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令和３年度　北斗市予算

一般会計 215億9,029万1千円
その他 14億5,256万3千円
（6.7％）

〈歳入の用語〉 〈歳出の用語〉

※７ページから９ページまで「主な施策」を紹介します。

令和３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12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。

歳入 歳出

市税
49億8,476万7千円
（23.1％）

民生費
86億7,305万4千円
（40.2％）

土木費
30億8,587万円
（14.3％）

地方交付税
57億1,633万5千円
（26.5％）

国庫支出金
41億5,548万円
（19.2％）

道支出金
17億108万6千円
（7.9％）

市債
12億8,700万円
（6.0％）

消防費
8億7,994万4千円（4.1％）

衛生費
11億6,682万2千円
（5.4％）

総務費
14億1,197万7千円
（6.5％）

教育費
14億2,718万4千円
（6.6％）

公債費
19億5,182万4千円
（9.0％）

職員給与費
20億562万9千円
（9.3％）

使用料・
手数料・
諸収入
　など

9億9,601万7千円
　　　　　（4.6％）

繰入金
12億9,704万3千円

（6.0％）

議会費・農林水産費・
商工費など　　

9億8,798万7千円
（4.6％）
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使用料・手数料
・諸収入など

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

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
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
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
市の長期借入金（市債）の返済金

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
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
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
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
議会費（1億8,692万7千円）、労働費（547万1千円）、農林水
産業費（4億1,719万4千円）、商工費（3億5,471万5千円）など

公共施設の使用料や許可申請などの審査手数料、契約
に基づく収入金など

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

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

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

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

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

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

市役所財政課財政係［内線211］問

○キミとボクとホクト（移住・定住促進対策）事業　
2,300万5千円

　市への移住・定住を促進するため、首都圏で開催され
る移住セミナーへの参画や移住相談会の開催、移住Ｐ
Ｒ動画の制作と配信などのプロモーションを実施するほ
か、移住・定住者に対する各種支援を行います。
・ＵＩＪターン新規就業支援事業交付金　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、移住支援金を交付します。
・空き家バンク利活用事業補助金　870万円
　空き家バンク登録物件の購入費や改修費などを補助
することで、空き家の有効活用と移住・定住者支援の充
実を図ります。
・移住就業支援交付金　160万円
　市内の認定事業者に正規雇用として新規採用された
移住者の方に引越しなどの費用として交付する交付金の
上限額を、５万円から10万円に拡充します。
・ＵＩＪターン奨学金償還支援事業補助金【新規】

900万円
　大学などを卒業した後、市内に居住・移住し就職した
方の奨学金の償還を支援することで、ＵＩＪターンを促
進します。
○シティプロモーション事業　1,588万5千円
　市の認知度やイメージの向上を図るため、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などを実施します。

○ふるさと納税ポータルサイト運営等事業　5,489万3千円
　ふるさと納税ポータルサイトに登録し、市へのふるさと
納税の促進を図るとともに、魅力的な返礼品として市の
特産品を全国へＰＲします。

○保育士等就労奨励金【新規】　30万円
　保育士の方を確保するため「保育士等人材バンク」を
設置し、登録された方に奨励金を交付します。
○児童虐待防止対策事業　203万5千円
　令和４年度の「子ども家庭総合支援拠点」開設に向け、
新たに会計年度任用職員を配置します。
○産後ケア事業　67万7千円
　出産直後の方の心身のケアや育児のサポートを行う
産後ケアについて、宿泊型の事業に加え、新たに訪問型
事業を実施します。
○デジタルサイネージ導入事業【新規】　64万円
　市役所本庁舎や総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所の
ロビーで情報を動画で放映する機能を導入します。
○空き家住宅等対策事業　277万4千円
　空家等への対策を進めるため、法律に基づく空家等対
策協議会を新たに設置します。

人口減少問題への取組み

○着地型観光促進事業補助金　224万7千円
　体験観光事業の担い手を掘り起こし、滞在型観光
を目指すため、体験観光の商品化に向けたプログラ
ムづくりなどに取り組みます。
○新函館北斗駅前イベント事業補助金【新規】

700万円
　新函館北斗駅前通りで新規イベントを開催し、北
斗市を中心に道南圏や東北地方新幹線沿線自治体の
「食」を提供します。
○紅葉回廊事業補助金　1,632万7千円
　八郎沼公園を会場に昨年度から開始した紅葉回廊
事業について、今年度は、周遊路を延長するほか照明
器具を増設します。
○新函館北斗駅前平面駐車場整備事業　

7,880万7千円
　平面駐車場の舗装工事や入出庫管理機器の設置工
事などを実施します。
○スポーツ合宿誘致補助金　1,000万円
　新規開設した運動公園フットボール場を活用し、
引き続き合宿誘致に取り組みます。

北海道新幹線効果拡大への取組み
○農業振興センター施設改修事業【新規】　

1,523万3千円
　農業振興センター屋根の改修工事を実施します。
○乳牛振興対策補助金【新規】　8万8千円
　乳用牛の性判別精液購入費用を助成します。
○木育等奨励品【新規】　248万円
　森林に親しんでもらうため、地元間伐材などを用
いた木製玩具を出生記念品として贈呈します。
○匠の森研修センター施設改修事業【新規】

149万6千円
　匠の森研修センター玄関ホールの床面改修工事を
実施します。
○中小企業競争力向上事業補助金　250万円
　市内企業の新商品開発や物産展などへの出展にか
かる経費を補助することで企業の競争力向上を図り
ます。
○商店街等元気づくり事業補助金　4,500万円
　若者や高齢者、女性の起業を支援し、既存商店街や
人口減少地域の活性化を図るため、市内の空き店舗
などを利活用して事業を行う方に対して改築費用な
どの補助を行います。

力強く成長する産業の形成
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○プログラミング教育教材借上事業　792万円
　必修化されたプログラミング教育に対応するため、
小学校にロボットを配置し、プログラミングに対する
児童の興味関心を高めます。
○英語検定料補助金　63万9千円
　英語力の向上を目的に、市内小学５・６年生、中学全
学年を対象として、小学生は４・５級、中学生は３級の
英語検定料の１／２を補助します。
○渡島教育研究所改修事業【新規】　746万7千円
　渡島教育研究所の屋上防水工事、暖房設備の更新工
事、カーテンの更新工事を実施します。

○タブレット端末運用支援事業【新規】　121万6千円
　ＧＩＧＡスクール構想により整備されたタブレット
端末について、端末の設定やクラウド基盤の管理・運用
についてＩＣＴに精通した技術者の支援を受けること
で、効果的な活用を図ります。
○小中学校照明器具借上事業【新規】　1,086万5千円
　浜分小学校・上磯中学校・大野中学校体育館内の照明
をＬＥＤ化します。
○読書通帳活用事業　79万8千円
　読書に親しんでもらうため読書通帳を発行し、実績
に応じて記念品を贈呈します。

次代を担う子どもたちへの応援

○東部東浜会館改修事業補助金【新規】　16万3千円
　東部東浜会館の屋根の塗装工事に対して補助金を交
付します。

○地域応援元気づくり補助金【新規】　100万円
　多様な市民活動の促進と地域コミュニティの形成を
図り、地域の活性化と市民協働のまちづくりを推進す
るため、第２期北斗市まち・ひと・しごと創生総合戦略
の基本理念に基づき、４つの基本目標の達成に資する
事業の実施に必要な経費の一部を助成します。

○住民施設改修事業　382万3千円
　住民施設の非常用照明更新や駐車場の区画線補修工
事を実施します。

○市民後見人養成研修負担金【新規】　12万5千円
　市民後見人を養成するための研修会を開催します。

○せせらぎ温泉施設改修事業　3,627万5千円
　施設の長寿命化を図るため、電気設備などの更新、浴
場棟給湯設備の改修を実施します。
○公民館空調設備更新事業　859万6千円
　公民館大会議室、調理実習室の空調設備更新工事を
実施します。
○文化センター施設改修事業【新規】　1,770万3千円
　総合文化センターの非常用放送設備を更新するほか、
大会議室空調設備、舞台吊物装置、大会議室床面の改修
工事を実施します。
○市民プール照明器具借上事業【新規】　213万9千円
　市民プールの照明をＬＥＤ化します。
○保健体育施設改修事業　5,985万7千円
　総合体育館の更衣室、火災受信盤、排煙窓などの改修
を行うほか、市民プールのトイレ洋式化、ウッドデッキ
改修、スポーツセンターのカーテン更新を実施します。

安心できる福祉・暮らしに身近な環境の向上

○国民健康保険事業特別会計……48億1,319万6千円
（▲6,642万2千円）

　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……6億1,935万3千円
（+1,094万8千円）

　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……46億2,290万2千円
（+5,007万9千円）

　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。

　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。

○土地区画整理事業特別会計……5,614万円
（▲553万8千円）

　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（±0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……7億2,060万円（+2,175万2千円）
　水道料金を財源に水道水の供給を行います。
資本予算……7億9,269万4千円（▲8,702万8千円）
　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……11億1,478万7千円（+1,059万1千円）
　下水道使用料を財源に汚水を処理します。
資本予算……9億8,310万7千円（+607万2千円）
　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　1億9,762万8千円
　老朽化した本庁舎の給排水・冷暖房などの機械設備・配管を更新しま
す。あわせて、トイレの洋式化、ウォシュレット更新、大会議室へのエア
コン設置を実施します。
○市街地宅地路線価評価導入事業【新規】　680万9千円
　固定資産税の土地（宅地）評価方法を路線価方式に変更するため、路
線価付設業務委託と評価システム導入を３か年計画で実施します。

持続的で効率的な行財政運営

○戸別受信機受信状況調査事業【新規】　203万5千円
　災害時の円滑な情報伝達のため、防災ラジオの導入
に向けた受信状況調査を実施します。

○公衆Wi-Fi整備事業【新規】　440万円
　ＩＣＴの推進に伴う利便性の向上と合わせ、災害時
に避難場所として使用される可能性のある26施設に
公衆Wi-Fi環境を整備します。

○南渡島消防事務組合負担金[建設事業分]
2,189万1千円

　指揮車の更新や清川分団詰所移転建替のための調
査・設計を実施します。

○生活道路の整備　5億488万5千円
　千代田第２号線や追分８号線、追分97号線などの継
続事業のほか、今年度は新たに桔梗新道線などの道路
改良工事に着手します。

○河川などの整備　2,900万円
　継続事業である宗山川、文月川の整備のほか、大当別
川の整備を新たに実施します。

○街路の整備　1億7,388万2千円
　引き続き今年度も上磯田園通と大野市街通の整備を
行います。

○公園・緑地施設改修事業　1億760万2千円
　街区公園などのベンチや遊具、運動公園多目的広場、
八郎沼公園転落防止柵や運動広場のフェンス、きじひ
き高原キャンプ場のバンガローなどを改修するほか、
来年度から予定している運動公園リニューアル工事に
向けた実施設計を実施します。
○市営住宅長寿命化事業　1億2,511万5千円
　久根別団地の給排水管更新工事、富川団地灯油供給
設備設置工事を引き続き実施するほか、新たに富川団
地の外壁などの改修工事を実施します。
○永遠の森火葬場空調設備更新事業【新規】

1,069万2千円
　永遠の森火葬場の空調設備更新工事を実施します。
○ごみ分別アプリ導入事業【新規】　17万6千円
　ごみ分別方法や収集日などを発信するスマホ向けア
プリを導入します。
○地域公共交通運行計画作成支援業務【新規】

151万1千円
　地域公共交通計画に基づき、秋頃を予定している巡
回ワゴンバスの実証運行に向けた運行計画を作成しま
す。
○バス待合所駐輪施設整備事業【新規】　44万円
　バス利用者の利便性向上や利用促進を図るため、総
合分庁舎前のバス待合所に駐輪施設を整備します。

安心・安全な都市環境の整備

○保育士等就労奨励金【新規】　30万円（再掲）

○商店街等元気づくり事業補助金    4,500万円（再掲）

○放課後児童クラブ運営事業　1億3,629万1千円
　新たに茂辺地地区での児童クラブ開設に向けた検
討を進めます。

若者や女性、高年齢者がチャレンジできる環境づくり
○ワクチン接種対策事業　2億2,065万5千円
　集団接種・個別接種にかかる経費のほか、インター
ネットを使った予約申込みに対応するシステムを導
入します。
○施設予約サービス導入事業【新規】　209万円
　インターネットを用いてスポーツ施設の予約を可
能とする施設予約サービスを導入します。

新型コロナウイルス感染症への対応
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