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主な施策

特 集 令和２年度　北斗市予算

一般会計 214億1,473万7千円
その他 13億7,497万7千円
（6.4％）

市債
12億8,130万円
（6.0％）

国庫支出金
38億2,126万4千円

 （17.8％）

地方交付税
58億8,552万円
 （27.5％）

総務費
9億7,319万9千円
（4.5％）

消防費
13億268万7千円（6.1％）

衛生費
13億1,105万3千円
（6.1％）

教育費
15億9,312万4千円
（7.4％）

職員給与費
19億7,161万5千円
（9.2％）

公債費
19億3,407万8千円
（9.0％）

議会費・農林水産業費·
　商工費など

11億493万5千円
（5.2％)

民生費
85億8,565万8千円

 （40.1％）

土木費
26億3,838万8千円

 （12.3％）

市税
51億4,114万4千円

 （24.0％）

　　　　 使用料·
　　　　 手数料·
　　　　 諸収入
　　　　　 など

9億6,894万8千円
（4.5％)

繰入金
12億3,609万5千円

（5.8％)

自 

主 

財 

源

市 税 市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、
たばこ税、鉱産税、入湯税

使用料・手数料
・諸収入など

公共施設の使用料や許可申請などの審査手数料、保
育料（負担金）、契約に基づく収入金など

繰 入 金 投資的事業の財源など特定の目的に充てる基金（市
の貯金）からの繰入金

依

　存

　財

　源

地方交付税 地方自治体が標準的な行政サービスができるよう、
財政需要に応じ、国から交付される財源

国庫支出金 特定の事業や事務に対して国が交付する負担金や補
助金、委託金

市 債 一時的に多額の資金を必要とする建設事業などの経
費に充てる長期借入金

道 支 出 金 特定の事業や事務に対して道が交付する負担金や補
助金、委託金

そ の 他 地方譲与税、地方消費税交付金、寄附金（ふるさと
納税含む）など

民 生 費 児童、高齢者、障がい者、ひとり親家庭の福祉や生
活保護、医療助成などの経費

土 木 費 道路や河川、都市計画、公園、市営住宅などの社会
資本の維持や整備に関する経費

公 債 費 市の長期借入金（市債）の返済金

職 員 給 与 費 特別職や市職員（一般職・会計年度任用職員）の給
料、諸手当などの経費

教 育 費 学校教育や生涯学習、文化・スポーツの振興などに
関する経費

消 防 費 北斗市、七飯町、鹿部町で構成する南渡島消防事務
組合負担金や災害対策のための経費

衛 生 費 予防接種や各種検診などの保健衛生や、ごみ処理、
リサイクルなど環境衛生に関する経費

総 務 費 市の一般事務をはじめ、移住・定住対策や公共交通、
交通安全、住民施設の管理経費など

議会費、農林水産
業費、商工費など

議会費（1億8,893万8千円）、労働費（693万9千円）、農林水
産業費（3億4,796万円）、商工費（5億3,841万8千円）など

〈歳入の用語〉 〈歳出の用語〉

道支出金
17億548万9千円
（8.0％）

※７ページから９ページまで「主な施策」を紹介します。

特 集 令和２年度 北斗市予算令和２年度 北斗市予算

○子どものための教育・保育実施事業
　13億646万9千円
○ 子どものための施設等利用給付費　2,649万6千円
○地域・子ども子育て支援事業　37万1千円
　国の施策として昨年10月から引き続き、幼稚園・
認定こども園・保育園を利用する３歳児以上の保育料
等の無償化を実施します。
○ＵＩＪターン新規就業支援事業交付金【新規】
　100万円
　東京23区から移住し、道のマッチングサイトに登
録した法人に就職した方に対し、移住支援金を交付し
ます。
○広報事業　1,231万6千円
　５月号から「広報ほくと」の表紙をカラー化します。

○シティプロモーション事業　2,077万円
　市の認知度やイメージの向上を図るため、これまでの
さっぽろ雪まつりでのプロモーションに加え、東京2020
オリンピック聖火リレーにおけるセレモニーや「音楽の
まち・ほくと」を掲げたプロモーションを実施します。

人口減少問題への取組み

○観光交流センター運営計画実施事業
　1,302万7千円
　観光交流センター（本館・別館）をより多くのお客
様にご利用いただくため、専門家による助言を参考に、
案内表示の設置などを実施します。
○着地型観光担い手づくり事業【新規】　430万円
　市独自の着地型観光商品の造成を目指し、着地型観
光の担い手となる事業者を掘り起こし、事業者ととも
に先行事例のセミナーへの参加やワークショップを開
催します。
○紅葉（もみじ）回廊事業［補助金］【新規】
　976万4千円
　秋の観光客誘致を目的に、八郎沼公園において紅葉
のライトアップを約３週間実施します。
○東北デスティネーションキャンペーン［負担金］
　【新規】　50万円
　東北観光振興機構が主体となり、令和３年度に実施
する東北デスティネーションキャンペーンに向け、青
函ガイドブックの作成などを行います。

○新函館北斗駅前平面駐車場整備事業【新規】
　7,685万4千円
　平面駐車場の舗装工事や入出庫管理機器の設置工事
を実施します。
○ 運動公園フットボール場完成記念イベント企画運営
事業【新規】　982万3千円
　運動公園フットボール場の完成を記念し、著名なサッ
カー選手や強豪チームを招き、子どもたちのサッカー
教室や交流試合を盛り込んだイベントを５月23日と
24日に実施します。

北海道新幹線効果拡大への取組み

○種子用米選別機導入事業［補助金］【新規】
　600万円
　市のブランド米「ふっくりんこ」の種子選別をより
精密に行うことができる、種子用米選別機の購入費の
1/2を補助します。
○農業振興センター施設改修事業　728万2千円
　施設外周における路面段差を改修するほか、土壌診
断室の空調設備を更新します。
○ナマコ増殖推進事業［補助金］【新規】　67万5千円
　漁家の安定的な収入を図ることを目的に、ナマコ漁
に取り組む事業者に対し、人工種苗購入費の1/2を補
助します。

○雇用促進支援事業[補助金]【新規】　300万円
　60歳以上の高齢者、障がい者、ひとり親家庭の母
親等就職困難者の雇用に積極的な市内の企業に対し、
国の助成金に上乗せして、国の支給1回につき10万円
を補助します。
○中小企業競争力向上事業［補助金］【新規】
　240万円
　市内企業の新商品開発や物産展などへの出展にかか
る経費に対し、上限額を設けた中で1/2を補助します。
○商店街等元気づくり事業［補助金］【新規】
　1,000万円
　若年者や高齢者、女性の起業創出や既存商店街など
の活性化を図るため、新規開業や起業創業、業種転換
を目的に市内空き店舗を活用する方に対し、物件取得
費や設備導入費、改装、開業準備資金を助成します。

力強く成長する産業の形成

　　市役所財政課財政係［内線２１１］問

令和２年度の北斗市各会計予算案は、第１回北斗市議会定例会で３月17日に可決されました。
市民の暮らしやまちづくりに使われる予算のすがたとその主な内容を特集してお知らせします。
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主な施策特 集 令和２年度 北斗市予算令和２年度 北斗市予算

○プログラミング教材借上事業【新規】  79万2千円
　今年度より必修化されるプログラミング教育に備
え、子どもたちが実際に体験できるプログラミング
教育用ロボットを小学校に配置します。
○英語検定料助成事業［補助金］【新規】
　63万9千円
　市内小学５・６年生、中学全学年を対象に、小学
生は4・5級、中学生は3級検定料の1/2を補助します。
○学校管理経費［熱中症対策分］　1,321万8千円
　熱中症対策として、市内小中学校保健室へのエア
コン、グラウンドへのミストファンを設置します。
○学校施設改修事業　1,385万1千円
　学校施設の長寿命化を図るため、浜分小学校のフェ
ンスを改修するほか、谷川小学校のボイラーを更新
します。
○上磯中学校アスベスト材除去事業【新規】
　2,173万6千円
　アスベスト含有状況の調査結果に基づき、今年度
は上磯中学校煙突に使われているアスベストの除却
工事を行います。

次代を担う子どもたちへの応援

○ 北海道総合行政情報ネットワーク改修事業［負担金］
【新規】　346万5千円
　災害時に北海道と市町村がテレビ会議を行えるよう
になるなど、衛星系の無線回線である北海道総合行政
情報ネットワークの改修を北海道が行います。
○非常用電源装置整備事業　3億916万7千円
　市内10箇所の避難所などの施設に非常用電源装置
の新規整備や強化を図るための工事を実施します。
○南渡島消防事務組合負担金［建設事業分］
　1億1,725万7千円
　小型ポンプ車の更新や当別分遣所の移転建替工事な
どを実施します。
○生活道路の整備　5億466万2千円
　市役所通線や千代田第2号線などの継続事業のほか、
今年度は新たに新函館北斗駅北口道路の測量設計など
に着手します。
○河川等の整備　1,600万円
　継続事業である宗山川の整備のほか、文月川の整備
を新たに実施します。
○街路の整備　1億4,251万円
　都市計画で定められた大野市街通のほか、引き続き
上磯田園通の整備を行います。
○公園・緑地施設改修事業　4,310万4千円
　運動公園の照明改修、野球場グラウンドの改修、多
目的広場器具庫の改修のほか、公園遊具の改修や八郎
沼公園遊歩道とステージ、七重浜７丁目海浜緑地園路、
中野通近隣公園多目的運動広場の改修を行います。

○公園・緑地施設新設事業　323万4千円
　運動公園野球場の倉庫設置を行うほか、あけぼの児
童公園に遊具を新設します。
○公園施設長寿命化事業【新規】　5,226万9千円
　公園施設を計画的に更新するため、長寿命化計画を
策定し、都市公園内の遊具を改修します。
○市営住宅長寿命化事業　1億2,886万2千円
　中野通団地の給排水管更新工事のほか、新たに久根
別団地の給排水管更新工事、富川団地の灯油供給設備
設置工事、市渡中央団地の階段手すり設置工事を行い
ます。
○茂辺地団地建設事業　4億1,572万8千円
　茂辺地北斗星広場内に1棟３階建て12戸入りの茂辺
地団地を建設します。
○一般廃棄物最終処分場施設改修事業【新規】
　378万5千円
　中山一般廃棄物最終処分場における浸出水処理施設
の汚水浄化機器を更新します。
○七重浜駅駐輪場整備事業【新規】　75万9千円
　道南いさりび鉄道「七重浜駅」北側に利用者向けの
駐輪場を整備します。
○北海道新幹線並行在来線対策協議会調査業務
　［負担金］【新規】　115万9千円
　北海道新幹線並行在来線（函館・小樽間）の旅客流
動調査と将来需要予測調査を実施します。

安心・安全な都市環境の整備

○町内会館整備事業［補助金］　156万3千円
　常盤町会館の屋根、添山会館の屋根・外壁などの塗
装、大工川自治会館の軒天・窓枠コーキング補修、喜
連会館の玄関手すり設置、長橋会館の集合煙突補修の
それぞれの工事に対し、補助金を交付します。
○住民施設改修事業　983万1千円
　住民施設の非常用照明更新や洋式トイレ便座改修に
加え、駐車場の区画線補修、外灯更新、久根別住民セ
ンターの収納棚改修を新たに実施します。
○乳児歯科検診　263万9千円
　既存の歯科検診に加え、乳幼児のフッ素塗布を、１
歳半から３歳半までの計５回、自己負担なしで受診で
きる事業を新たに実施します。
○保健センター施設改修事業【新規】　1,178万円
　施設の長寿命化を図るため、電気設備を更新します。
○せせらぎ温泉施設改修事業　9,100万3千円
　施設の長寿命化を図るため、今年度は浴場棟の給湯
設備の改修などを行います。
○公民館施設改修事業　1,909万6千円
　施設の長寿命化を図るため、機械室の暖房配管の更
新などを行います。
○文化センター施設改修事業　1億1,996万9千円
　施設の長寿命化を図るため、今年度は小ホールの音
響設備や機械室の鋼製ドア、トイレの改修のほか、冷
却塔の更新を実施します。
○図書館システム更新事業【新規】　1,741万3千円
　図書の貸出しや返却などの管理に必要なシステム
サーバーを更新します。

○図書館返却用ポスト設置事業【新規】　56万6千円
　七重浜、茂辺地支所へ図書返却用ポストを設置しま
す。
○スポーツセンター照明器具借上事業【新規】
　277万2千円
　スポーツセンター体育館内の照明をＬＥＤ化します。
○保健体育施設改修事業　4,991万5千円
　施設の長寿命化を図るため、今年度は総合体育館の
更衣室などの改修に必要な実施設計や浜分体育セン
ターのカーテン更新、トイレ洋式化改修、久根別体育
センターの排煙装置改修、スポーツセンターの排煙装
置、トイレ洋式化改修、格技場のトイレ水洗化・洋式
化改修、市民プールの天窓、
排煙窓改修、第２市民プー
ルの排煙窓、トイレ洋式化
改修、萩野地区プールの鉄
骨改修を行います。

安心できる福祉・暮らしに身近な環境の向上

○商店街等元気づくり事業［補助金］【新規】
　1,000万円（再掲）
○放課後児童クラブ運営事業　1億2,812万8千円
　放課後児童クラブのより安定的な運営や開設時間
の延長など保護者のニーズにできる限り応えていく
ため、今年度より全てのクラブ運営を社会福祉法人
に委託します。

若者や女性、高年齢者が
チャレンジできる環境づくり

　特別会計とは、特定の事業を行うなど一般会計と区分して経理する必要があるときに設ける会計をいいます。
　※（　）内は前年比較。

○国民健康保険事業特別会計
� ……�48億7,961万8千円（－5億1,075万6千円)
　�　保険税や道からの交付金などを財源に、被保険者
の医療費に対し必要な給付を行います。平成30年
度から財政運営の責任主体が道となっていますが、
市町村と連携し、運営されます。

○後期高齢者医療事業特別会計
� ……�6億840万5千円（＋4,640万4千円)
　�　後期高齢者医療制度加入者の保険料を徴収し、保
険者（広域連合）に納付します。

○介護保険事業特別会計
� ……�45億7,282万3千円（＋1億1,259万4千円)
　�　保険料や国、道、市からの負担金を財源に、被保
険者の要介護度に応じた保険給付などを行います。

○土地区画整理事業特別会計
� ……�6,167万8千円（－432万2千円)
　�　北海道新幹線新函館北斗駅周辺地区の土地区画整
理事業により生じた公債費の償還などを行います。

○渡島公平委員会特別会計�……�52万8千円（＋7千円)
　�　関係市町の負担金により職員の人事上の不服審査
を行います。

○水道事業会計（企業会計）
　収益予算………� 6億9,884万8千円（－2,372万5千円)
　　水道料金を財源に水道水の供給を行います。
　資本予算……�8億7,972万2千円（＋1億3,732万7千円)
　�　企業債などを財源に給配水管設備の整備を行いま
す。

○下水道事業会計（企業会計）
　収益予算………� 11億419万6千円（－3,720万3千円)
　　下水道使用料を財源に汚水を処理します。
　資本予算………� 9億7,703万5千円（＋4,164万4千円)
　�　企業債などを財源に下水道管などの整備を行いま
す。

特別会計・企業会計

○本庁舎施設改修事業　1,746万8千円
　施設の長寿命化を図るため、市役所本庁舎の機械
設備や配管などの更新に必要な実施設計、空調設備
の設置、洗車機保管庫の改修を行います。
○ｅラーニング講座実施事業【新規】　116万6千円
　インターネットを活用し、法制執務に関する職員
向けの研修を実施します。

行財政運営


