換地計画従前地調査等事業【新規】

　道営農地整備事業（経営体育成型）実施予定地区の土地利用状況や登記簿等の権利関係、権利関係者の調査
を行うとともに、換地計画の目的である事業実施後の農地の集団化等、農地の利用集積に対する合意形成を図
る。

多面的機能支払交付金事業

事業名・事業内容

農商工連携推進助成事業

　市内の民間事業者やグループが農業や商工業者と連携し、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組みを行う事業の掘り起し、助成等の支援を行う。

畑作生産振興事業

　水田転作作物や畑作物の栽培上の技術課題や資材効果等の試験を実施し、その結果を生産者へ提供して野
菜、果樹、花きなどの安定生産と複合経営の確立を図る。
　また、農業協同組合が振興する作物の定着、生産拡大を図るため、生産者のアスパラガス苗購入の取り組み
に対する支援を継続する。

経営所得安定対策等推進事業

1

(当初)  

(補正後）

(当初)  

(補正後）
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H31予算額 H30予算額 費目 担当部

7 250,017 206,026 農林費 経済部

8 62,404 27,244 農林費 経済部

9 2,400 1,900 商工費 経済部

10 2,740 － 商工費 経済部

11 13,000 3,500 商工費 経済部

12 48,632 － 商工費 経済部

13 8,315 11,290 商工費 経済部

14 65,892 42,263 商工費 経済部

15 24,900 25,754 総務費 総務部

16 8,673 9,594 総務費 市民部

国内外観光客誘致対策事業

　国内外のシティプロモーション活動やサイクルツーリズムを継続的に推進する受入体制整備を行い、観光客
の増加と地域活性化を図る。

美唄市プレミアム付商品券事業

　国のプレミアム付商品券事業助成費を活用し、消費税・地方消費税率の10％への引き上げによる低所得者・
子育て世帯（0～2歳児）の消費に与える影響を緩和し消費を喚起するため、プレミアム付商品券の販売等を行
う。

美唄市バス路線維持費補助事業

　住民の移動手段を確保するため、市内バス路線や乗合タクシーへの運行費の一部を補助する。

移住・定住促進事業

  市外からの移住促進を図るため、住宅を新築又は中古住宅を購入する転入者に対し、助成金の交付や札幌市
にＪＲを利用して、通勤する転入者への通勤費の一部助成、市所有分譲地購入費及び冬期間間口除雪経費の一
部を助成する。

特産品情報発信促進事業

　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等
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する。

中小企業等振興補助事業【拡充】

　市内中小企業者等の振興を図るため、必要な助成を行う。
　※平成31年度事業内容：商店街環境整備、新産業創出、販路開拓、人材育成、新規創業等の支援

サテライトオフィス誘致推進事業【新規】

　美唄ハイテクセンターにお試しサテライトオフィスを設置し、デジタルビジネスが集積する同センターの優
位性やWDCプロモーション事業との連携により、サテライトオフィス誘致を促進する。

中心市街地元気創出事業【拡充】

　中心市街地の活性化のため、地域おこし協力隊を新たに配置し、イベントの企画や商店街PR冊子の作成など
を行うとともに、商店街などが自ら行う魅力向上の取り組みを支援し、新規顧客の掘り起こしと賑わいの創出
を図る。

事業名・事業内容

中心経営体農地集積促進事業

　道営土地改良事業(基盤整備)実施に伴う農家負担軽減対策として、地元負担12.5％のうち、5％について、
55％を国が45％を道と市で1/2の割合で負担し支援する。
　また、国営・道営土地改良事業に伴う夏期施工により、作物の収穫ができない農家の所得損失に対し工事面
積に応じ促進費を交付する。交付金の負担割合は、国55％、受益者45％。
　※平成31年度実施地区
　　農家負担軽減対策：大富第1～4地区、北美唄地区、進徳一心第1一・二期地区
                　　　峰延第1一・二期地区、進徳一心第2一・二期地区、峰延第2一・二期地区
　　夏期施工：国営美唄茶志内地区、美唄地区、道営大富第2・3・4地区、進徳一心第1・2一期地区

農業競争力基盤強化特別対策事業

　道営土地改良事業(基幹水利施設)実施に伴う農家負担軽減対策として、地元負担10％について、道と市で1/2
の割合で負担し支援する。
　※平成31年度実施地区：大富地区 親和地区 中美地区 二幹川第2地区 沼乙地区
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　　人と文化を育み交流が広がるまちづくり

　○子育て支援の推進

不妊治療費助成事業   　 750千円

乳幼児等医療費助成事業　 29,811千円

保育施設整備事業 　 3,911千円

子育て支援対策事業 　 1,566千円

　○学校教育の充実・教育環境の整備

小学校コンピュータ教育事業   11,632千円

校務支援システム導入事業    3,566千円

小学校大規模改修事業  140,000千円

　○芸術・文化・生涯学習

図書館整備事業　　4,374千円

　○社会体育施設の整備

体育施設整備事業　54,757千円

【主な事業】 （単位：千円）

H31予算額 H30予算額 費目 担当部

1 750 450 衛生費 保健福祉部

2 29,811 20,558 衛生費 市民部

3 193,952 202,474 民生費 保健福祉部

4 149,425
93,302

104,673
民生費 保健福祉部

5 2,196 1,764 民生費 保健福祉部

6 3,911 － 民生費 保健福祉部

7 1,566 － 民生費 保健福祉部

　へき地保育所施設の整備を行う。
　※平成31年度整備内容：進徳保育園床他改修、駐車場舗装補修

子育て支援対策事業

　子育て支援に関するニーズ調査及び子どもの生活実態調査を行い、本市の現状を分析し、「第2期美唄市子ど
も・子育て支援事業計画」を策定する。

　次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を対象
に以下の額を支給するもの。
　支給額：3歳未満の児童1人につき月額15,000円、3歳以上小学校修了までの児童1人につき月額10,000円（第3
子以降は15,000円）、中学生一律10,000円

障がい児居宅生活支援費給付事業

　障がい等のある児童や家族に対し、情報提供や相談等を実施するほか、自立生活や社会参加を促すことを目
的に、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練など必要なサービスの利用料等を支給する。

認可外保育施設多子世帯保育料補助事業

　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、保育料を補助する。

保育施設整備事業

事業名・事業内容

乳幼児等医療費助成事業【拡充】

不妊治療費助成事業

　妊娠出産をかなえる支援として不妊治療費の助成を行うほか、不妊治療に関する相談を行う。

　乳幼児等を扶養している保護者に対し、小学生までの医療費を全額助成する。

児童手当支給事業

2

(当初)  

(補正後）
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H31予算額 H30予算額 費目 担当部

8 31,071 33,484 教育費 教育委員会

9 94,606 78,221 教育費 教育委員会

10 11,632 10,857 教育費 教育委員会

11 3,566 － 教育費 教育委員会

12 140,000 8,300 教育費 教育委員会

13 8,322 20,998 教育費 教育委員会

14 750 750 教育費 教育委員会

15 4,374 － 教育費 教育委員会

16 870 374 教育費 教育委員会

17 722
722

1,087
教育費 教育委員会

18 616 1,900 教育費 教育委員会

19 30,701 688 教育費 教育委員会

20 54,757 112,963 教育費 教育委員会

総合体育館整備事業

　利用者の利便性の向上と災害時の避難所としての機能性を高めるため整備を行う。
　※平成31年度整備内容：トイレ・シャワー室改修

体育施設整備事業

　利用者に安全で快適な利用環境を提供するため、施設の整備、改修、設備等の更新を行う。
　※平成31年度整備内容：市営野球場改修  ： バックスクリーン   スコアボード
　 　　　　　　　　　 　　　　　　　   　  ダックアウト　     備品購入

スポーツ合宿誘致等推進事業

　これまで築いた人的ネットワークの関係性を継続しながら、スポーツ合宿誘致等の推進に取り組む。

図書館整備事業【新規】

　利用者の利便性を向上させるため、冷水循環式雪冷房設備を整備する。

生涯学習事業

　成人式、生涯学習セミナーなどを開催するほか、旧東明駅舎の適切な管理を行う。

スポーツ大会・教室開設事業

　市民の健康・体力づくりやスポーツ振興のため、各種スポーツ大会・教室を開催する。

小学校大規模改修事業

　経年劣化等により校舎や機械設備等の老朽化が進行しているため、計画的な更新・改修を行うことにより、
学習環境の改善や安全で安心な教育環境を確保する。
　※平成31年度改修内容：中央小学校大規模改修

スクールバス更新事業

　遠距離通学をする児童・生徒が安全で安心な通学を確保するためにスクールバスを更新する。
  ※平成31年度整備内容： マイクロバス1台更新

美唄市内高等学校支援事業

　市内高校の定員確保を図るため、市内高校への必要な支援を行う。

私立幼稚園施設型給付費負担金給付事業

　私立幼稚園に対し、国、道及び市において負担する施設型給付費を支給する。

小学校コンピュータ教育事業

　情報化社会において、児童のコンピュータの操作活用能力を高めるためのパソコン活用に係る教材等を購入
する。
　また、新学習指導要領に基づく「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、タブレット等のICT環境を整
備する。

校務支援システム導入事業【新規】

　教職員の事務負担を大幅に軽減し、児童生徒と接する時間を確保するために校務支援システムの導入を行
う。

放課後児童対策事業

　小学校区毎に施設を設置し、共働き等で日中保護者がいない児童に対し、放課後、保護者等が迎えにくるま
での間、支援員の下で適切な遊びを提供しながら預かる。

事業名・事業内容

(当初)

(補正後）
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　　豊かな景観あふれるエコロジーなまちづくり

　○宮島沼の保全・活用

宮島沼自然環境保全基礎調査事業　　4,586千円

　○ごみの減量化と適正処理

最終処分場整備事業　 15,444千円

　○都市基盤整備の推進

道路新設改良事業　 27,254千円

都市計画街路整備事業　86,557千円

橋りょう新設改良事業　235,500千円

除排雪事業　464,560千円

公営住宅改善事業 　85,821千円

公営住宅建替事業 　 6,000千円

　○美しい景観づくり

公園施設等再整備事業 　 9,310千円

【主な事業】 （単位：千円）

H31予算額 H30予算額 費目 担当部

1 4,586 4,549 衛生費 市民部

2 15,444 － 衛生費 市民部

3 5,200 2,700 衛生費 市民部

4 27,254 77,934 土木費 都市整備部

5 86,557 29,770 土木費 都市整備部

6 235,500 240,000 土木費 都市整備部

7 11,898 17,869 土木費 都市整備部

　老朽化した橋りょうの架換えや補修、そのための実施設計を行う。
　　補　　修　稲見橋    入初橋　川向橋
　　予備設計　もみじ橋  美唄市橋梁長寿命化修繕計画の見直し

街路灯補助事業

　居住地区に街路灯を設置した団体に設置費と電気料維持費の一部を補助する。
　　1．設置費　　    １基当たり1/2以内補助
　　　　　　　　   　但しLEDは5年間に限り7割以内補助(平成31年度まで)
　　2．電気料維持費  電気料1/2以内補助
　　3．申請手続　　　設置費　　　　随時
                     電気料維持費　2月中旬申請　3月補助金交付

　美唄市火葬場「美唄斎苑」の改修、設備の更新を行う。
　※平成31年度整備内容：2号火葬炉耐火物修繕  3号火葬炉誘引排風機修繕

道路新設改良事業

　地域における未改良・未舗装の道路や側溝を整備する。
　  拓北・峰樺西７号線舗装整備　　　　        L=　550m
    生活関連道路 　 側　  　溝    １地区      L=   40m

都市計画街路整備事業

　市街地等における未改良・未舗装の道路や側溝を整備する。
　　東雲線改良舗装整備　　　　　　　　　　　　L=  250m
　　生活関連道路　　　  改良舗装　１地区　    L=  240m
                        側　  溝　１地区　    L=   70m

橋りょう新設改良事業

事業名・事業内容

宮島沼自然環境保全基礎調査事業

  宮島沼とその周辺に生息する鳥類の種類と個体数を調査することにより現況を把握し、自然再生事業におけ
る基礎的なデータとする。

最終処分場整備事業

　一般廃棄物最終処分場の嵩上げ及び排水基準変更に当たり、実施設計、生活環境影響調査、施設変更届出書
等の作成を行う。

火葬場整備事業

3
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H31予算額 H30予算額 費目 担当部

8 464,560
422,651
432,598

土木費 都市整備部

9 46,634 13,631 土木費 都市整備部

10 10,000 10,000 土木費 都市整備部

11 85,821 37,207 土木費 都市整備部

12 6,000 6,048 土木費 都市整備部

13 278,530 275,924 水道事業会計 都市整備部

14 93,260 57,576 工業用水道事業会計 都市整備部

15 133,648 121,696 下水道会計 都市整備部

16 26,948 21,701 下水道会計 都市整備部

17 9,310 1,100 土木費 都市整備部

18 6,151 8,462 農林費 経済部市有林整備事業

　美唄市有林において保育間伐を実施し、材の売払を行う。
　※平成31年度整備内容：搬出間伐　A=13.6ha

工業用水道事業（建設改良費分）

　道路改良に伴う導水管の移設工事及び浄水場施設の改良工事等を行う。
　　導水管整備  　　移設工事                           1路線　L=600m
　　浄水場整備　　　薬品注入設備外計測機器改良工事
　　新設メーター　　一式

汚水整備事業

　下水道計画区域の地域の生活環境改善を図る。
　　汚水整備　L＝310m（光珠内地区） 西4条・東7条マンホールポンプ所設備更新

個別排水処理施設整備事業

　下水道計画区域以外の地域の生活環境改善を図る。
　　5人槽～10人槽　10基

住宅改修促進助成事業

　高齢化社会に対応した居住環境の向上を図るため、既存住宅のバリアフリーや断熱改修等に対して一部助成
する。また木造住宅の耐震化の向上を図るため耐震診断・耐震改修・除却に対して一部助成する。

公営住宅改善事業

  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、ゆたかニュータウン等の内部
改修工事等を行う。
　※平成31年度整備内容：共練団地外部改修　有明団地外部改修実施設計等

公営住宅建替事業

　南美唄団地、進徳東団地、いなほ団地のまちなかへの再編及び再配置のための基本設計を行う。

水道事業（建設改良費分）

　道路改良に伴う導・配水管の移設工事、老朽化した配水管の更新及び浄水場施設の改良工事等を行う。
　　導水管整備　　　移設工事                        1路線　L=   600m
　　配水管整備  　　配水管移設・新設工事等         14路線　L＝2,830m
　　浄水場整備　　　薬品注入設備外計測機器改良工事
    新設メーター　　一式

事業名・事業内容

公園施設等再整備事業

　公園利用者の安全と快適な環境を提供するため、老朽化した公園施設等を更新する。
　※平成31年度整備内容：ゆたか公園　旭公園

除排雪事業

　冬期間の通行の安全確保のため、車道や歩道の除排雪を行う。

河川整備事業

　水防機能を強化するため、河川を整備する。
　　13号川　  　整備延長　　 Ｌ＝ 126ｍ

(当初)

(補正後）
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　　誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくり

　○疾病予防の推進

健康づくり組織活動推進事業   　 973千円

中高年疾病予防事業　 16,110千円

健康づくり啓発事業   　 880千円

　○医療体制の確保

医療等拠点づくり推進事業  　　884千円

市立美唄病院事業（救急医療）  130,749千円

市立美唄病院事業（人工透析）　180,122千円

市立美唄病院事業（改築事業）  103,480千円

　○高齢者の生活支援

地域支援事業　191,155千円

福祉灯油事業　　1,667千円

【主な事業】 （単位：千円）

H31予算額 H30予算額 費目 担当部

1 973 1,251 衛生費 保健福祉部

2 16,110 16,498 衛生費 保健福祉部

3 880 577 衛生費 保健福祉部

4 420 660 衛生費 保健福祉部

5 10,818 14,164 国民健康保険会計 市民部

6 884 634 衛生費 保健福祉部

7

130,749
180,122
103,480

132,606
180,648
238,995

病院事業会計 病院事務局

　歯科健診や脳ドック検診等を行い、疾病を早期に予防するとともに、健康に対する意識を高める。

医療等拠点づくり推進事業

   医療や介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで
きるよう、保健・医療・福祉・介護が連携した地域包括ケアシステムの推進を図る。
　※平成31年度整備内容：病児保育室（病院内設置）実施設計

市立美唄病院事業

　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、市内で唯一透析治療が行える医療
機関として、透析治療の維持継続を図る。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る。
　美唄市地域医療再構築プランに基づき、新病院の改築事業に取り組むため、実施設計及び既存施設一部解体
工事を行う。

　疾病の早期発見・早期治療による個人の健康増進を図るため、がん検診などを実施するとともに、特定の年
齢に達した方に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳とがん検診無料クーポン券を配布し、検診の
受診促進と健康意識の普及啓発を図る。

健康づくり啓発事業

　健康づくりに対する意識を高めるため、すこやかウォーキングを開催するほか、東小学校区・中央小学校区
等で世代間交流事業などを開催する。また、健康増進法改正に基づく受動喫煙防止対策を啓発し、条例改正に
向け検討を進めるほか、新たに妊産婦とその家族を対象とした禁煙相談支援事業を実施する。

感染症予防対策事業

　エキノコックス症の早期発見・早期治療のため検診を実施する。
　ピロリ菌感染の早期発見・除菌治療のため、中学生を対象にピロリ菌検査・除菌治療費の助成を実施する。

保健事業

事業名・事業内容

健康づくり組織活動推進事業

　保健推進員、食生活改善推進員、運動推進員により、健康づくり活動の支援を行う。

中高年疾病予防事業
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H31予算額 H30予算額 費目 担当部

8 4,531 4,531 衛生費 保健福祉部

9 191,155 199,266 介護保険会計 保健福祉部

10 1,467 1,118 民生費 保健福祉部

11 954 980 民生費 保健福祉部

12 1,667 1,852 民生費 保健福祉部

13 10,875 11,029 民生費 保健福祉部

14 2,771 － 民生費 保健福祉部

15 6,814 2,328 民生費 保健福祉部地域包括支援システム改修事業

　包括支援システムの改元対応・報酬改定に伴う改修を行うことにより、円滑な業務遂行を図る。

福祉灯油事業

　高齢者、障がい者、ひとり親の低所得世帯に対し、冬期間暖房に使用する灯油代の一部を支給する。

生活困窮者自立支援事業

　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居確保
給付金の支給を行うほか、就労実現を目指す被保護者等に対し寄り添い型の就労支援をし、自立助長を行う。

老人クラブ運営補助事業【事業統合】

美唄市老人クラブ連合会及び単位老人クラブの活動に対して補助を行う。

地域支援事業

　高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても可能な限り地
域において自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防事業、包括的支援事業・任意事業を行う。
　介護予防・生活支援サービス事業
  　・訪問型サービス事業　・通所型サービス事業　など
  包括的支援事業・任意事業
  　・介護予防マネジメント事業　・認知症施策の推進事業　・生活支援体制整備事業　など

社会福祉法人等利用者負担軽減事業

　生計が困難な方に対し、社会福祉法人等が利用者負担の軽減をした場合、その一部を助成する。

福祉除雪事業

　積雪による家屋倒壊等の危険を回避するため、高齢者、障がい者、母子寡婦の低所得者世帯への屋根や窓周
りの除雪を実施する。

事業名・事業内容

救急医療啓発普及事業

　 休日・夜間の救急体制を確保するため、当番医の調整と実施及び広報・新聞等での周知業務を医師会に委託
する。
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　　安全で安心して住めるまちづくり

　○安全・安心のまちづくり

地域防災事業    2,199千円

安全で安心なまちづくり推進補助事業    1,059千円

　○消防力の向上

消防車両整備事業   33,037千円

消防水利整備事業    6,721千円

　○就労促進支援

ふるさとハローワーク就労促進支援事業    6,475千円

地元就職等応援事業    1,035千円

【主な事業】 （単位：千円）

H31予算額 H30予算額 費目 担当部

1 2,199 1,969 総務費 総務部

2 1,059 － 総務費 市民部

3 33,037 59,835 消防費 消防本部

4 6,721 3,785 消防費 消防本部

5 6,475 6,427 労働費 経済部

6 13,000 13,000 労働費 経済部

7 1,035 2,872 労働費 経済部

8 1,369 3,400 民生費 保健福祉部

9 5,757 － 民生費 保健福祉部

　地域福祉計画の推進により、市民がともに支え合う仕組みづくりを進めるため、市民ささえあい推進委員会
の運営支援や、地域の生活課題に住民が取り組む事業に対し補助する。

地域福祉会館整備事業

　地域における福祉の向上及び社会教育の増進を図る地域福祉会館を安全で安心して利用できるよう維持管理
を行う。
　　※平成31年度整備内容：南美唄福祉会館屋根改修

　美唄市ふるさとハローワーク（ジョブガイドびばい）」に就労支援相談員を配置し、ハローワークと一体的
に求職者に対する情報提供を行う。

地域人材開発センター運営事業

　地域の人材育成の拠点施設である「美唄地域人材開発センター」の経営安定化を図るため、運営費の一部を
負担する。

地元就職等応援事業

　市内企業雇用の確保を図るため、高校生を対象に企業説明会等を行うほか技能講習会に対する助成を行うと
ともに、市内企業のPRを行う。

地域福祉ネットワーク事業

　本市の地域・交通安全を確保、推進するために(仮称)美唄市安全で安心なまちづくり推進協議会に対し補助
を行う。

消防車両整備事業

　老朽化した消防車両を更新し、消防力の充実強化を図る。
　※平成31年度整備内容：消防ポンプ車　CD-1（峰延分団車）更新

消防水利整備事業

　火災への備えとして、防火水槽や消火栓を整備する。
　※平成31年度整備内容：消火栓(新設1基 移設1基　更新5基)

ふるさとハローワーク就労促進支援事業

事業名・事業内容

地域防災事業

　地域の防災力を高めるため、防災訓練の実施、防災資機材の整備などを行う。

安全で安心なまちづくり推進補助事業

5
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　　みんなで力を合わせるまちづくり

　○協働のまちづくり

美唄サテライト・キャンパス事業　 　　50千円

広報事務　 24,897千円

多目的宿泊施設管理運営事業 　 1,420千円

【主な事業】 （単位：千円）

H31予算額 H30予算額 費目 担当部

1 50 50 教育費 教育委員会

2 24,897 24,492 総務費 総務部

3 49 49 総務費 総務部

4 21,400 － 総務費 総務部

5 882 904 総務費 総務部

6 1,420 1,530 総務費 総務部

庁舎整備事業

　大規模災害発生時における防災拠点施設としての機能を高めるために必要な設備を改修する。
　※平成31年度整備内容：非常用自家発電機設置

職員研修事務

　職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため、集合研修や派遣研修事務を行う。

多目的宿泊施設管理運営事業

　多目的宿泊施設 トマーレびばいを適正に管理する。

広報事務

　施策事業や制度、まちの行事や取り組みを広く情報提供するため、広報紙メロディーの製作、配付に関する
事務を行う。

情報公開・個人情報保護制度運営事務

　情報公開・個人情報保護条例に基づく公文書開示請求等の受付処理、実施機関からの諮問による審査会の開
催等の事務を行う。

事業名・事業内容

美唄サテライト・キャンパス事業

  まちづくりや産業振興を担う人づくりを目指し、美唄サテライト・キャンパス運営協議会が実施する各種講
座等の運営経費の一部を負担金として支出する。

6

－14－


