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１　総論及び各会計予算額

　平成29年度は、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たところです。

　平成29年度の美唄市総予算額は280億2,493万円で対前年度1.0％の減、そのうち一般会

計については154億7,336万9千円で対前年度1.7％の減となっています。

（単位：百万円　％）

平成29年度
予　算　額

平成28年度
予　算　額

増　減

　美唄市総予算 28,025 28,305 △ 280

　うち一般会計 15,473 15,743 △ 270

　うち特別会計 9,529 9,711 △ 182

　うち企業会計 3,023 2,852 171

【会計別予算額】 （単位：千円）

平成29年度 平成28年度

予　算　額 予　算　額

A B C＝(A－B)

15,473,369 15,742,567 △ 269,198 △ 1.7 ％

市民バス会計 38,321 48,017 △ 9,696 △ 20.2 ％

国民健康保険会計 3,935,239 4,093,520 △ 158,281 △ 3.9 ％

下水道会計 1,827,134 1,914,465 △ 87,331 △ 4.6 ％

介護保険会計 2,712,076 2,653,923 58,153 2.2 ％

介護サービス事業会計 220,714 235,402 △ 14,688 △ 6.2 ％

後期高齢者医療会計 795,294 765,356 29,938 3.9 ％

小　　　計 9,528,778 9,710,683 △ 181,905 △ 1.9 ％

病院事業会計 1,754,636 1,601,345 153,291 9.6 ％

水道事業会計 1,109,265 1,116,061 △ 6,796 △ 0.6 ％

工業用水道事業会計 158,882 134,761 24,121 17.9 ％

小　　　計 3,022,783 2,852,167 170,616 6.0 ％

28,024,930 28,305,417 △ 280,487 △ 1.0 ％

△ 1.7

合　　　計

比較増減額 増減率

企
業
会
計

特
　
別
　
会
　
計

一　般　会　計

平成29年度美唄市各会計予算の概要

会　計　名

（C/B）

増減率

△ 1.9

6.0

　会計別の予算額については以下のとおりです。

△ 1.0
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２　一般会計予算（歳入）について

○ 市税は、市民税、固定資産税等の増により対前年度約136万円(0.1％)の増

○ 配当割交付金は、平成28年度決算見込等を勘案し、対前年度310万円(25.8%)の減

○ 地方消費税交付金は、平成28年度決算見込等を勘案し、対前年度2,000万円(3.9%)の減

○ 地方交付税は、普通交付税の減により対前年度500万円(0.1％)の減

○

○

○

○ 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≒71億9,426万円で、対

前年度1,223万7,000円(0.2％)の減

※(  )内は対前年度比

【款別予算額】 （単位：千円）

平成29年度
予　算　額

平成28年度
予　算　額

増減額

1 2,107,934 2,106,574 1,360 0.1 ％

2 179,000 181,000 △ 2,000 △ 1.1 ％

3 1,800 2,700 △ 900 △ 33.3 ％

4 8,900 12,000 △ 3,100 △ 25.8 ％

5 8,900 16,000 △ 7,100 △ 44.4 ％

6 493,000 513,000 △ 20,000 △ 3.9 ％

7 13,800 10,100 3,700 36.6 ％

8 34,800 27,300 7,500 27.5 ％

9 406 406 0 0.0 ％

10 3,600 3,300 300 9.1 ％

6,789,000 6,794,000 △ 5,000 △ 0.1 ％

うち普通交付税 5,719,000 5,794,000 △ 75,000 △ 1.3 ％

うち特別交付税 1,070,000 1,000,000 70,000 7.0 ％

12 3,300 4,500 △ 1,200 △ 26.7 ％

13 241,286 252,949 △ 11,663 △ 4.6 ％

14 346,782 346,691 91 0.0 ％

15 1,859,705 2,169,262 △ 309,557 △ 14.3 ％

16 1,162,039 1,151,817 10,222 0.9 ％

17 24,410 8,504 15,906 187.0 ％

18 50,000 50,000 0 0.0 ％

19 139,478 131,337 8,141 6.2 ％

20 1 1 0 0.0 ％

21 824,765 819,326 5,439 0.7 ％

1,180,463 1,141,800 38,663 3.4 ％

うち臨時財政対策債　② 405,263 412,500 △ 7,237 △ 1.8 ％

15,473,369 15,742,567 △ 269,198 △ 1.7 ％

7,194,263 7,206,500 △ 12,237 △ 0.2 ％

11

地方特例交付金

分担金及び負担金

財産収入

使用料及び手数料

自動車取得税交付金

地方交付税　        ①

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

道支出金

地方譲与税

株式等譲渡所得割交付金

款

利子割交付金

増減率

ゴルフ場利用税交付金

地方消費税交付金

配当割交付金

国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業費補助金(約2億202万円)、道路橋りょう事業費補助金

3,866万3,000円(3.4％)の増

(約7,006万円)、児童手当負担金(約1,049万円)、参議院議員選挙委託金(約1,992万円)などの

財産収入は、土地売払収入の増により対前年度1,590万6,000円(187.0％)の増

市債は、教育債(9,950万円)等の増、商工債(6,080万円)等の減により、対前年度

市税

減により、対前年度約3億955万円(14.3%)の減

【参考】
　実質的な地方交付税　①＋②

22
市債

繰入金

繰越金

交通安全対策特別交付金

国庫支出金

諸収入

合計

寄附金
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３　一般会計予算（歳出）について

○ 議会費は、報酬や職員手当等の増などにより、対前年度367万円(3.6%)の増

【款別予算額】 （単位：千円）

平成29年度
予　算　額

平成28年度
予　算　額

増減額

1 104,660 100,990 3,670 3.6 ％

2 525,459 572,848 △ 47,389 △ 8.3 ％

3 2,997,910 3,356,808 △ 358,898 △ 10.7 ％

4 667,896 690,179 △ 22,283 △ 3.2 ％

5 27,708 27,946 △ 238 △ 0.9 ％

6 799,210 777,965 21,245 2.7 ％

7 830,998 847,726 △ 16,728 △ 2.0 ％

8 1,131,723 1,252,991 △ 121,268 △ 9.7 ％

9 164,344 148,283 16,061 10.8 ％

10 822,988 639,566 183,422 28.7 ％

11 300 300 0 0.0 ％

12 2,090,624 2,114,408 △ 23,784 △ 1.1 ％

13 2,718,838 2,606,496 112,342 4.3 ％

14 2,570,711 2,586,061 △ 15,350 △ 0.6 ％

15 20,000 20,000 0 0.0 ％

15,473,369 15,742,567 △ 269,198 △ 1.7 ％合計

災害復旧費

公債費

議会費

総務費

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、対前年度比2,378万
4,000円(1.1％)の減

職員費は、給料、職員手当増(独自削減終了)等により、対前年度約1億1,234万2,000円(4.3％)の
増

土木費

教育費

労働費

民生費

衛生費

総務費は、公有財産解体事業(1,170万円)、参議院議員選挙事務(約1,993万円)の皆減、基金造成
費(約1,622万円)の減、多目的宿泊施設管理運営事業(約337万円)の増などにより、対前年度約
4,738万9,000円(8.3％)の減

民生費は、低所得の高齢者向け給付金給付事業等国の経済対策事業の皆減(約2億202万円)のほ
か、総合福祉センター、東地区生活支援センター整備事業(約2,562万円)、生活保護扶助事業
(8,407万円)などの減により、対前年度約3億5,889万円8,000円(10.7%)の減

衛生費は、医療等拠点づくり推進事業(約978万円)の皆増、市立美唄病院及び保健福祉総合施設整
備計画策定事業(2,603万円)の皆減、ごみ運搬車整備事業(約470万円)の減などにより、対前年度
2,228万3,000円(3.2%)の減

土木費は、河川整備事業(約1,899万円)、橋りょう新設改良事業(約4,160万円)などの増、市営住
宅用途廃止事業(約791万円)の皆減、道路新設改良事業(約1億1,939万円)、道路ストック総点検事
業(約2,560万円)、街路灯補助事業(約1,274万円)などの減により、対前年度約1億2,126万8000円
(9.7％)の減

教育費は、小中学校大規模改修事業(1億1,075万円)や体育施設整備事業(約6,018万円)などの増に
より、対前年度約1億8,342万2,000円(28.7％)の増

農林費は、環境保全型農業直接支援対策事業(約952万円)や中心経営体農地集積促進事業(約1,734
万円)などの増、多面的機能支払交付金事業(約676万円)などの減により、対前年度2,124万5,000
円(2.7%)の増

予備費

職員費

諸支出金

○

○

○

○

○

消防費

商工費

農林費

○

款 増減率

○

○
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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。

　　病院事業会計については、病院建設に向けた施設改良工事費や医療機器購入費等の予算額が

　　増えたほか、工業水道事業会計は導水管整備費が増額となっている。

　○全会計の総額は16億7,003万9,000円で、対前年度9,982万1,000円(6.4％)の増。

　○一般会計は7億9,100万7,000円で、対前年度2,429万3,000円(3.0％)の減。

【会計別普通建設事業費】 （単位：千円）

会計
平成29年度
予　算　額

平成28年度
予　算　額

増減額

一般会計 791,007 815,300 △ 24,293 △ 3.0 ％

バス会計 0 8,025 △ 8,025 △ 100.0 ％

下水道会計 327,454 344,729 △ 17,275 △ 5.0 ％

介護サービス
事業会計

0 5,087 △ 5,087 △ 100.0 ％

病院事業会計 200,078 60,568 139,510 230.3 ％

水道事業会計 266,424 271,933 △ 5,509 △ 2.0 ％

工業用水道
事業会計

85,076 64,576 20,500 31.7 ％

計 1,670,039 1,570,218 99,821 6.4 ％

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。

　  28年度(見込)の市債残高は約178億円で、平成27年度決算額より7億5,600万円(4.1%)減少。

　○全会計の残高(H29見込)は約332億円で、対前年度(H28見込と比較)約12億円(3.6％)の減。

　○一般会計の残高(H29見込)は約170億円で対前年度(H28見込と比較)約8億円(4.5％)の減。

【会計別市債残高（見込）】 （単位：百万円）

一般会計 18,567 (△100.0%) 17,811 17,009 (△4.5%)

特別会計 13,188 (△100.0%) 12,616 12,066 (△4.4%)

企業会計 3,964 (△100.0%) 3,993 4,121 (3.2%)

計 35,718 (△100.0%) 34,421 33,196 (△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27年度決算剰余金の約1/2を積み立て、平成28年度末残高は約7億5,700万円の見込み。

財政調整基金

※ H28見込の内訳

　 ①H27決算 470　②H28基金積立予定額 287   ①+②=757

導水管整備費　                　   52,000
配水管整備費　　　　   　　  　  △26,010
浄水場施設改良事業費             △31,500

導水管整備費　　　　  　　　  　   52,000
浄水場改良事業費                 △31,500

(△3.6%)

平成29年度(見込)平成28年度(見込)

(△4.1%)

(△4.3%)

(0.7%)

主な増減要素

中学校大規模改修事業               72,000
体育施設整備事業                   60,175
消防車両整備事業                   78,526
企業立地等振興対策補助事業          7,077
道路新設改良事業                △119,386
交流拠点施設整備事業            △ 54,884
消防施設整備事業                △ 37,671
高規格自動車整備事業            △ 29,993

個別排水処理施設整備事業            1,056
石狩川流域下水道整備事業            5,788
汚水整備事業　　　　　　  　　  △ 20,917
雨水整備事業　　　　　　　  　  △  3,202

病院施設改良工事費　　　　　　　　 75,001
資産購入費　                  　　 64,509

増減率

恵祥園整備事業皆減

市民バス購入事業皆減

平成27年度

470 757 757

（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度(見込) 平成29年度(見込)
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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28年予算額は、第5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　　2,035千円

　　○地域資源の連携による交流の推進

移住・定住促進事業 　 9,297千円

　　○公共交通の充実

  美唄市バス路線維持費補助事業　　8,890千円

  地域間幹線系統バス路線維持費補助事業　　4,161千円

【主な事業】 （単位：千円）

H29予算額 H28予算額 費目 担当部

1 2,035 3,042 商工費 経済部

2 1,675 1,651 農林費 経済部

3 17,606 15,306 農林費 経済部

4 50,853 41,337 農林費 経済部

5 313,910 320,666 農林費 経済部

6 5,581 4,920 農林費 経済部

多面的機能支払交付金事業

　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。

　市内農業者及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組みを行
う事業の掘り起しや、助成等の支援を行う。

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。

畑作生産振興事業(振興作物助成)

経営所得安定対策等推進事業

　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、農業次世代人材投
資事業(旧：青年就農給付金)により支援する。

事業名・事業内容

農商工連携推進助成事業

　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、生産者のハスカップ樹・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。

国営換地計画受託事業

  国営農地再編整備事業により土地の区画や道路・水路等が変更されるため、新たに土地の権利関係を定める
計画を策定する。

1 
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H29予算額 H28予算額 費目 担当部

7 144,732 127,395 農林費 経済部

8 892 886 農林費 経済部

9 8,493 16,107 農林費 経済部

10 1,000 1,000 商工費 経済部

11 14,431 61,386 商工費 経済部

12 9,297 10,924 総務費 総務部

13 1,900 900 商工費 経済部

14 27,416 26,481 商工費 経済部

15 13,368 13,260 商工費 経済部

16 8,890 9,628 総務費 市民部

17 4,161 2,714 総務費 市民部

事業名・事業内容

農地中間管理事業受託等事務

中心経営体農地集積促進事業

　道営土地改良事業実施に伴う農家負担軽減対策として行う事業。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の割合で負担する。
　また、道営・国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29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2一期地区、峰延第2一期地区
　　夏期施工：大富第2～4地区、美唄茶志内地区、美唄地区、進徳一心第1一期地区、峰延第1一期地区

　住民の足を確保するため、市内バス路線及び乗合タクシーへの運行費の一部を補助する。

国内外観光客誘致対策事業

  地域の特性や資源を生かした内発型の産業おこしに対して、中小企業者や、中小企業者等が参加する研究グ
ループが行う新技術・新製品・その他新たな事業創出を促進するための研究開発事業に対し補助を行う。

　必要な基盤整備を進めるため、道営土地改良事業実施に伴う農家負担の一部を補助する。
　※平成29年度実施地区：大沼地区 中村南地区 大富地区 親和地区

　担い手への農地集積・集約化を図る農地中間管理事業について、農地中間管理機構から委託された事務を行
う。また、集積に結び付いた農地の出し手に対して支援する。

移住・定住促進事業【事業内容拡充】

農業競争力基盤強化特別対策事業

交流拠点施設整備事業

  施設・設備の老朽化に伴う修繕が増加しているため、交流拠点施設の適正な管理及び利用者の快適な環境を
確保するため、緊急性の高いものから計画的に改修を実施する。
（１）交流拠点施設温泉施設修繕
（２）交流拠点施設設備改修工事
　  　温泉棟ろ過機系統電動3方弁交換ほか
（３）交流拠点施設備品一式

新産業創出補助事業

　地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を活用して造成した雪山を有効に活用し、
利雪の取組のPR活動等を行う。
　市内イベントでの雪利用、市内雪冷房施設への雪運搬等を行う。

特産品情報発信促進事業

美唄市バス路線維持費補助事業

　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、助成金を交付するほ
か、平成29年度から札幌市にＪＲを利用して、通勤する転入者に対し、通勤費の一部を助成する。

地域間幹線系統バス路線維持費補助事業

　ふるさと納税を活用した特産品の情報発信及び販路拡大を図ることを目的として、ふるさと納税をされた方
に対して特産品などを贈呈する。

利雪の聖地びばいプロジェクト事業

　地域一体の観光地づくりを推進するために、DMOの構築に向けた取組を進めるとともに、国内外観光プロモー
ションやサイクリングコースの整備を進め、国内外からの観光客誘致のほか、観光の振興による地域活性化の
ため新たに観光ビジョンを策定する。

  経常赤字が発生している地域間を運行するバス路線に対し、路線維持のため、沿線自治体（美唄市・三笠
市・月形町・岩見沢市・奈井江町・砂川市・滝川市）で赤字の一部を負担する。
　※対象路線：岩見沢美唄線、滝川美唄線、月形線

(補正） 
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　　人と文化を育み交流が広がるまちづくり

　○総合的な子育て支援の推進

乳幼児等医療費助成事業　 21,215千円

病児保育室管理運営事業　  8,070千円

不妊治療費助成事業   　 750千円

私立幼稚園施設型給付費負担金給付事業　 61,953千円

私立幼稚園一時預かり事業　  2,343千円

　○学校教育の充実・教育環境の整備

学校給食センター整備事業　 12,669千円

美唄市内高等学校支援事業　    800千円

　○社会体育施設の整備

体育施設整備事業 　74,723千円

　○生涯学習活動の充実

生涯学習事業  　　403千円

【主な事業】 （単位：千円）

H29予算額 H28予算額 費目 担当部

1 21,215 21,585 衛生費 市民部

2 213,888 229,666 民生費 保健福祉部

3 75,164 66,217 民生費 保健福祉部

4 8,070 － 民生費 保健福祉部

5 750 － 衛生費 保健福祉部

6 61,953 － 教育費 教育委員会

7 2,343 － 教育費 教育委員会

不妊治療費助成事業【新規】

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。

　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等の必要なサービスを支給する。

　 平成29年度から市内の私立幼稚園2園(美唄めぐみ幼稚園、美唄アカシヤ幼稚園)が、子ども子育て支援新制
度へ移行することに伴い、施設型給付費を支給する。

私立幼稚園施設型給付費負担金給付事業【新規】

病児保育室管理運営事業【新規】

　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
環境を整備する。

乳幼児等医療費助成事業

　乳幼児等のいる保護者に対し、未就学児の医療費を全額助成(一部負担金の無料化)するとともに、小学生の
入院医療費の一部を助成する。

事業名・事業内容

私立幼稚園一時預かり事業【新規】

   平成29年度から市内の私立幼稚園2園(美唄めぐみ幼稚園、美唄アカシヤ幼稚園)が、子ども子育て新支援新
制度へ移行することに伴い、一時預かり保育を実施する。

障がい児居宅生活支援費給付事業

児童手当支給事業

2 
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H29予算額 H28予算額 費目 担当部

8 1,680 20,843 教育費 教育委員会

9 3,648 2,851 教育費 教育委員会

10 1,128 1,090 教育費 教育委員会

11 43,900 5,150 教育費 教育委員会

12 80,100 8,100 教育費 教育委員会

13 12,669 23,199 教育費 教育委員会

14 800 544 教育費 教育委員会

15 3,400 2,605 教育費 教育委員会

16 403 272 教育費 教育委員会

17 3,199 1,934 教育費 教育委員会

18 74,723 14,548 教育費 教育委員会

美唄市内高等学校支援事業【拡充】

　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。

グリーン・ルネサンス推進事業

私立幼稚園就園奨励補助事業

生涯学習事業

体育施設整備事業

アルテピアッツァ美唄整備事業

　博物館法の登録となったことにより、敷地内の名称の表示などを改修する。

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29年度改修内容：小学校校舎煙突改修工事(中央小、峰延小)

　「地域に根ざし、暮らしに学ぶ」という視点にたち、美唄らしい特色ある教育を進めるために、学校や地域
関係団体等と連携して実施する農業の実体験活動を重視した「食農教育」を通して、子どもたちに「豊かな
心」「社会性」「主体性」を身につけさせ、将来にわたる「生きる力」を育む。

　私立幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減するとともに、公・私立幼稚園間における保護者負
担の格差是正を図り、幼稚園への就園を促進するため、保護者の所得に応じて保育料の一部を助成する。
　※平成29年度より市内私立幼稚園2園が子ども子育て支援新制度に移行するため、市外の幼稚園に通う園児の
保護者が対象。

事業名・事業内容

学力向上プロジェクト推進事業【拡充】

　生涯学習社会に向けた環境づくりのため、生涯学習セミナーなどを開催する。

　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。
　※平成29年度整備内容：本部棟、バックネット、ダックアウト

東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致推進事
業

　老朽化した設備の更新等を行い、施設機能の維持管理を図るとともに学校給食事業を安全かつ確実に実施す
る。
  ※平成29年度整備内容：真空冷却機更新

　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29年度改修内容：給排水衛生設備改修工事(東中)

　スポーツ合宿誘致のため、多言語による合宿誘致サイトを作成し、国内外に情報発信するとともに、専門家
のノウハウを活用しながら、計画的な誘致活動を進める。

学校給食センター整備事業

　確かな学力育成プランの具現化を図るため、公開研究指定校事業などの教職員研修や学生ボランティアの活
用、保護者への啓発、標準学力検査や知能検査など学力向上に向けて総合的に取り組むほか、複式校の授業充
実を図るため、学習支援員を配置する。
　※平成29年度より標準学力検査の実施学年を拡充

中学校大規模改修事業
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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　　4,669千円

　○ごみの減量化と適正処理

ごみ運搬車整備事業　 10,609千円

　○都市基盤整備の推進

道路新設改良事業　122,198千円

都市計画街路整備事業　28,381千円

橋りょう新設改良事業　111,600千円

除排雪事業　411,522千円

公営住宅改善事業 　43,588千円

住宅改修促進助成事業 　10,000千円

　○美しい景観づくり

公園施設等再整備事業　 31,040千円

【主な事業】 （単位：千円）

H29予算額 H28予算額 費目 担当部

1 4,669 5,000 衛生費 市民部

2 10,609 15,304 衛生費 市民部

3 4,500 4,180 衛生費 市民部

4 122,198 241,584 土木費 都市整備部

7 28,381 34,663 土木費 都市整備部

8 111,600 70,000 土木費 都市整備部

10 53,200 80,000 土木費 都市整備部

火葬場整備事業

　美唄市火葬場「美唄斎苑」の改修、設備の更新を行う。
　※平成29年度整備内容：火葬炉計装機器更新

橋りょう新設改良事業

　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　長渡橋、山の手跨道橋
　　架　　  換  協和橋
　　実施設計　栄橋、光珠内跨道橋

道路ストック総点検(橋りょう)事業

　道路利用者の安全確保と施設の老朽化による被害の防止を目的に、法令で定められた定期点検を実施する。
　　橋りょう点検     130橋、　横断歩道橋点検（コスモス通）

宮島沼自然環境保全基礎調査事業

道路新設改良事業

事業名・事業内容

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。
　　生活関連道路　　　改良舗装　 ２地区   　    L=  290m
　　　　　　　　　　　側　  溝　 ２地区　       L=  120m

ごみ運搬車整備事業

  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。

　資源ごみを収集運搬する４ｔ平ボディ車１台を購入する。

　地域における未改良・未舗装の道路や側溝を整備する。
　　美培線道路改良舗装整備　　　　　　　　      L=　201m
　　開発･峰延西5号線道路舗装整備                L=　255m
　　ゆたかニュータウン1線改良舗装               L=　190m
    南美唄・光珠内線予備設計                    L=1,700m
　　生活関連道路 　  簡易舗装　　２地区         L=　243m
　　   　　　　　　　側　  　溝  ２地区　　　   L=　120m

3 
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H29予算額 H28予算額 費目 担当部

11 411,522 406,669 土木費 都市整備部

12 20,049 32,785 土木費 都市整備部

13 30,624 11,636 土木費 都市整備部

14 31,040 37,600 土木費 都市整備部

15 10,000 11,000 土木費 都市整備部

16 43,588 17,936 土木費 都市整備部

17 266,424 271,933 水道事業会計 都市整備部

18 85,076 64,576 工業用水道事業会計 都市整備部

19 205,623 226,540 下水道会計 都市整備部

20 70,258 73,460 下水道会計 都市整備部

21 27,442 26,386 下水道会計 都市整備部個別排水処理施設整備事業

水道事業（建設改良費分）

　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　14基

　道路改良に伴う配水管の移設工事、老朽化した配水管の更新をするため改良工事等を行う。
　　配水管整備  　　配水管移設・新設工事等10路線　L＝2,225m
　　浄水場整備　　　浄水場次亜塩素酸ソーダ注入設備改良工事等
    新設メーター　　一式

　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＝886m（光珠内・進徳地区） 新川マンホールポンプ所設備更新

　水防機能を強化するため、河川の整備を行う。
　　13号川　　　　　整備延長 Ｌ＝ 70ｍ

　雨水排水施設の整備を行う。
　　雨水整備　L＝390m（旭通）

雨水整備事業

　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の更新を行う。
　　東3条南公園遊具更新　　 遊具3基
　　一心東公園遊具等更新    遊具3基・ベンチ・車止・フェンス
　　ゆたか公園遊具等更新　　遊具4基・バスケットコート改修
　　東雲公園遊具等更新      遊具3基・ベンチ

汚水整備事業

　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。

　　導水管移設工事  L=480m 道道美唄富良野線道路改良に伴う移設工事 2路線
　　浄水場整備　　　浄水場次亜塩素酸ソーダ注入設備改良工事等
　　新設メーター　　一式

除排雪事業

工業用水道事業（建設改良費分）

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化改修等に対して一部助成す
る。また木造住宅の耐震性の向上を図るため耐震診断・耐震改修に対して一部助成する。

　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

河川整備事業

公営住宅改善事業

街路灯補助事業

  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、いなほ団地ガス配管改修工事
等を行う。

公園施設等再整備事業

事業名・事業内容
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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

中高年疾病予防事業　 15,699千円

感染症予防対策事業   　 573千円

定期予防接種事業　 33,217千円

　○医療体制の確保

医療等拠点づくり推進事業  　9,784千円

市立美唄病院事業（救急医療）  122,712千円

市立美唄病院事業（人工透析）　184,657千円

市立美唄病院事業（改築事業） 　75,892千円

　○高齢者の生活支援

地域支援事業　185,410千円

福祉灯油事業　　1,852千円

【主な事業】 （単位：千円）

H29予算額 H28予算額 費目 担当部

1 104 117 民生費 保健福祉部

2 391 391 教育費 教育委員会

3 15,699 17,346 衛生費 保健福祉部

4 1,101 1,349 衛生費 保健福祉部

5 573 216 衛生費 保健福祉部

6 593 1,131 衛生費 保健福祉部

7 33,217 35,469 衛生費 保健福祉部

8 9,784 372 衛生費 保健福祉部

　エキノコックス予防の事業に加え、中学3年生を対象にピロリ菌感染の検査・除菌治療費に対して助成しま
す。

　市内の保育所（園）、認定こども園に入所している4・5歳児のうち、保護者の同意を得た児童に対し週2日の
フッ化物洗口を実施する。

医療等拠点づくり推進事業
【新規・一部事業統合】

健康づくり啓発事業

　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。

定期予防接種事業

　感染症予防のため、これまでのＢＣＧ・四種混合などのほか、定期予防接種となった水痘、新たに追加に
なった日本脳炎ワクチンの予防接種を行う。

　地域において健康づくり活動を行う保健推進員、食生活改善推進員、運動推進員に対し、育成支援を行う。

事業名・事業内容

　健康づくりに対する意識を高めるため、定期的にすこやかウオ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、受動喫煙防止条例の周知啓発を行う。

健康づくり組織活動推進事業

幼小フッ化物洗口推進事業

  歯の健康づくりに有効とされるフッ化物洗口を幼稚園・小学校で取り組むことにより子どもの歯の健康づく
りを推進する。

保育所フッ化物洗口推進事業

中高年疾病予防事業

   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構築を目指す。

感染症予防対策事業【事業名変更・拡充】
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H29予算額 H28予算額 費目 担当部

9

122,712
184,657
75,892

147,958
181,038

病院事業会計 病院事務局

10 185,410 133,952 介護保険会計 保健福祉部

11 5,337 － 民生費 保健福祉部

12 988 630 民生費 保健福祉部

13 12,218 10,491 民生費 保健福祉部

14 1,328 649 民生費 保健福祉部

15 1,852 1,852 民生費 保健福祉部

16 10,974 8,049 民生費 保健福祉部

17 4,517 － 民生費 保健福祉部

間口除雪事業

地域支援事業

市立美唄病院事業

社会福祉法人等利用者負担軽減事業

事業名・事業内容

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の一部を支給する。

生活困窮者自立支援事業

　包括支援システム(ハードウェア)の保証期間満了に伴い、円滑な業務遂行を図るためシステム更新を行う。

地域包括支援システム改修事業

　冬期間の安全な在宅生活を支援するため除雪が困難な高齢者、障がい者世帯へ除雪車が通過した後、間口に
残った雪処理対策として除雪を行う。

恵風園整備事業【新規】

　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。

　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。

　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
療連携を更に強化し、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、新たな市立美唄病院の基本設計及び実施設計など、改築事業に取り
組む。

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。

　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　・成年後見制度利用支援事業　など

　恵風園の維持管理に伴う整備を行う。
　※平成29年度整備内容：電気床暖房ヒーター盤・ボイラー修理
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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

防災資機材等整備事業      874千円

　○消防力の向上

消防車両整備事業   78,526千円

消防施設整備事業    6,329千円

　○就労促進支援

ふるさとハローワーク就労促進支援事業    6,257千円

【主な事業】 （単位：千円）

H29予算額 H28予算額 費目 担当部

1 874 4,038 総務費 総務部

2 2,468 － 消防費 消防本部

3 78,526 － 消防費 消防本部

4 6,329 44,000 消防費 消防本部

5 3,441 4,267 消防費 消防本部

6 6,257 6,159 労働費 経済部

7 13,000 13,000 労働費 経済部

8 2,042 15,260 民生費 保健福祉部

　老朽化した、消防庁舎鋼板製真空式温水ヒーターの改修工事を行う。

総合福祉センター整備事業

消防施設整備事業

地域人材開発センター運営事業

　地域福祉の拠点施設である総合福祉センターの維持管理に伴う整備を行う。
　※平成29年度整備内容：高圧ケーブル修繕

防災資機材等整備事業

救急救命士養成事業

　救急救命士養成のため、救急救命東京研修所に職員１名入所させ、救急救命士の増員を図る。

　被災時に必要な備蓄品、資機材等を計画的に整備することで、地域の防災力向上に努める。

事業名・事業内容

　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
負担するほか、自衛隊部外訓練ＰＣ講座にかかる必要な経費を負担する。

消防水利整備事業

　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。

消防車両整備事業【新規】

　火災への備えとして、防火水槽や消火栓を整備する。
　※平成29年度整備内容：消火栓(新設1基 )　防火水槽（撤去2基）

ふるさとハローワーク就労促進支援事業

　年数が経過し、老朽化した車両を整備し、消防力の充実・強化を図る。
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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　 23,613千円

多目的宿泊施設管理運営事業 　 3,374千円

【主な事業】 （単位：千円）

H29予算額 H28予算額 費目 担当部

1 50 50 教育費 教育委員会

2 23,613 17,926 総務費 総務部

3 49 52 総務費 総務部

4 880 2,190 総務費 総務部

5 918 922 総務費 総務部

6 3,374 1,127 総務費 総務部

美唄サテライト・キャンパス事業

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。

　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。

人事評価制度構築・運用事業

情報公開・個人情報保護制度運営事務

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。

　地方公務員法の改正に伴い、人事評価の実施が義務付けられることを受け、職員がその職務を遂行するに当
たり発揮した能力及び挙げた業績を把握し、これを人事管理の基礎とするとともに、限られた人材の中で、そ
の能力とやる気を最大限に高め、効率的かつ有効的な人材育成を図るため、人事評価制度を運用する。

  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。

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。

事業名・事業内容
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