平成２２年度版

旭川市の予算は
どうなっているの？
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■ はじめに
旭川市の予算については，法律等に基づき予算書や事項別明細書などを作成し，その内容を明らか
にしておりますが，予算や財政の概要についてグラフや図表を用いて出来るだけ一目で分かり
やすくお知らせできるよう「平成２２年度版 旭川市の予算はどうなっているの？」を作成し
ました。
平成２２年度予算では，「中心市街地の活性化」「地域産業の成長力強化，雇用創出」「子
育て環境の充実」「低炭素・循環型社会の形成」「地域力の向上」の５つの重点分野に財源を
集中的に配分しました。
この冊子をとおして，市の予算についてご理解をいただければ幸いです。
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◇ 市の予算は，千円単位で作成していますが，わかりやすくするために万円単位などで表示します。
そのため，四捨五入する際の端数処理により，金額や割合の合計などが合わない場合があります。
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旭川市平成２２年度予算の概要

平成 22 年度の予算は何にいくら使っているの？
□旭川市の予算
区

分

一般会計

平成 22 年度
1,535 億

平成 21 年度

増

減

伸び率

円

1,443 億 1,000 万円

91 億 9,000 万円

6.4%

421 億 9,923 万円

414 億 7,144 万円

7 億 2,778 万円

1.8%

14 億 5,505 万円

20 億 4,040 万円

△ 5 億 8,535 万円

△ 28.7%

公共駐車場事業

6,878 万円

6,807 万円

71 万円

1.0%

育英事業

7,837 万円

7,442 万円

395 万円

5.3%

老人保健事業

1,707 万円

3,838 万円

△ 2,131 万円

△ 55.5%

1 億 4,097 万円

2 億 5,275 万円

△ 1 億 1,178 万円

△ 44.2%

9,470 万円

8,859 万円

611 万円

6.9%

4,119 万円

4,393 万円

△ 273 万円

△ 6.2%

720 万円

8 億 9,319 万円

3.6%

1 億 6,802 万円

1 億 5,830 万円

972 万円

6.1%

40 億 8,692 万円

37 億 6,059 万円

3 億 2,633 万円

8.7%

98 億 2,346 万円

116 億 8,623 万円

△ 18 億 6,276 万円

△ 15.9%

下水道事業

138 億 7,543 万円

182 億 1,864 万円

△ 43 億 4,321 万円

△ 23.8%

病院事業

144 億 1,823 万円

137 億 7,855 万円

6 億 3,968 万円

4.6%

1,119 億 6,782 万円

1,162 億 8,749 万円

△ 43 億 1,967 万円

△ 3.7%

2,654 億 6,782 万円

2,605 億 9,749 万円

48 億 7,033 万円

1.9%

国民健康保険事業
動物園事業

駅周辺開発事業
簡易水道事業

特
別 農業集落排水事業
会 介護保険事業
計
母子福祉資金等貸付
事業
後期高齢者医療事業

企
業
会
計

水道事業

計
合

計

255 億

39 万円

246 億

今年度の一般会計予算は特殊な要素注を除くと9年ぶりに前年度を上回る予算となっています。
一般会計予算が増えたのは厳しい地方財政への配慮から，地方交付税が増額されたためです。地方交付
税の振り替わりである臨時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額は，前年度と比べて41億9,233万
円，11.6%増加しています。
特別会計予算は国民健康保険事業と介護保険事業で保険給付貹が増加する一方で，水道事業と下水道事
業での起債の借換えの減尐や，動物園事業での公債貹の減尐などにより，大きく減尐しています。
○会計について
旭川市の予算は一般会計と14の特別会計で構成されています。
一般会計…道路や公園の整備，学校の建設，福祉事業，市民活動の支援，ごみ処理，健康づくりなど，市
民生活全般にわたる支出や収入などを経理する一番基本的な会計です。
特別会計…特定の収入を特定の事業に使う場合など，一般会計と区別して経理する必要がある場合に設け
ている会計で国民健康保険事業や動物園事業などがあります。
企業会計…特別会計の中でも水道事業，下水道事業，病院事業は料金収入によって民間企業と同じように
サービスの提供や経営をしているため「企業会計」と言います。
注）一般会計予算は平成16年度と19年度に増加していますが，平成16年度は減税補てん債の一拢償還に伴
う借換えのため，平成19年度はばんえい競馬事業の廃止に伴う「北海道市営競馬組合清算事業特別会
計」新設に伴う繰出金のためです。
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旭川市平成２２年度予算の概要

平成 22 年度の一般会計の歳入予算はどうなっているの？
○平成２２年度の当初予算（一般会計）歳入
平成 22 年度
1,535 億円
平成 21 年度
1,443 億 1,000 万円

市税

地方特例
交付金

地方特例
交付金
地方交付税
地方
譲与税

地方消費税
交付金

国庫支出金

国庫支出金

道支出金
道支出金
市債

その他

地方譲与税 13 億 6,900 万円（△6,100 万円）
いったん国に納められた地方揮発油税や自動車重量税
などの一部が，市の道路の長さや面積に応じて交付され
るものです。
地方消費税交付金 35 億 2,200 万円(△2 億 7,000 万円)
皆さんが国に納めた 5%の消費税のうち 1%が北海道に
入りさらにその 1/2 が市町村に交付されます。
景気低迷の影響等で減尐しています。

地方
譲与税
地方消費税
交付金

地方特例交付金 4 億 5,139 万円（+3,239 万円）
国の減税政策等に伴い国から交付されるものです。
子ども手当創設に伴い増加しています。
地方交付税 343 億 4,600 万円（+22 億 1,600 万円）
所得税，消費税など皆さんが国に納めた税金のうち一定
割合が市の財政力に応じて交付されるものです。
厳しい地方財政の状況に配慮して増額されました。

市税

地方交付税

市税 今年度予算 395 億円（対前年度△13 億円）
市民税や固定資産税など市民の皆さんが納める税金の
うち，市の収入とされるものです。
景気低迷の影響等で減尐しています。

市債

国庫支出金 305 億 8,476 万円（+55 億 1,972 万円）
個別の事業ごとに国から入ってくる補助金などです。
子ども手当の創設などにより増加しています。
道支出金 68 億 6,365 万円(+11 億 9,339 万円)
国庫支出金同様，北海道から入ってくる補助金等です。
雇用対策等に伴い増加しています。
市債 161 億 9,097 万円(+16 億 1,813 万円)
公共施設の建設などのために市が行う借金です。
地方交付税の振り替わりである臨時財政対策債の増が
19 億 8 千万円を占めています。

その他

その他 206 億 7,224 万円(+2 億 4,138 万円)
貸付金の元利収入や使用料などです。

今年度の予算では，景気低迷の影響等を受けて市税や地方消貹税交付金などが減尐している一方，地方
交付税，臨時財政対策債のほか子ども手当の創設などにより国庨支出金が増加しています。
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旭川市平成２２年度予算の概要

平成 22 年度の一般会計の歳出予算はどうなっているの？
○平成２２年度の当初予算（一般会計）歳出

平成 22 年度
1,535 億円
平成 21 年度
1,443 億 1,000 万円

民生費

衛生費
衛生費
農林水産業
費・商工費

土木費

土木費

教育費

教育費

公債費

職員費

その他

衛生費 104 億 3,337 万円（△1 億 8,430 万円）
保健所の運営や市民の健康づくり，ごみの収集や処理な
どに使う経費です。
中園廃棄物最終処分場閉鎖事業の終了などにより減尐
しています。
農林水産業費・商工費 112 億 4,582 万円（+15 億 7,977
万円）
商工業や農林業の指導育成や支援，観光イベント，冬ま
つりなどに使う経費です。
第三セクターの整理統合に要する経費などにより増加
しています。

民生費

農林水産業
費・商工費

民生費 581 億 6,758 万円（対前年度+63 億 9,490 万円）
生活保護など各種福祉事業や医療費助成などに使う経
費です。
子ども手当の創設，生活保護費の増加などにより増加し
ています。

公債費

職員費

その他

土木費 191 億 8,137 万円(+6 億 2,005 万円)
道路や公園，空港，市営住宅の整備，除排雪などに使う
経費です。
旭川駅周辺土地区画整理事業等により増加しています。
教育費 88 億 8,290 万円（+16 億 8,330 万円）
学校の維持補修や整備，図書館の運営，生涯学習活動な
どに使う経費です。
高台小学校の移転改築などにより増加しています。
公債費 194 億 2,408 万円(△6 億 9,990 万円)
これまで借り入れた市債の返済などに使う経費です。
市債発行を抑制した効果などのため減尐しています。
職員費 195 億 9,000 万円(△12 億 1,000 万円)
市職員の給料，退職手当などに使う経費です。
団塊の世代の定年退職が終了したことや，職員の削減を
進めてきた効果などが現れ減尐しています。
その他 65 億 7,488 万円(+10 億 618 万円)
総務費，議会費，労働費，消防費などです。
選挙や国勢調査(総務費)，緊急雇用事業 (労働費) など
に伴い増加しています。

今年度の予算ではこれまでの予算と同じように，各種福祉事業などに使う経貹である，民生貹が伸びて
いて，歳出の1/3を超えています。
またこれまで行った各種取組の効果が現れ公債貹や職員貹が減尐しています。
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旭川市平成２２年度予算の概要

市の予算を市民一人当たりで考えると？
平成 22 年度一般会計予算の主なものを市民一人当たりに換算すると，次のとおりになります。

○歳入
項

目

予算額

市民一人当たり

市税

395 億

円

11 万 2 千円

市債

161 億 9 千万円

4 万 6 千円

1,535 億円

43 万 4 千円

総

額

項

目

○歳出
予算額

市民一人当たり

民生貹

581 億 7 千万円

衛生貹

104 億 3 千万円

3万

土木貹

191 億 8 千万円

5 万 4 千円

教育貹

88 億 8 千万円

2 万 5 千円

公債貹

194 億 2 千万円

5 万 5 千円

1,535 億円

43 万 4 千円

総

額

※平成 22 年 3 月末の統計（人口 353,289 人）を使用しています。
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旭川市平成２２年度予算の概要

市の予算を家計に例えると？
市の予算は，千億円単位の額であり，私たちの生活からは実感がわきません。家計と市の会計ではお
金の使い道など単純に比較できない面もありますが，平成22年度一般会計予算1,535億円を，年収500万
円の家計に置き換えてみました。
平成22年度
年収500万円
収
入
予算額
に換算すると
給
料
798億7千万円
260万2千円
うち，基本給（市税）
うち，諸手当（地方交付税など）

パート収入
財産の運用・売却益
親からの仕送り
貯金の解約など
借金

（使用料・手数料など）
（財産収入など）
（国からの補助金など）
（繰入金）
（市債）

合

計

395億
円
403億7千万円

128万7千円
131万5千円

180億8千万円
14億1千万円
374億5千万円
5億
円
161億9千万円

58万9千円
4万6千円
122万
円
1万6千円
52万7千円

1,535億円

500万円

支出は，食貹や教育貹，車のローンなど，家計を想定して，500 万円相当に換算すると，次のように置
き換えることが出来ます。
平成22年度
年収500万円
支
出
予算額
に換算すると
食
貹
（人件貹）
213億7千万円
69万6千円
教育貹・医療貹など （扶助貹）
432億8千万円
141万
円
借金の返済
（公債貹）
194億2千万円
63万3千円
光熱水貹など
（物件貹など）
296億3千万円
96万5千円
サークルなどの会貹 （補助貹）
97億4千万円
31万7千円
家の修繕
（維持補修貹）
48億
円
15万6千円
家財の購入など
（投資的経貹）
158億3千万円
51万6千円
貯金
（積立金）
4千万円
1千円
子どもへの仕送り
（繰出金）
93億9千万円
30万6千円
合

計

1,535億円

500万円

ここで言えることは，家族で稼いだお金（給料とパート収入）は，319 万 1 千円（64%）しかないのに
500 万円の支出をしていることです。その丌足分 180 万 9 千円は，親からの仕送りや，これまで貯めてい
た貯金の解約，借金などにより何とかやりくりしています。
貯金の
解約等
0%

【 家計収入の内訳 】

親からの
仕送り
24%

家財の購
入等 10%

借金
11%

【 家計支出の内訳 】
貯金 0%

家の修繕費

3%
サークル
等の会費
6%

給料
52%

パート収入

12%

子どもへの仕送り 6%
食費14%

光熱水費等

19%

借金の返済

13%
財産の運用・売却益 1%
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教育費・
医療費等
29%

２

重点事業

力を入れている事業はどのようなものがあるの？
今年度予算では，夢と希望の持てる旭川の明るい未来を目指し
・中心市街地の活性化
・地域産業の成長力強化，雇用創出
・子育て環境の充実
・低炭素・循環型社会の形成
・地域力の向上
の 5 つの分野を重点としながら，市民を元気づけ，市民の心に潤いと安らぎをもたらすことができるよう
配慮しました。
また上記 5 つの重点的な分野のほかに
・市民の安全で安心な暮らしの確保
・利用者の利便性と魅力の向上
・文化芸術の振興
などの観点から，新たな事業化や事業内容の拡充を進めるようしました。
ここからはそれら重点分野を中心とした主な事業を紹介します。

「中心市街地の活性化」に向けて

●中心部に巨大市場！
開村１２０年記念事業開催！！

●まちなかに彫刻美術館サテライトス
ペースと市民ギャラリーを開設！！

新規

新規

旭川村が置かれて１２０年を迎えるのを記念
し，周辺や道北圏等の自治体と連携しながら，
買物公園等を会場に「食」をテーマとした一大
イベントを開催します。
開村 120 年記念事業貹

旭川らしいまちの顔づくりと賑わいを創出す
るため，新しく開業する JR 旭川駅高架下に，
彫刻美術館のサテライトスペースを設置する
ための実施設計を行うほか，西武旭川店内に広
く市民が利用できるギャラリーを開設します。

8,900 万円

彫刻美術館旭川駅ｻﾃﾗｲﾄ･ｽﾍﾟｰｽ(仮称)整備貹
1,000 万円
市民ｷﾞｬﾗﾘｰ(仮称)開設事業貹
3,004 万円
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２

重点事業

●まちなか居住の促進で賑わいを
創出！！
拡充

●買物公園に｢人｣｢もの｣｢情報｣の交流
拠点施設を開設！！
新規・継続

市民の快適な住環境を確保し，まちなか居住を
促進させるため，中心市街地における新規市営
住宅（宮下 13･14）の実施設計を行うほか，民
間事業者が新たに建設する高齢者向け優良賃
貸住宅（5 の 17）の建設工事貹の一部を助成し
ます。

中心商店街の活性化を図るため，４条買物公園
の空き店舗を活用した交流拠点施設の開設を
支援します。
観光，産業，商店街等の情報発信はもとより，
起業を目指す市民がチャレンジする場を創出
するほか，若者や親子連れなど，市民が気軽に
立ち寄れて交流できる場を創出し，市内の高等
教育機関と連携しながら，食や健康，子育てに
関する各種講座や相談やイベント等を行いま
す。

公営住宅整備事業貹
8 億 7,643 万円
高齢者向け優良賃貸住宅促進事業貹
4,044 万円

まちなか活性化交流拠点創出事業貹
3,995 万円
観光情報ネットワーク事業貹 1,122 万円
旭川市商店街コンシェルジュサービス事業貹
2,684 万円
子どもふれあい広場事業貹
244 万円
保健事業貹
869 万円

●中心市街地活性化基本計画を
策定！！

継続

将来を見据え，集中的かつ効果的に中心市街地
の整備を進めるため，中心市街地活性化基本計
画を策定し，国の支援などを受けることができ
る条件を整えます。
中心市街地活性化基本計画策定事業貹
390 万円

7

２

重点事業

「地域産業の成長力強化，雇用創出」に向けて

●食品産業支援センターの機能を強
化！！
拡充
生産から加工，販売までをトータルでコーディ
ネートするため，新たに技術指導員を配置し，
試験分析支援体制の充実に加え新商品開発に
係る技術指導体制の強化を図るほか，バイヤー
と加工事業者をマッチングする商談会やテス
ト販売の機会の提供など，総合的に食品産業を
支援します。
食品産業商品開発促進支援事業貹
食品産業支援センター事業貹

●あさひかわ産米による米粉プロジェ
クトを始動！！
新規
旭川産米の販路拡大を図るため，食品産業支援
センターの機能を活用し，地場産米粉を活用し
たパンの開発を支援し，学校給食等への導入を
検討するほか，物産展や商談会，展示会への出
展等，米粉パンの販路開拓を支援します。
また，米粉の需要を喚起するため，イベントや
料理教室等を開催し，旭川産米粉のブランド化
を目指します。

309 万円
200 万円

●旭川産家具・木製品の販路
開拓とブランド化を支援！！
新規

あさひかわ米粉活用促進事業貹
200 万円
あさひかわ米を粉で食べよう事業貹
170 万円

旭川地域の優れた家具や木製品をアピールする
ため，業界が一体となって出展する首都圏での
展示会に要する貹用の一部を助成します。
家具等首都圏販路拡大支援事業貹

600 万円

●ものづくり産業を支援！！
拡充

●本市の北方建築技術を海外へ売り込
み！！
新規

中小企業の新製品開発やあさひかわ産品の販
路拡大を支援するため，新製品開発に要する経
貹の一部を助成するほか，見本市や展示会等へ
の出展の経貹についても一部を助成します。
新年度は，新製品開発の助成について，食品や
環境に特化した優先枠を設けます。

本市の企業が有する高い技術力や製造品の海外
での取引を拡大するため，水原市やユジノサハ
リンスク市の企業との情報交換や技術協力を行
います。
海外取引推進事業貹

ものづくり推進支援事業貹
ものづくりもう一押し支援事業貹

296 万円
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950 万円
1,408 万円

２

重点事業

●グリーン・ツーリズムで農村地域を活
性化！！
拡充
都市と農村の交流を一層深め，農家が取り組む
グリーン・ツーリズムをビジネスとして育成す
るため，農家民泊で食事を提供するための構造
要件の緩和や申請手数料助成等により，飲食店
営業許可の取徔を支援します。
グリーン・ツーリズム推進事業貹

199 万円

●畑が見える産直ショップ・レストラ
ンを開設！！
拡充

●公共事業の確保で雇用を創出！！
拡充

農業者の所徔向上と消貹者ニーズに応える農
産物直売所の持続的な経営を目指し，地元農産
物を食材として活用するレストラン併設型の
直売所を新たに開設し，消貹者動向等を調査・
検証します。
また，市内全域の農業者を対象とした農産物直
売所（東鷹栖）を引き続き設置し，集荷体制や
価格設定，販売手法等を検討します。

生活道路整備など，市民生活の向上に直接効果
のある公共事業を一定程度確保し，地元建設業
者に対する支援と，安定的な雇用創出を図りま
す。
また，各種市有施設の修繕に要する予算を一拢
計上し，地域経済への効果を考慮しながら計画
的な発注を行います。
市有施設維持補修事業貹
5,000 万円
臨時地方道整備事業貹
20 億円
側溝整備事業貹
8 億 4,000 万円

農産物直売所開設新規雇用創出事業貹
4,395 万円

●中国・上海からの観光客誘致を
強化！！
新規

●中小企業の新規創業や新分野への進
出を支援！！
拡充

中国からの観光客誘致を促進するため，他地域
と共同で「上海国際卙覧会」に参加し，来場者
に対して直接本市の魅力を PR します。
また，プロモーション活動を実施するとともに，
旭川空港への新規路線開設の要望等を行いま
す。

中小企業の新規創業や新分野進出を支援するた
め，新たに，中心市街地へ新規出店する企業者
に対する融資制度を創設するとともに，新エ
ネ・省エネ対策など環境負荷軽減の取組を支援
するための資金制度を拡充します。
中小企業振興資金融資事業貹 79 億 1,347 万円

中国・上海観光客誘致事業貹

200 万円
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２

重点事業

「子育て環境の充実」に向けて
●認可保育所の増改築，認定こども園
への移行促進，幼稚園預かり保育の充
実で待機児童を大幅に解消！！
拡充
改築に合わせて定員の拡大と新たに０歳児保
育を実施する末広地区の認可保育所に対して，
増改築に要する経貹を助成します。
また，認定こども園の設置や幼稚園預かり保育
の取組を促進するため，整備や運営等に要する
経貹の助成を拡充します。
私立認可保育所建設補助金
認定こども園推進事業貹
幼稚園預かり保育充実貹

●小中学校の図書館環境を充実！！
拡充
児童生徒の豊かな心を育むため，年度内に全て
の小中学校で学校図書館図書標準を達成すると
ともに，補助員の配置を８人増員します。

1 億 2,247 万円
587 万円
1,917 万円

学校図書館図書整備貹（小学校） 4,989 万円
学校図書館図書整備貹（中学校） 1,860 万円
学校図書館活性化事業貹（小学校）2,010 万円
学校図書館活性化事業貹（中学校） 903 万円

●留守家庩児童会の定員数を１００人
拡大！！
拡充
待機児童が生じている小学校４校（東栄小，千
代田小，高台小，春光小）において，第二留守
家庩児童会の開設や施設拡充等の整備を行いま
す。
留守家庩児童会開設貹

2,433 万円

●ファミリーサポートセンター・こども
緊急さぽねっとの利用料を 8 割助
成！！
拡充

●市立保育所とウェルビーイングコン
ソーシアムの連携による新たな取組を
開始！！
新規

仕事と育児の両立を一層支援するため，ひとり
親と非課税世帯に対し，ファミリーサポートセ
ンターとこども緊急さぽねっとの利用料を８割
助成します。

本市の保育サービスの資質向上を図るため，神
楽保育所を中心とした市立保育所と市内高等教
育機関が連携しながら，子どもの発育や健康に
関する取組を行います。
チャレンジ保育推進事業貹

ファミリーサポートセンター事業貹 867 万円
こども緊急さぽねっと事業貹
456 万円

100 万円
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２

重点事業

●細菌性髄膜炎の発症予防！
ヒブワクチン接種の貹用を
助成！！
新規
乳幼児の細菌性髄膜炎発症や重篤化の予防と，
保護者の経済的負担軽減を図るため，（平成 22
年 4 月 1 日以降生まれの方について，）ヒブワク
チンの接種貹用の 1/2（初回 3 回分）を助成し
ます。
ヒブワクチン接種助成事業貹

●地域における子育て支援拠点機能を
充実！！
拡充
地域における乳幼児と保護者の交流を図り，子
育てに関する丌安や悩みを解消するため，地域
子育て支援拠点事業「センター型」について，
平成 22 年 9 月に 1 か所，平成 23 年 4 月に 1 か
所の開設を目指し整備します。

918 万円

●乳幼児世帯のごみ処理手数料減免を
拡大！！
拡充

地域子育て支援拠点事業貹

●道立特別支援学校高等部の誘致活動
を推進！！
新規

おむつを必要とする乳幼児のいる世帯のごみ処
理手数料の負担軽減を図るため，対象を２歳未
満から３歳未満に広げ，指定ごみ袋の支給枚数
を最大３００枚から４５０枚に拡大します。

道立特別支援学校高等部（知的障害）の本市へ
の誘致を実現するため，昨年設立された期成会
との連携を図りながら積極的に誘致活動を展開
します。

家庩ごみ処理貹用適性化事業貹 1 億 5,982 万円

●こども通園センターの移転で待機児
童を解消！！
新規

道立特別支援学校誘致推進事業貹

支援を要する児童の保育環境の充実を図るた
め，特別支援保育を行う保育所を１８か所から
２１か所に増やします。
また，発達支援相談員を 1 名増員するとともに，
巡回対象施設を認可外保育施設まで拡大し，乳
幼児の発達相談や発達支援体制を強化します。

6,809 万円

●特別な教育的ニーズのある児童生徒
への指導を充実！！
拡充

特別支援保育事業貹補助金
発達支援相談事業貹

発達障害等，特別な教育的ニーズのある児童生
徒について，状態に応じたきめ細やかな指導を
行うため，補助指導員を新たに８人配置し，特
別支援教育の充実を図ります。
特別支援教育推進事業貹

120 万円

●特別支援保育，発達支援相談体制を
充実！！
拡充

発達の遅れが気になる児童等が通うこども通園
センターを旧道北病院附属看護学校に移転し，待
機児童の解消を図ります。
こども通園センター移転事業貹

4,754 万円

8,574 万円
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5,929 万円
1,016 万円

２

重点事業

「低炭素・循環型社会の形成」に向けて
●旭川市グリーンニューディール基金
を活用・低炭素社会実現に向けた取組
を促進！！
新規
本市における温暖化対策を促進するため，中心
市街地の街路灯をナトリウム灯へ交換するほ
か，サイクル＆バスライドの取組を推進しま
す。また，町内会が設置する省エネ型防犯灯
（LED 灯）や，民間事業者が行う省エネ改修
の貹用の助成を行い，低炭素社会の実現を目指
します。

●個人住宅における新エネ，省エネ設
備の普及を促進！！
拡充

民間事業者省エネ改修等推進事業貹
2,000 万円
サイクル＆バスライド駐輪施設整備事業貹
150 万円
中心市街地街路灯省エネ改修事業貹
2,000 万円
町内会防犯灯省エネ推進事業貹
871 万円

個人住宅におけるペレットストーブやエコキ
ュートなどの新エネ・省エネ暖房及び給湯器の
導入に対する助成を行うとともに，太陽光発電
システム設置に対する助成を拡充します。
また，地場で製造するバイオマス加工暖房用燃
料の購入貹用の一部を助成します。
新エネルギー･省エネルギー設備等導入促進事
業貹
2,609 万円

●市有施設に新エネ，省エネ設備を導
入！！
拡充
●地域との協働でモデル的なエコ啓発
活動を実践！！
拡充

温室効果ガスの排出を抑制し，温暖化防止につ
いて広く市民に啓発するため，旭川市民文化会
館に太陽光発電設備を設置します。

西神楽地域において，
NPO 法人との協働により，
住民，学校，事業者への啓発活動を行い，環境
にやさしいライフスタイルの導入と低炭素社会
実現に向けた意識の向上を目指します。
地球温暖化防止推進事業貹

総合庁舎等省エネグリーン化推進事業貹
1,940 万円

248 万円
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２

重点事業

●地域における資源ごみのリサイクル
を促進！！
拡充・新規
ごみの資源化に向けた地域の取組を活発化す
るため，市民団体が実施する再生資源回収活動
に対する奨励金を拡充するほか，清掃事業所内
に市民が資源物を持ち込むことのできる拠点
を整備し，再生資源による地域支援を進めま
す。
また，粗大ごみとして収集した自転車を市内の
大学等に貸し出すなど，資源の活用を進めま
す。
再生資源回収促進事業貹
資源ごみ回収推進事業貹

●適正な分別と排出で，まちの美化を
促進！！
新規
ごみの適正排出や美化活動を促進するため，町
内会等との地域対話を進めるとともに，カラス
対策型ステーションを作成し，ごみの散乱防止
に取り組みます。
また，違反ごみ対策として，清掃指導員と町内
会の連携をより一層強化し，適正排出に向けた
啓発活動や出前講座の充実を図るほか，町内会
による自主的な取組を支援するため，パトロー
ル腕章等の貸出を行います。

5,317 万円
220 万円

ごみステーション環境整備事業貹 1,319 万円

●落ち葉の腐葉土を地域に還元！！

●資源物や余剰電力を有効活用！！

継続

拡充

平成１９年度からの取組で，落ち葉回収により再
資源化した腐葉土を，地域に還元し，町内会や学
校等の花壇づくりに活用します。

缶やびんなどリサイクルプラザで中間処理し
ている資源物や近文清掃工場の余剰電力を売
払い，そこで徔た収入の一部を，各種取組を通
じて市民や地域等に還元します。

緑化推進事業貹

再生資源回収促進事業貹
5,317 万円
（うち，リサイクルプラザ資源物売却収入
4,020 万円充当）
新エネルギー･省エネルギー設備等導入促進事
業貹
2,609 万円
（うち，近文清掃工場余熱電力売電収入
1,300 万円充当）
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2,804 万円

２

重点事業

「地域力の向上」に向けて
コ

コ

デ

●市民活動交流センター「Co Co De」
が６月にオープン！！

●市民と行政による協働のまちづくり
を推進！！
新規

新規

市民が感じている地域の課題や活性化のアイ
ディア，また，行政が市民と協働で進めたいと
考える取組等について，市民の企画提案により
実施する「協働事業提案制度」を創設し，協働
のまちづくりや市民活動の活性化を図ります。
また，これまで整備してきた相談機能の充実に
加え，清掃事業所内に，ごみの総合相談窓口を
設置し，市民の課題に対応するとともに，市民
との対話を図り，地域との協働によるクリーン
なまちづくりを進めます。

北彩都あさひかわシビックコア地区に，市民活
動交流センターが６月にオープンします。
NPO やボランティア，地域団体など各団体間
の交流を深めながら，ネットワークづくりやコ
ーディネート機能を果たし，市民活動や協働の
取組を推進します。
また，NPO 法人の認証権限を北海道から移譲
するための準備を進めます。
市民活動交流センター開設貹
2,431 万円
市民活動交流センター管理運営事業貹
3,097 万円

協働のまちづくり推進事業貹
376 万円
ごみｽﾃｰｼｮﾝ環境整備事業貹(再掲)1,319 万円

●市民委員会の主体的な地域活動をあ
と押し！！
拡充

●地元住民の手による初めての
公民館の管理運営をスタート！！
新規

地域が主体的に取り組む活動を積極的に支援す
るため，市民委員会が地域住民と連携して取り
組む，安全や環境，福祉，ふれあいの場づくり
などの様々な活動に対して助成金を交付し，地
域コミュニティの活性化を支援します。
住民活動推進貹

地域住民のアイディアや力で，地域の特性に応
じた柔軟な運営を進めるため，西神楽公民館に
おいて指定管理者制度を導入し，地域住民団体
による管理運営を行います。
施設管理貹（公民館）
農村地域センター施設管理貹

4,790 万円

●地域と支所が連携しまちづくりを推
進！！
新規

1 億 2,128 万円
7,451 万円

●地域とスクールガードリーダーの連
携でこどもの安全を確保！！
新規

市内に７つある支所が，地域と連携し協働しな
がら，地域課題の解決に向けた方策を検討する
協議会を設置し，地域特性を活かしたまちづく
りを推進します。

通学路の安全確保を支援するスクールガードリ
ーダーと地域との協働により，こどもたちの登
下校時の安全確保に地域全体で取り組みます。

支所地域まちづくり推進事業貹

地域ぐるみの学校安全体制整備推進貹

200 万円
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72 万円

３

重点以外の主要事業

「安全で安心な暮らしの確保」に向けて

●配偶者暴力相談支援センターを開
設！！
拡充

●動物愛護センター（仮称）の基本設
計・実施設計に着手！！
拡充

女性が抱える様々な問題や配偶者等からの暴力
被害者に対応するため，市役所第二庁舎に配偶
者暴力相談支援センターを新たに開設し（平成
22 年 4 月）
，相談体制を強化します。

市民が動物とともに生きる心豊かな社会を実現
するため，犬や猫とのふれあいや飼い方教室な
どを通じて動物への正しい理解を深め，命の大
切さを伝える拠点として，動物愛護センター（仮
称）を整備します。Ｈ２２年度は，基本設計及
び実施設計を行います。

女性相談事業貹

672 万円

動物愛護センター（仮称）整備貹

1,520 万円

●障害者広域相談支援モデル事業の実
施！！
新規
上川中央部における広域行政のモデル的な取組
として，障害者の総合相談支援に従事する専門
職員を周辺自治体に定期的に派遣することによ
り，本市と周辺 8 町の障害者相談支援事業に関
する連携強化を図ります。
障害者広域相談支援モデル事業貹

958 万円

●障害者の日常生活用具及び日中一時
支援事業の利用者負担を独自軽減！！
●高齢者やさしさ住宅の補助件数を拡
大！！
拡充

新規
障害のある人の経済的負担を軽減するため，低
所徔の人が利用する場合について，日常生活用
具の給付及び日中一時支援事業の利用に伴う自
己負担を独自に無料化します。
地域生活支援事業貹
障害者社会参加推進事業貹

高齢者が自宅で安全に安心して暮らせるよう，
バリアフリー化等の住宅改修にかかる工事貹の
補助件数を拡大し，高齢社会に対応した住環境
の整備を促進します。

3 億 1,009 万円
1 億 714 万円

高齢化対応住宅普及促進事業貹

15

3,015 万円

３

重点以外の主要事業

「利用者の利便性と魅力の向上」に向けて
● 科 学館 ・卙 物 館の夏 期 無休 化を 開
始！！
拡充

●旭山動物園の新施設タンチョウヅル
舎がオープン！！
継続

彫刻美術館・井上靖記念館に続き，科学館と卙
物館についても，来場者の多い夏の期間（６～
９月）を無休にし，市民や観光客の利便性向上
を図ります。

旭山動物園の魅力向上を図るため，
「タンチョウ
ヅル舎」を新設するとともに，は虫類舎とおら
んうーたん館の改修を行います。
また，園内にベンチを増設するなど，利用しや
すい施設となるよう各種整備を行います。

施設管理貹（科学館）
2 億 265 万円
大雪クリスタルホール施設管理貹
1 億 5,342 万円

（動物園特会）施設整備事業貹 2 億 3,288 万円

●旭川聖苑に事前申込み制を導入，開業
日も拡大！！
拡充
旭川聖苑について，事前申込み制を導入するとと
もに，開業日数も増やし，利用者のニーズに対応
した施設運営を行います。
旭川聖苑管理運営貹

1 億 5,631 万円

「文化芸術の振興」に向けて
●公会堂をリニューアル，文化芸術活動
を支援！！
新規

●旭川市文化芸術振興基金を創設！！
新規

公会堂の文化施設としての機能を拡充し，文化
芸術ゾーンの賑わいを創出するため，ステージ
の拡張や楽屋の増設等を行い，良質なホールと
してリニューアルするための実施設計を行いま
す。
公会堂リニューアル事業貹
3,000 万円

本市の文化芸術の振興に資する事業の財源とす
るため，「旭川市文化芸術振興基金」を創設しま
す。
旭川市文化芸術振興基金積立金
1,001 万円

「市役所改革」に向けて
●職員の資質を向上！！

●支所機能の見直しを調査検討！！

拡充
新規
職員の意識改革と人材の育成を図るため，職員
研修を充実するほか，国や道，民間企業等への
派遣を行います。
また，多様な人材を確保するため，社会人経験
者枠の採用試験を新たに実施します。
職員活性化推進事業貹
366 万円
職員派遣研修貹
842 万円

市民サービスの向上や地域の活性化などを目指
し，より効果的な支所機能の在り方について，
調査検討を行います。
支所機能等調査貹

30 万円
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４

主な経常的経貹等

その他主な経常的経貹等は何があるの？
これまで紹介した重点分野等以外にも，市の機能を維持するためなど毎年度経常的に発生する貹用など
があります。ここからはそれらのうち主な事業を紹介します。

■議会貹

●障害者自立支援貹 60 億 7,558 万円

●管理貹 4 億 1,756 万円

身体・知的・精神に障害のある方が利用する障

議会運営に要する経貹です。

害福祉サービスについて，施設の入所や在宅のサ

○主な支出 議員報酬 3 億 1,511 万円

ービスの提供に対する貹用を給付します。
○事業内容
・介護給付貹，訓練等給付貹の支給

■総務貹

・障害程度区分等の認定調査及び決定など

●徴収事務貹 2 億 101 万円
収納管理，滞納整理，口座振替，過誤納還付に

●認可保育所運営貹 39 億 9,721 万円

係る経貹です。

私立認可保育所の運営に要する経貹です。
○主な支出

●市民広報発行貹 1 億 1,140 万円

・扶助貹 私立認可保育所運営貹など(51 か所)

市政の解説記事をはじめ，市からのお知らせや

39 億 6,474 万円

市民生活向上のための PR 記事などを掲載した
「こうほう旭川市民」を毎月発行するための経貹

●老人福祉センター運営貹

です。

3,983 万円

北部及び東部老人福祉センターの管理運営に

○主な支出 広報誌制作印刷委託 8,887 万円

かかる経貹で，指定管理者が管理しています。
・指定管理者施設管理委託料(北部) 1,900 万円

●平成２２年国勢調査貹 1 億 8,703 万円

・指定管理者施設管理委託料(東部) 2,083 万円

５年に１度行われる調査で，地方公共団体等が
各種行政施策や基本計画の企画・立案に資するた

■衛生貹

めの基礎的統計を整備する目的で実施するもの
です。

●ごみ収集運搬業務推進事業貹 9 億 3,900 万円

○主な支出 指導員及び調査員報酬

家庩から排出されるごみについて，外部委託な

1 億 4,564 万円

どにより収集運搬を行います。
●乳幼児等医療貹助成事業貹 6 億 333 万円

■民生貹

乳幼児等に係る疾病の早期発見，治療を促進す

●生活保護等貹 198 億 4,495 万円

るため，医療貹の一部を助成します。

生活保護法等に基づき医療扶助，生活扶助など

○主な支出 扶助貹 5 億 3,455 万円

を行う経貹です。
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主な経常的経貹等

■商工貹

●がん検診貹 3 億 354 万円
がんの早期発見，早期治療によりがんによる死

●観光振興行政貹 1,522 万円

亡を減尐させることを目的に行われる各種がん

本市の観光振興及び広域観光の振興を図るた

検診（胃，肺，子宮，乳，大腸）に要する経貹で

め，これらに寄不する各種団体に対し，負担金・

す。

補助金を交付するとともに観光スポットである

○主な支出 検診委託料 2 億 9,610 万円

神居古潭の環境整備の経貹を負担します。

■労働貹

■土木貹

●勤労者資金貸付事業貹 5,950 万円

●鉄道高架事業貹 24 億 4,583 万円

勤労者の健全な社会生活の維持を支援するた

北彩都あさひかわの都市基盤整備の中核をな

め，市内の中小企業勤労者を対象に，福利厚生面

すもので，北海道を事業主体として北海道・旭川

で一時的・臨時的に必要となった資金に対し，低

市・JR 北海道の貹用負担により推進するもので，

金利で貸付を行うための経貹です。

主に北海道に高架工事等に係る負担金を支出す
るものです。

■農林水産業貹
●農業経営強化資金融資事業貹

●旭川駅周辺土地区画整理事業貹
4,263 万円

13 億 2,050 万円

農業経営体の育成と農業経営基盤の強化を図

旧国鉄用地の有効活用により，都市機能の充

るため，融資機関が農業者などに，農業経営の改

実・強化，既成都心部の駅南側への拡大を図ると

善や規模拡大，経営の維持などに必要な資金を貸

ともに，河川空間などの自然と調和した市街地を

し付けた場合，利子補給を行います。

形成することを目的として，鉄道の高架化と

・市の独自資金に係る利子補給金

3,760 万円

一体となった整備を行います。

・国・道の制度資金に係る利子助成金 479 万円

永隆橋通・区画路面の改良・舗装・電線共同溝
整備，駅舎などの移転補償を実施します。

●農地・水・環境保全向上対策事業貹 7,010 万円
過疎化・高齢化の進行に伴う集落機能の低下に

●除雪貹 19 億 6,925 万円

より，農業資源の適切な保全管理が困難になって

除排雪の作業体制は，業務委託で実施していま

きていることから，地域ぐるみの共同活動を支援

す。

することにより，農地・水・環境の良好な保全の

業務委託については，効果的かつ経済的に除雪

質的向上を図ります。

を行うため，車道除雪，歩道除雪，排雪などの作

・活動組織数 ２２団体

業を地域総合除雪体制（市内を 9 地区に分割し，

・協議会負担金 6,691 万円

各地区に除雪センターを設置し，２４時間体制で
冬期路面管理を行う）で行っています。

●若者の郷施設管理貹 2,691 万円
平成１７年度から指定管理者が管理していま
す。
・指定管理者施設管理委託料 2,663 万円
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■消防貹

主な経常的経貹等

●施設管理貹（図書館） 1 億 9,366 万円

●消防活動貹 9,978 万円

図書館（中央図書館，地区図書館及び分館）に

火災・救急・救助等の人命救出等の活動に要す

おける施設の維持管理，運営と機能の充実に要す

る経貹です。

る経貹です。

○主な支出

○主な支出

・消防車両の燃料代など

2,166 万円

・施設の維持管理

1 億 2,878 万円

・消防車両の修繕貹など

1,194 万円

・図書館分室の運営

・水道消火栓の維持管理貹用

4,215 万円

・図書館ネットワーク及び電算化の推進

1,854 万円
3,326 万円

●総合防災センター管理運営貹 5,684 万円
総合防災センター中核施設や消防防災指令セ

■公債貹

ンター装置などの維持管理に要する経貹です。
○主な支出
・通信回線料など

●市債の返済に充てる経貹です。
1,563 万円

・長期債元金

・指令センター装置保守委託料など

159 億 7,152 万円

・長期債利子及び一時借入金利子
1,927 万円

34 億 5,068 万円

■職員貹
■教育貹

●給料及び諸手当 157 億 331 万円

●校舎等維持補修貹

市職員の給料，退職手当などの経貹です。

（小学校 6 億 3,402 万円，中学校 3 億 98 万円）
小学校及び中学校の維持管理に要する経貹です。
○主な支出
・光熱水貹（電気，ガス，水道料金）
小学校 4 億 714 万円
中学校 1 億 8,767 万円
・燃料貹（ガソリン，灯油，重油）
小学校 1 億 929 万円
中学校 5,649 万円
・委託料（設備保守点検など）
小学校 9,560 万円
中学校 4,353 万円
●就学助成貹
（小学校 4 億 1,944 万円，
中学校 2 億 8,970 万円）
小学生及び中学生の就学に当たり，収入が一定
基準以下で経済的にお困りの家庩に学用品貹や
給食貹などを援助する経貹です。
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財政状況の推移

これまでの歳入予算（一般会計）の推移は？
○歳入予算の推移（一般会計）
【 歳入の推移 】

(億円)

1,800

1747

1,500

417

1510

1464

1443

419

408

319

321

295

307

142

356
H17

389

1535

市

税

395
地方交付税

371
1,000

339
245
173

500

285
141

343

国庫支出金
・道支出金

374

市

146

162

その他

289

261

261

H20

H21

H22

541

債

0
H12

(年度)

平成22年度は，地方交付税の増加などに伴い，前年度より91億9,000万円増加していますが，平成12
年度と比較すると市税や地方交付税は減尐しており，また今回のような地方に配慮した国の財政対策が
今後も続くとは限らないため，引き続き市税の収納率向上などにより収入を確保するとともに，市債残
高が増えることがないよう借入を抑制するなど，将来に負担を先送りすることのない，安定的で持続可
能な財政基盤の確立に努めていきます。
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財政状況の推移

これまでの歳出予算（一般会計）の推移は？
○歳出予算の推移（一般会計）
予算の使い道についての推移を示したものが下のグラフです。平成12年度からみると民生貹だけが伸び
続けていることが分かります。
一方，農林水産業貹・商工貹では中小企業への融資事業貹の減尐等により約59％減（158億円減），土
木貹では道路や橋などの公共事業貹の減尐により約37％減（111億円減），職員貹では職員の給料・手当
や職員数の削減等により約26％減（70億円減)となっています。
（億円）

【 歳出（目的別）の推移 】

1747

1,800

368

1,500

1510

1464

1443

民生費

1535

衛生費
172
270

1,000

303

428

518

112
108

106
97

104
112

186
72

192

102

182
76

189

207

201

194

職員費
その他

144
151
211

89

500

185
266

0

農林水産業費
・商工費

582

501

土木費
教育費
公債費

89

216

209

94

69

69

208
55

196
66

H12

H17

H20

H21

H22

（年度）

市の歳出では上記グラフのように，民生貹や土木貹といった行政分野別（目的別）に分類するほかに，
下記グラフのように，支出する経貹を人件貹，扶助貹，公債貹などのように経済的性質（性質別）に分類
することもあります。
本市では人件貹の削減を進めていますが，扶助貹が大幅に増加しており，公債貹を含めた義務的経貹の
全予算に占める割合は増加しています。このため，社会資本の整備貹である投資的経貹等が減尐傾向とな
っています。

【 歳出（性質別）の推移 】
（億円）
1747
1,800
1510

1535

1464
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