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１　総論及び各会計予算額

　平成28年度は、国の経済対策などに配慮しながら、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28年度の美唄市総予算額は283億541万7千円で対前年度4.7％の減、そのうち一般会

計については157億4,256万7千円で対前年度4.7％の減となっています。

（単位：百万円　％）

平成28年度
予　算　額

平成27年度
予　算　額

増　減

　美唄市総予算 28,305 29,703 △ 1,398

　うち一般会計 15,743 16,516 △ 773

　うち特別会計 9,711 9,870 △ 159

　うち企業会計 2,852 3,317 △ 465

【会計別予算額】 （単位：千円）

平成28年度 平成27年度

予　算　額 予　算　額

A B C＝(A－B)

15,742,567 16,515,782 △ 773,215 △ 4.7 ％

市民バス会計 48,017 49,769 △ 1,752 △ 3.5 ％

国民健康保険会計 4,093,520 4,178,456 △ 84,936 △ 2.0 ％

下水道会計 1,914,465 1,924,403 △ 9,938 △ 0.5 ％

介護保険会計 2,653,923 2,738,112 △ 84,189 △ 3.1 ％

介護サービス事業会計 235,402 221,437 13,965 6.3 ％

後期高齢者医療会計 765,356 757,331 8,025 1.1 ％

小　　　計 9,710,683 9,869,508 △ 158,825 △ 1.6 ％

病院事業会計 1,601,345 2,104,761 △ 503,416 △ 23.9 ％

水道事業会計 1,116,061 1,117,393 △ 1,332 △ 0.1 ％

工業用水道事業会計 134,761 95,268 39,493 41.5 ％

小　　　計 2,852,167 3,317,422 △ 465,255 △ 14.0 ％

28,305,417 29,702,712 △ 1,397,295 △ 4.7 ％

平成28年度美唄市各会計予算の概要

会　計　名

（C/B）

増減率

△ 1.6

△ 14.0

　会計別の予算額については以下のとおりです。

△ 4.7

△ 4.7

合　　　計

比較増減額 増減率

企
業
会
計

特
　
別
　
会
　
計

一　般　会　計
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２　一般会計予算（歳入）について

○ 市税は、市税、固定資産税等の減により対前年度約5,030万円(2.3％)の減

○ 配当割交付金は、平成26年度決算額等を勘案し、対前年度800万円(200.0%)の増

○ 株式等譲渡所得割交付金は、平成26年度決算額等を勘案し、対前年度10,000万円(166.7%)増

○ 地方消費税交付金は、平成27年度決算見込等を勘案し、対前年度7,300万円(16.6%)増

○ 地方交付税は、普通交付税の減により対前年度9,600万円(1.4％)の減

○

○

○

○ 諸収入は、土地開発公社貸付金収入(7億9,802万円)及び美唄情報開発学園貸付金収入

(1億6,150万円)の減により、対前年度約9億7,767万円(54.4％)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72億650万円で、対前

年度1億3,190万円(1.8％)の減

※(  )内は対前年度比

【款別予算額】 （単位：千円）

平成28年度
予　算　額

平成27年度
予　算　額

増減額

1 2,106,574 2,156,875 △ 50,301 △ 2.3 ％

2 181,000 172,000 9,000 5.2 ％

3 2,700 4,000 △ 1,300 △ 32.5 ％

4 12,000 4,000 8,000 200.0 ％

5 16,000 6,000 10,000 166.7 ％

6 513,000 440,000 73,000 16.6 ％

7 10,100 7,800 2,300 29.5 ％

8 27,300 22,900 4,400 19.2 ％

9 406 441 △ 35 △ 7.9 ％

10 3,300 3,500 △ 200 △ 5.7 ％

6,794,000 6,890,000 △ 96,000 △ 1.4 ％

うち普通交付税 5,794,000 5,890,000 △ 96,000 △ 1.6 ％

うち特別交付税 1,000,000 1,000,000 0 0.0 ％

12 4,500 4,500 0 0.0 ％

13 252,949 258,049 △ 5,100 △ 2.0 ％

14 346,691 354,890 △ 8,199 △ 2.3 ％

15 2,169,262 1,985,315 183,947 9.3 ％

16 1,151,817 1,117,073 34,744 3.1 ％

17 8,504 11,419 △ 2,915 △ 25.5 ％

18 50,000 25,821 24,179 93.6 ％

19 131,337 144,197 △ 12,860 △ 8.9 ％

20 1 1 0 0.0 ％

21 819,326 1,797,001 △ 977,675 △ 54.4 ％

1,141,800 1,110,000 31,800 2.9 ％

うち臨時財政対策債　② 412,500 448,400 △ 35,900 △ 8.0 ％

15,742,567 16,515,782 △ 773,215 △ 4.7 ％

7,206,500 7,338,400 △ 131,900 △ 1.8 ％
【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

ゴルフ場利用税交付金

地方交付税　        ①

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

寄附金

道支出金

国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業費補助金(約1億4,877万円)、社会資本整備総合交付金

寄附金は、ふるさと応援寄附金の増により、対前年度約2,417万円(93.6%)の増

(1億460万円)、臨時財政対策債(3,590万円)等の減により、対前年度3,180万円(2.9％)の増

市税

(約8,771万円)などの増により、対前年度約1億8,394万円(9.3%)の増

地方消費税交付金

配当割交付金

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

市債は、商工債(3,430万円)、土木債(7,460万円)、教育債(4,480万円)等の増、消防債

合計

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
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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、対前年度約490万円(5.1%)の増

○ 労働費は、情報処理訓練校支援事業皆減により、対前年度約1億5,791万円(85.0%)の減

【款別予算額】 （単位：千円）

平成28年度
予　算　額

平成27年度
予　算　額

増減額

1 100,990 96,081 4,909 5.1 ％

2 572,848 649,532 △ 76,684 △ 11.8 ％

3 3,356,808 3,193,957 162,851 5.1 ％

4 690,179 735,882 △ 45,703 △ 6.2 ％

5 27,946 185,865 △ 157,919 △ 85.0 ％

6 777,965 707,295 70,670 10.0 ％

7 847,726 788,724 59,002 7.5 ％

8 1,252,991 1,014,681 238,310 23.5 ％

9 148,283 256,280 △ 107,997 △ 42.1 ％

10 639,566 552,342 87,224 15.8 ％

11 300 300 0 0.0 ％

12 2,114,408 2,285,054 △ 170,646 △ 7.5 ％

13 2,606,496 2,565,672 40,824 1.6 ％

14 2,586,061 3,464,117 △ 878,056 △ 25.3 ％

15 20,000 20,000 0 0.0 ％

15,742,567 16,515,782 △ 773,215 △ 4.7 ％

商工費

款

諸支出金は、市立美唄病院会計支出金(約2億2,258万円)や土地開発公社支出金(7億9,802万円)な
どの減により、対前年度約8億7,805万円(25.3％)の減

増減率

○

○

○

○

○

農林費

○

農林費は、環境保全型農業直接支援対策事業(約1,681万円)や中心経営体農地集積促進事業(約
5,358万円)などの事業費増により、対前年度7,067万円(10.0%)の増

予備費

職員費

諸支出金

○

○

○

○

○

消防費

教育費

労働費

民生費

衛生費

総務費は、行政情報化運用事業(約1億137万円)の減、基金造成事業費(約5,402万円)の増などによ
り、対前年度約7,668万円(11.8％)の減

民生費は、低所得者の高齢者向け給付金給付事業(約1億4,385万円)など国の経済対策事業を予算
計上したほか、障がい児居宅生活支援費給付事業(約1,693万円)などの増により対前年度約1億
6,285万円(5.1%)の増

衛生費は、生ごみ堆肥化施設整備事業(約8,423万円)の減や、市立美唄病院及び保健福祉総合施設
整備計画策定事業(約2,603万円)増等により対前年度約4,507万円(6.2％)の減

商工費は、特産品情報発信促進事業(約1,473万円)、地域資源を活用した観光地づくり推進事業
(約770万円)及び交流拠点施設整備事業(約3,187万円)などの増により、対前年度約5,900万円
(7.5％)の増

土木費は、道路維持管理事業(約3,842万円)、道路ストック総点検(橋りょう)事業(約7,500万
円)、橋りょう新設改良事業(約4,000万円)などの増により、対前年度約2億3,831万円(23.5％)の
増

合計

災害復旧費

公債費

議会費

総務費

消防費は、消防施設整備事業(4,400万円)、高規格救急自動車整備事業(約2,999万円)の増、消防
救急無線デジタル化整備事業(1億7,930万円)の減により、対前年度約1億799万円(42.1％)の減

教育費は、スクールバス更新事業(約1,709万円)、総合体育館整備事業(約1,429万円)や体育施設
整備事業(約1,454万円)などの増により、対前年度約8,722万円(15.8％)の増

公債費は、平成14～15年度に整備を行った施設改修に係る償還終了により、対前年度比
1億7,064万円(7.5％)の減

職員費は、給料、職員手当増等により、対前年度約4,082万円(1.6％)の増

土木費
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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ったほか、

　　病院事業会計については、経営健全化計画終了に伴い、医療機器購入費等の予算額が増えたほか、

　　工業用水道事業会計は、浄水場改良事業費増により増額になっている。

　○全会計の総額は15億7,021万8,000円で、対前年度3,802万3,000円(2.5％)の増。

　○一般会計は8億1,530万円で、対前年度615万9,000円(0.7％)の減。

【会計別普通建設事業費】 （単位：千円）

会計
平成28年度
予　算　額

平成27年度
予　算　額

増減額

一般会計 815,300 821,459 △ 6,159 △ 0.7 ％

バス会計 8,025 8,539 △ 514 △ 6.0 ％

下水道会計 344,729 351,653 △ 6,924 △ 2.0 ％

介護サービス
事業会計

5,087 0 5,087

病院事業会計 60,568 25,526 35,042 137.3 ％

水道事業会計 271,933 302,442 △ 30,509 △ 10.1 ％

工業用水道
事業会計

64,576 22,576 42,000 186.0 ％

計 1,570,218 1,532,195 38,023 2.5 ％

５　市債残高について
　○公債費負担適正化計画の着実な実施により、平成19年度から市債残高が減少していたが、平成

　  27年度(見込)で、約187億円となり、平成26年度決算額より8億4,800万円、市債残高が増加。

　○全会計の残高(見込)は約347億円で対前年度(H27見込との比較)約13億円(3.5％)の減。

　○一般会計の残高(見込)は約178億円で対前年度(H27見込との比較)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 17,832 (△2.6%) 18,680 17,848 (△4.5%)

特別会計 13,720 (△3.8%) 13,311 12,839 (△3.5%)

企業会計 4,193 (△3.5%) 3,964 4,018 (1.4%)

計 35,745 (△3.2%) 35,955 34,705 (△3.5%)

※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26年度決算剰余金の約1/2を積み立て、平成26年度末残高は約4億7,000万円の見込み

財政調整基金

※ H27見込の内訳

　 ①H26決算 364　②H27基金積立予定額 106   ①+②=470

平成26年度

364 470 472

（単位：百万円）

平成26年度 平成27年度(見込) 平成28年度(見込)

主な増減要素

交流拠点施設整備事業               36,643
橋りょう新設改良事業               40,000
公園施設等整備事業                 32,600
消防施設整備事業　　　　　　       44,000
高規格救急自動車整備事業           29,993
消防救急無線デジタル化整備事業  △179,300
地域福祉会館整備事業            △  4,040
保育施設整備事業                △  6,000

個別排水処理施設整備事業         △21,505
石狩川流域下水道整備事業         △ 4,419
汚水整備事業　　　　　　  　　   △ 8,327
雨水整備事業　　　　　　　  　   　27,327

医療機器購入費                     33,719
リース資産購入費　　　　　　　　　 　 432
病院施設改良工事費　　　　　　　　 　 891

増減率

恵祥園整備事業                      5,087

市民バス購入事業

皆増

導水管整備費　                　 △ 2,500
配水管整備費　　　　   　　  　  △72,490
浄水場施設改良事業費               44,500

導水管整備費　　　　  　　　  　 △ 2,500
浄水場改良事業費                   44,500

(0.6%)

平成28年度(見込)平成27年度(見込)

(4.8%)

(△3.0%)

(△5.5%)
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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。

　　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　　3,042千円

　　○地域資源の連携による交流の推進

移住・定住促進事業　 10,924千円

　　○公共交通の充実

  美唄市バス路線維持費補助事業　　9,628千円

  地域間幹線系統バス路線維持費補助事業　　2,714千円

【主な事業】 （単位：千円）

H28予算額 H27予算額 費目 担当部

1 3,042 3,000 商工費 経済部

2 1,651
1,678

24,778
農林費 経済部

3 15,306
11,806
12,306

農林費 経済部

4 41,337
24,526
28,731

農林費 経済部

5 320,666 324,871 農林費 経済部

6 4,920 38,411 農林費 経済部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。

事業名・事業内容

農商工連携推進助成事業【拡充】

　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購入の取り組みに
対する支援を継続するとともに、新たにアスパラガス苗購入者に対して支援する。

　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。
　平成28年度より補助対象経費を拡充するほか、補助率を1/2から2/3に引き上げる。

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。

畑作生産振興事業【拡充】

経営所得安定対策事業

　経営所得安定対策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、青年就農給付金に
より支援する。

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。

1 

(当初) 

 

(補正後） 

(当初) 

 

(補正後） 

(当初) 

 

(補正後） 
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H28予算額 H27予算額 費目 担当部

7 127,395 73,809 農林費 経済部

8 886 355 農林費 経済部

9 16,107 8,000 農林費 経済部

10 1,000 1,000 商工費 経済部

11 61,386 29,511 商工費 経済部

12 1,600 － 商工費 経済部

13 10,924 11,938 総務費 総務部

14 900 16,000 商工費 経済部

15 26,481
11,742
17,742

商工費 経済部

16 14,366 6,663 商工費 経済部

17 9,628 9,207 総務費 市民部

18 2,714 2,340 総務費 市民部

中小企業等が市の指定する研修機関の行う技能講習等に参加した場合に補助する。
　・研修機関：中小企業大学校旭川及び美唄地域人材開発センター
　・補助対象経費：公的研修機関の指定する受講料
　・補助率：技能講習等に参加した場合、その受講料7割相当額

利雪の聖地びばいプロジェクト事業

　総務省の「地域おこし協力隊」の制度を活用し、市内事業者等と連携したイベント企画や地域資源の調査な
ど、国内外の観光客のニーズを捉えた観光地づくりを進める。

  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

　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【拡充】

中心経営体農地集積促進事業

　農地を中心経営体に集積・団地化を進めるため道営土地改良事業実施地区に対し、事業費の補助残12.5%の内
5%を国と道と市が負担する。
　夏期施工による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。負担割合：
国55％、受益者45％
　※平成28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地区　峰延第1地区
　　夏期施工　　　　　大富第1～4地区　美唄茶志内地区　美唄地区

  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。
※平成28年度から、子育て世帯に対する支援の拡充として、3人目以降の15歳未満の子１人当たり、１00千円を
加算する。

　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28年度実施地区：美唄第1地区 大沼地区 中村南地区

　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【拡充】

食料供給基盤強化特別対策事業

地域人材育成事業

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
　  　非常用照明設備蓄電池交換工事　ろ過機更新工事
（３）交流拠点施設備品一式

  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。

美唄市バス路線維持費補助事業

地域間幹線系統バス路線維持費補助事業

　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。

地域資源を活用した観光地づくり推進事業【拡充】

　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。

新産業創出補助事業

事業名・事業内容

農地中間管理事業受託等事務

(補正後） 

(当初) 
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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　 21,585千円

市立保育所管理運営事業　 35,067千円

障がい児居宅生活支援費給付事業　 66,217千円

　○学校教育の充実・教育環境の整備

外国人講師小中学校派遣事業　　9,988千円

学校給食センター整備事業　 23,199千円

美唄市内高等学校支援事業　    544千円

　○社会体育施設の整備

総合体育館整備事業 　20,796千円

体育施設整備事業 　14,548千円

　○生涯学習活動の充実

生涯学習事業  　　272千円

【主な事業】 （単位：千円）

H28予算額 H27予算額 費目 担当部

1 402 402 民生費 保健福祉部

2 384 361 教育費 教育委員会

3 21,585 20,444 衛生費 市民部

4 229,666 241,886 民生費 保健福祉部

5 66,217 49,290 民生費 保健福祉部

6 35,091 34,122 民生費 保健福祉部

7 9,329 8,588 民生費 保健福祉部

8 20,843 19,333 教育費 教育委員会私立幼稚園就園奨励補助事業

　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。

児童手当支給事業

乳幼児等医療費助成事業

地域子育て拠点支援事業

ブックスタート事業

  地域住民や子育て世帯の世代間交流等が図られるよう、交流の場に対する支援を行う。

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等の必要なサービスを支給する。

事業名・事業内容

  絵本を通して子育てや家庭での親子読書を支援するため、７か月児及び３歳児に絵本を贈り、幼児期から読
書に親しむ習慣の定着を図る。

　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。

　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

　教育・保育・子育て支援を一体的に提供する「認定こども園ひまわり」の管理運営を行う。

認定こども園管理運営事業

市立保育所管理運営事業

　市立保育所（ピパの子保育園）において、保育を必要とする児童を保護者にかわって保育する。

2 
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H28予算額 H27予算額 費目 担当部

9 2,851 2,863 教育費 教育委員会

10 9,988 5,571 教育費 教育委員会

11 1,090 1,324 教育費 教育委員会

12 985 976 教育費 教育委員会

13 8,100 44,280 教育費 教育委員会

14 23,199 9,400 教育費 教育委員会

15 544 － 教育費 教育委員会

16 2,605 2,754 総務費 総務部

17 272 308 教育費 教育委員会

18 20,796 6,500 教育費 教育委員会

19 14,548 － 教育費 教育委員会

20 694 9,600 教育費 教育委員会公民館・市民会館整備事業

利用者の受動喫煙防止を図るため、屋外に喫煙室を設置する。

中学校大規模改修事業

　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球場の改修に係る実施設計を行う。

東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致推進事
業【事業名変更】

　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28年度整備内容：食缶洗浄機更新
　　　　　　　          自動火災報知設備改修

　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28年度改修内容：給排水衛生設備改修工事実施設計委託(東中)
　　　　　　　　　　　　給食用小荷物専用昇降機改修(東中)

　スポーツ合宿誘致のため、各関係団体への誘致ＰＲ活動や東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会によるキャンプ候補地ガイド掲載に伴う事務を進める。

総合体育館整備事業

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。

外国人講師小中学校派遣事業【拡充】

　小・中学校における語学指導及び外国語活動を行うため、外国人講師を雇用し、語学指導等を行う。
　※講師１名増

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。（債務負担の設定　総額６９，１１４千円）

　「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。

事業名・事業内容

学力向上プロジェクト推進事業

生涯学習事業

体育施設整備事業【新規】

グリーン・ルネサンス推進事業

美唄市内高等学校支援事業【新規】

　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。

　施設利用者が安全で快適に利用できるよう総合体育館の整備を行う。
　※平成28年度整備内容：暖房ボイラー・給湯ボイラー更新
　　　　　　　　　　　　　　　　 外調機温水コイルパンク修理

(補正後） 

(補正後） 

－8－



　　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　　5,000千円

　○ごみの減量化と適正処理

ごみ運搬車整備事業　 15,304千円

ごみ広域処理焼却施設管理運営事業　 82,886千円

最終処分場・生ごみ堆肥化施設等管理運営事業　126,709千円

　○都市基盤整備の推進

道路新設改良事業　241,584千円

都市計画一般管理事務　 13,093千円

除排雪事業　406,669千円

住宅改修促進助成事業 　11,000千円

　○美しい景観づくり

公園施設等再整備事業　 37,600千円

【主な事業】 （単位：千円）

H28予算額 H27予算額 費目 担当部

1 5,000 5,000 衛生費 市民部

2 15,304 － 衛生費 市民部

3 82,886 71,743 衛生費 市民部

4 126,709
119,589
132,431

衛生費 市民部

5 241,584 251,464 土木費 都市整備部

6 13,093 716 土木費 都市整備部

7 34,663 24,442 土木費 都市整備部

8 156,145 117,719 土木費 都市整備部

都市計画一般管理事務【拡充】

　都市計画に関する事務や開発行為の進達、住居表示等の事務を行うほか、コンパクトなまちづくり向けて、
用途地域の適正な見直し等を行う。

ごみ運搬車整備事業【新規】

　美唄市内で収集した燃やせるごみを岩見沢市、美唄市、月形町の２市１町で施設整備を行った焼却施設にて
処理する。

  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。

  岩見沢市に燃やせるごみを運搬する６ｔパッカー車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。
　　西21線道路舗装整備(H27国債) 　　　         　L=1,972m
　　美培線道路改良舗装整備　　　　　　           L=　293m
　　拓北･峰樺西7号線道路舗装整備                 L=　500m
　　開発･峰延西5号線道路舗装整備                 L=　180m
　　ゆたかニュータウン1線実施設計                L=　370m
　　生活関連道路 　  簡易舗装　3地区             L=　300m
　　 　　　　　  　  側  　溝  4地区             L=　230m

　通行の安全を確保するため、舗装や側溝横断管等の補修や路面清掃、路肩草刈などを行う。

　清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、美唄市一般廃棄物最終処分場、生ごみ堆肥化施設、
一般廃棄物ストックヤードを適切に管理、運営する。

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　3地区    L=  350m、　　　　　・側　  溝　2地区　      L=  180m

事業名・事業内容

宮島沼自然環境保全基礎調査事業

道路維持管理事業

道路新設改良事業

ごみ広域処理焼却施設管理運営事業

最終処分場・生ごみ堆肥化施設等管理運営事業
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H28予算額 H27予算額 費目 担当部

9 70,000 30,000 土木費 都市整備部

10 80,000 5,000 土木費 都市整備部

11 406,669 372,875 土木費 都市整備部

12 32,785 28,723 土木費 都市整備部

13 11,636 10,641 土木費 都市整備部

14 37,600 5,000 土木費 都市整備部

15 11,000 11,000 土木費 都市整備部

16 17,936 6,815 土木費 都市整備部

17 271,933 302,442 水道事業会計 都市整備部

18 64,576 22,576 工業用水道事業会計 都市整備部

19 226,540 234,867 下水道会計 都市整備部

20 73,460 46,133 下水道会計 都市整備部

21 26,386 47,891 下水道会計 都市整備部

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。

街路灯補助事業【拡充】

 入居者の居住環境の改善を図り安全を確保するため、美の里団地の外部改修工事、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

道路ストック総点検(橋りょう)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
　　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

　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　入初橋
　　実施設計　協和橋、峰延跨道橋、光珠内跨道橋、山の手跨道橋、旭町跨道橋

河川整備事業

公営住宅改善事業

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。

　　導水管移設工事  L=150m 道道美唄富良野線道路改良に伴う移設工事 1路線
　　浄水場整備　　　浄水場管理本管屋根改良工事等
　　新設メーター　　一式

　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。
　　花園公園遊具更新  　   遊具1基
　　いなほ公園遊具等更新　 遊具2基・門柱・フェンス
　　一心東公園遊具更新　　 遊具1基
　　ゆたか公園バスケットコート改修

汚水整備事業

　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     127橋

　水防機能を強化するため、河川の整備を行う。
　　７号川　　　　　整備延長 Ｌ＝ 40ｍ

　雨水排水施設の整備を行う。
　　雨水整備　L＝660m（旭通）

雨水整備事業

工業用水道事業（建設改良費分）

　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＝3,020m
　　浄水場整備　　　浄水場管理本管屋根改良工事等
    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＝686m（峰延・光珠内・茶志内地区） 昭和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

橋りょう新設改良事業

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　15基
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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　 17,346千円

定期予防接種事業　 35,469千円

　○医療体制の確保

市立美唄病院及び保健福祉総合施設整備計画策定事業 　26,033千円

市立美唄病院事業（救急医療）  147,958千円

市立美唄病院事業（人工透析）　181,038千円

　○高齢者の生活支援
低所得の高齢者向け給付金給付事業　143,857千円

地域支援事業　113,952千円

福祉灯油事業　　1,852千円

【主な事業】 （単位：千円）

H28予算額 H27予算額 費目 担当部

1 117 113 民生費 保健福祉部

2 391 391 教育費 教育委員会

3 17,346 19,491 衛生費 保健福祉部

4 1,349 1,093 衛生費 保健福祉部

5 35,469
35,736
37,022

衛生費 保健福祉部

6 26,033 － 衛生費 保健福祉部

7 4,137 － 衛生費 保健福祉部

8
147,958
181,038

93,000
190,276

病院事業会計 病院事務局

　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。

定期予防接種事業

　保健医療福祉の連携拠点となるべき市立美唄病院及び保健福祉総合施設について、北海道が策定する地域医
療構想との整合性を図りながら関係機関と協議を行い、施設整備に向けた基本構想・基本計画を策定する。

保育所フッ化物洗口推進事業

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。

健康づくり組織活動推進事業

中高年疾病予防事業

　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。

　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

保健センター整備事業

保健センターの開設以来、検診室に設置している冷房設備を更新する。

　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。

　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。

市立美唄病院事業

市立美唄病院及び保健福祉総合施設整備計画
策定事業【新規】
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H28予算額 H27予算額 費目 担当部

9 133,952 92,790 介護保険会計 保健福祉部

10 10,491 9,879 民生費 保健福祉部

11 1,852 1,852 民生費 保健福祉部

12 58,165 53,247 民生費 保健福祉部

13 143,857 － 民生費 保健福祉部

14 8,049 3,293 民生費 保健福祉部

15 13,000 3,600 民生費 保健福祉部

　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。

　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

低所得の高齢者向け給付金給付事業【新規】

　経済成長における賃上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者に対し、給付金を支給する。

　東地区生活支援センターを維持管理するため、必要な整備を行う。
 【整備内容】
　・暖房設備改修

東地区生活支援センター整備事業

低所得者に対し、消費税引き上げによる影響を緩和するため、臨時福祉給付金の支給を行う。

生活困窮者自立支援事業【拡充】

　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。

間口除雪事業

福祉灯油事業

事業名・事業内容

　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。

臨時福祉給付金給付事業

地域支援事業
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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    4,038千円

　○消防力の向上

高規格救急自動車整備事業   29,993千円

消防施設整備事業   44,000千円

　○就労促進支援

ふるさとハローワーク就労促進支援事業    6,159千円

【主な事業】 （単位：千円）

H28予算額 H27予算額 費目 担当部

1 4,038 6,627 総務費 総務部

2 44,000 － 消防費 消防本部

3 29,993 － 消防費 消防本部

4 4,267 3,814 消防費 消防本部

5 6,159 － 労働費 経済部

6 13,000 13,000 労働費 経済部

7 15,260 2,772 民生費 保健福祉部

　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。※H27は労働費と民生費の事業費を合わせて実施。H28は労働費に一本化。

ふるさとハローワーク就労促進支援事業

　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。

高規格救急自動車整備事業

救急出動への備えとして１１年以上経過する高規格救急自動車を更新する。

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

事業名・事業内容

消防水利整備事業

地域人材センター運営事業

　　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28年度整備内容：真空式温水器2台更新
　　　　　　　　　　　　非常照明設備蓄電池交換等

防災資機材等整備事業

消防施設整備事業【新規】

　道々の拡幅に伴い移転対象となった消防分団詰所の移転・建替を実施し、消防力の充実強化を図る。

　火災への備えとして、消火栓を整備する。
　※平成28年度整備内容：消火栓整備(新設1基 更新2基 備品2基 )

総合福祉センター整備事業

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　 17,926千円

行政情報化運用事業　106,736千円

公共施設等総合管理計画策定事業 　 3,190千円

【主な事業】 （単位：千円）

H28予算額 H27予算額 費目 担当部

1 50 50 教育費 教育委員会

2 17,926 13,135 総務費 総務部

3 106,736 208,107 総務費 総務部

4 52 57 総務費 総務部

5 11,700 － 総務費 総務部

6 3,190 6,984 総務費 総務部

7 2,190 2,904 総務費 総務部

8 19,927 － 総務費 選管事務局

事業名・事業内容

公有財産解体事業

 旧東明地域体育館の老朽化が著しいことから解体を行う。

  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。

情報公開・個人情報保護制度運営事務

行政情報化運用事業

　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。

参議院議員選挙事務

　任期満了に伴う参議院議員選挙を適正に執行する。

美唄サテライト・キャンパス事業

公共施設等総合管理計画策定事業

人事評価制度構築・運用事業

 本市の公共施設の多くが完成後30年以上を経過していることから、公共施設・インフラ等の現状を把握し、財
政や人口の見通しを踏まえ、今後とも持続可能な公共サービスを市民に提供するために、平成27年度に作成し
た公共施設白書に基づき、シンポジウムの開催や公共施設等総合管理計画を策定する。

社会保障・税番号制度の施行に伴うシステム改修を行う。
①住民基本台帳システム ②税システム ③宛名統合システム ④中間サーバプラットフォーム

　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。
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