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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わかりやす
くお知らせできるよう「平成２３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２３年度予算では，「中心市街地の活性化」「地域産業の 育成・振興と雇用創出」「子
育て環境の充実」「環境に配慮した社会の形成」「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。
なお，平成２３年度は３月１１日に発生した東日本大震災により，国全体の先行きが丌透明
な状況になっており，旭川市の財政への影響も想定しておかなければならない状況です。
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２３年度予算の概要

平成 2３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

平成 23 年度

平成 22 年度

1,556 億 6,000 万円

1,535 億 1,000 万円

21 億 6,000 万円

1.4%

423 億 5,350 万円

421 億 9,923 万円

1 億 5,427 万円

0.4%

14 億 6,766 万円

14 億 5,505 万円

1,261 万円

0.9%

公共駐車場事業

7,476 万円

6,878 万円

598 万円

8.7%

育英事業

9,255 万円

7,837 万円

1,418 万円

18.1%

1,707 万円

△1,707 万円

一般会計
国民健康保険事業
動物園事業

老人保健事業

廃止

増

減

伸び率

0

駅周辺開発事業

3 億 1,195 万円

1 億 4,097 万円

1 億 7,098 万円

121.3%

簡易水道事業

1 億 1,166 万円

9,470 万円

1,696 万円

17.9%

4,002 万円

4,119 万円

△117 万円

△2.9%

39 万円

9 億 2,826 万円

3.6%

1 億 2,119 万円

1 億 6,802 万円

△4,683 万円

△27.9%

41 億 8,906 万円

40 億 8,692 万円

1 億 0,214 万円

2.5%

水道事業

100 億 978 万円

98 億 2,346 万円

1 億 8,632 万円

1.9%

下水道事業

134 億 7,569 万円

138 億 7,543 万円

△3 億 9,974 万円

△2.9%

病院事業

137 億 2,833 万円

144 億 1,823 万円

△6 億 8,990 万円

△4.8%

1,124 億 479 万円

1,119 億 6,782 万円

4 億 3,697 万円

0.4%

2,680 億 6,479 万円

2,654 億 6,782 万円

25 億 9,697 万円

1.0%

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

計
合

計

264 億 2,865 万円

255 億

今年度の一般会計は平成22年度に引き続き前年度を上回る予算となっています。
一般会計が増えたのは，地方交付税と国庨支出金が増額となったことが大きな要因です。２つを合わせ
た額は，前年度と比べて29億2,646万円，4.5%増加しています。
特別会計は，病院事業で医療機械等の建設改良貹が減尐する一方で，介護保険事業で保険給付貹が増加
するなど，全体として増加しています。

○会計について
旭川市の予算は一般会計と1３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。
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旭川市平成２３年度予算の概要

平成 2３年度の一般会計の歳入予算はどうなっているの？
○平成２３年度の当初予算（一般会計）歳入

平成 22 年度
1,535 億円

平成 23 年度
1,556 億 6,000 万円

地方特例交付金 2 億 3,700 万円（△2 億 1,439 万円）
国の減税政策等に伴い国から交付されます。

市税

市税
地方特例
交付金

地方特例
交付金

地方交付税

地方交付税
地方
譲与税

地方
譲与税

地方消費税
交付金

道支出金
市債

その他

地方交付税 354 億 5,100 万円（+11 億 500 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ます。
厳しい地方財政の状況に配慮して増額されました。
地方譲与税 13 億 3,200 万円（△3,700 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，市の道路の長さや太さなどに応じて交付さ
れます。
地方消費税交付金 36 億 6,000 万円(+1 億 3,800 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，
さらにその 1/2 が市町村に交付されます。

地方消費税
交付金
国庫支出金

市税 今年度予算 395 億円（前年度と同額）
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。
景気低迷の影響もあり前年度と同額です。

国庫支出金

道支出金

市債

その他

国庫支出金 324 億 621 万円（+18 億 2,146 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。
生活保護費や子ども手当などにより増加しています。
道支出金 79 億 9,339 万円(+11 億 2,974 万円)
国庫支出金同様，北海道から入ってくる補助金などです。
雇用対策等に伴い増加しています。
市債 148 億 770 万円(△13 億 8,327 万円)
公共施設の建設などのために市が行う借金です。
高台小学校の改築工事の終了などにより減尐していま
す。
その他 202 億 7,270 万円(△3 億 9,954 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，景気低迷の影響もあり市税収入は横ばい，一方で地方交付税や国庨支出金などが増
加しています。また，市の借金である市債は減尐しています。
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旭川市平成２３年度予算の概要

平成 2３年度の一般会計の歳出予算はどうなっているの？
○平成２３年度の当初予算（一般会計）歳出

平成 22 年度
1,535 億円

平成 23 年度
1,556 億 6,000 万円

民生費 624 億 6,174 万円（対前年度+42 億 9,416 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。
子ども手当や生活保護費の増加などにより増加してい
ます。
衛生費 109 億 4,971 万円（+5 億 1,634 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。
動物愛護センターの整備，子宮頸ガン予防ワクチン接種
助成事業などにより増加しています。

民生費

衛生費
農林水産業
費・商工費

土木費

民生費

衛生費
農林水産業
費・商工費

土木費

教育費

教育費

公債費

公債費

農林水産業費・商工費 96 億 4,889 万円（△15 億 9,692
万円）
商工業や農林業の指導育成や支援，観光イベントなどに
使う経費です。
第三セクター等の整理統合に要する経費の減尐などに
より減尐しています。
土木費 194 億 6,305 万円(+2 億 8,168 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 74 億 8 万円（△14 億 8,282 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の完了などに
より減尐しています。
公債費 194 億 9,422 万円(+7,013 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。

職員費 192 億 8,000 万円(△3 億 1,000 万円)
市職員の給料，退職手当などに使う経費です。
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。また，給料の独自削減にも引き続き取り組みます。

職員費

職員費

その他

その他

その他 69 億 6,231 万円(+3 億 8,743 万円)
総務費，議会費，労働費，消防費などです。
中心市街地活性化の関連事業（総務費），地方議会年金
制度の廃止に伴う負担金（議会費），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民生貹の伸びが大きく，歳出全体の40％を占めています。
また，これまでに行った財政健全化へ向け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２３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 23 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

万円

11 万 2 千円

市債

148 億

770 万円

4 万 2 千円

1,556 億 6,000 万円

44 万 2 千円

総

額

項

目

○歳出
予算額

市民一人当たり

民生貹

624 億 6,174 万円

17 万 7 千円

衛生貹

109 億 4,971 万円

3 万 1 千円

土木貹

194 億 6,305 万円

5 万 5 千円

教育貹

74 億

公債貹

総

額

8 万円

2 万 1 千円

194 億 9,422 万円

5 万 5 千円

1,556 億 6,000 万円

44 万 2 千円

※平成 23 年 3 月末の住民基本台帳の人口（352,004 人）を使用しています。
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旭川市平成２３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23年度一般会計予算1,556億6千万円を，年収
500万円の家計に置き換えてみました。
収
給

入

料
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
合

（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）
計

平成23年度
予算額
808億2千万円

年収500万円
に換算すると
259万6千円

395億
円
413億2千万円

126万9千円
132万7千円

183億
円
3億
円
404億
円
10億3千万円
148億1千万円

58万8千円
1万
円
129万8千円
3万3千円
47万5千円

1,556億6千万円

500万円

支出は，食貹や教育貹，住宅ローンなど，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。
支
食
貹
教育貹・医療貹など
ローンの返済
光熱水貹など
サークルなどの会貹
家の修繕
家財の購入など
貯金
子どもへの仕送り
合

出
（人件貹）
（扶助貹）
（公債貹）
（物件貹など）
（補助貹）
（維持補修貹）
（投資的経貹）
（積立金）
（繰出金）
計

平成23年度
予算額
211億6千万円
461億9千万円
194億9千万円
283億4千万円
97億
円
48億6千万円
158億6千万円
3千万円
100億3千万円

年収500万円
に換算すると
68万
円
148万4千円
62万6千円
91万1千円
31万1千円
15万6千円
50万9千円
1千円
32万2千円

1,556億6千万円

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，318 万 4 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 181 万 6 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。
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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，旭川市が未来に向けて持続・発展し，市民が希望抱きながら安心して暮らしていける
ように，以下の５つを重点的に取り組む分野と位置づけして，集中的に財源の配分を行いました。
・中心市街地の活性化
・地域産業の育成・振興と雇用創出
・子育て環境の充実
・環境に配慮した社会の形成
・地域力の向上
ここからはそれら重点分野に属する主な事業を紹介します。

「中心市街地の活性化」に向けて

●交流の促進・活性化
新規・継続
中心市街地の来訪者拡大を図るため，「ひと・も
の・情報」の交流拠点となる“まちなか交流館”を
継続して設置するとともに，中心市街地の文化・芸
術，宿泊，イベントコンベンション関連等の各施設
を結ぶ循環バスを試験運行します。
また，中心市街地への出店を容易にするための条
件を整え，集客力のアップと賑わいを創出します。

●新たな大型集客施設の展開
新規・継続
旧丸井今井旭川店にこども向け遊戯場や
若者向け自習スペース，高齢者の学習施設，
国際交流センターを整備するとともに，消貹
生活センター等の窓口機能を設置し，中心市
街地の活性化や，利便性の向上を図ります。

まちなか活性化交流拠点創出事業貹 27,408 千円
まちなか若者情報発信拡大事業貹
18,843 千円
中心市街地循環バス運行事業貹
8,700 千円
中心市街地出店促進事業貹
16,200 千円

こども向け屋内遊戯場等整備事業貹
125,782 千円
まちなか自習スペース設置事業貹
2,104 千円
「地域づくり人材育成」生涯学習拠点施設
整備推進事業貹
8,698 千円
中心市街地生活交流拠点整備事業貹
144,851 千円
消貹者行政活性化事業貹
5,943 千円
国際交流センター開設事業貹 10,683 千円
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重点事業

●魅力ある都心部の形成
新規・継続
北彩都地区に歩くスキーコースやガーデンを整
備するとともに，新駅舎に市民や観光客が文化や芸
術を身近に感じることのできる，旭川の顔に相応し
い玄関口の形成を進める一方で，北彩都地区への新
たな観光集客施設の整備に向け，検討・調査に着手
します。
また，買物公園との回遊性を高めるとともに，文
化芸術ゾーンとして魅力ある都心空間の形成を目
指し，７条緑道と常磐公園改修の実施設計に着手し
ます。

● 集客・市民イベントの開催
拡充・継続

旭川都心地区まちづくり事業貹
325,000 千円
観光情報センター建設貹
220,000 千円
観光情報センター開設貹
21,000 千円
彫刻美術館旭川駅ｻﾃﾗｲﾄ･ｽﾍﾟｰｽ(仮称)整備貹
168,779 千円

開村 120 年記念イベントであった「北の恵み
食べマルシェ」を引き続き開催するほか，商店
街や市民が自由にイベントや情報発信を行え
る場や機会を提供し，旭川のＰＲと中心市街地
への集客を図ります。
また，バーサーロペット・ジャパンの一部（歩
くスキー大会）を北彩都地区で開催します。

アイヌ文化情報コーナー(仮称)整備事業貹

10,100 千円
北彩都地区観光集客施設調査・検討事業貹
288 千円
７条緑道改修貹
7,000 千円
常磐公園改修貹
8,000 千円

北の恵み食べマルシェ開催負担金
60,500 千円
中心市街地イベントプロデュース事業貹
28,071 千円
青尐年健全育成事業貹
(イベント実行委員会負担分)
800 千円
バーサーロペット・ジャパン開催負担金
35,000 千円
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２

重点事業

「地域産業の育成・振興と雇用創出」に向けて
●技術力の向上，製品化，新分野を促進

● 旭川の食産業を支援

新規・継続

拡充

旭川のものづくり産業への総合的な支援体制
を構築するため，ものづくり総合支援センター
を開設し，新製品等の開発や販路拡大を支援す
るほか，旭川のものづくり産業を支える技能者
や技術者に対する研修会等を実施します。
また，市独自の表彰制度を設け，優れた製品
や技術を開発した元気な地元企業を表彰しま
す。

米粉商品開発や，農業被害をもたらすエゾシ
カを地域資源として有効活用するメニューの
開発等を行い，旭川産品の一層の販路拡大と利
用拡大を図ります。
また，平成 22 年から開始した学校給食への
米粉パン導入を保育園等に広げるとともに，市
民へのＰＲ活動等により新たな需要の拡大を
図ります。

（財）旭川生活文化産業振興協会補助金
12,361 千円
ものづくりチャレンジ事業貹
3,000 千円
ものづくり推進支援事業貹
9,495 千円
ものづくりもう一押し支援事業貹 14,077 千円
ものづくり技能者・技術者研修事業貹
2,000 千円
旭川木工スクール事業貹
1,600 千円
元気なものづくり企業表彰事業貹 1,226 千円

あさひかわ米粉活用促進事業貹
2,000 千円
あさひかわ米を粉で食べよう事業貹
1,213 千円
エゾシカ活用促進事業貹
1,000 千円
食品産業支援センター事業貹
3,000 千円

●未就職者の人材育成
新規・継続

●若者・障害者・季節労働者の雇用確保

新卒および学卒の未就職者を企業等にて研
修生として採用し，座学のみならず職場実習を
通じ，就職に向けた実践的な知識・スキルを習
得できる条件を整えます。
また，営業職を希望する人を対象とした人材
育成事業を実施し，営業活動のための知識とス
キルの習得を支援するほか，情報産業界におけ
る専門技術者等を養成するための研修等を実
施します。

新規・継続
若者や障害者，季節労働者の民間企業による雇
用機会の拡大を図るため，国の支援制度を利用し
て，対象求職者を雇用した事業主に対し，市独自
に助成金を交付するほか，障害者向けのセミナー
等を開催します。
旭川市トライアル雇用支援事業貹
6,000 千円
障害者就業支援ＩＴセミナー事業貹 1,100 千円

新卒未就職者人材育成雇用プログラム事業貹
51,561 千円
学卒未就職者人材育成事業貹
34,573 千円
営業職・販売員スキル育成事業貹 19,957 千円
ＩＴ産業人材育成事業貹
67,145 千円

●新規創業や新分野への進出を支援
新規
創業，第二創業の事業計画を公募し，優れた計
画を表彰するとともに，コンテスト参加者の事業
計画に対し，専門家による助言や指導を行います。
また金融機関とのコーディネートや講演会を開
催し，創業と事業継続を支援します。
ビジネスプランコンテスト開催事業貹 1,679 千円
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２

重点事業

●新規就農者支援と農業労働力の確保
新規
多様な就農希望者の受け入れを図るため，東旭
川の米原・瑞穂地区をモデル地区として，農業へ
の新規参入者の研修要件を緩和し，働きながら農
業研修を受けられる支援体制をつくるとともに，
就農地の確保や就農後のフォローアップを行い，
農地の維持と地域の活性化を支援します。
また，失業者等を農作業ヘルパーとして雇用し，
新たな労働力として育成するなど，安定した労働
力を確保するための体制づくりを支援します。

●観光客誘致拡大に向けた取組を展開

チャレンジファーマー育成事業貹
3,150 千円
がんばる高齢農家等サポート事業貹 21,146 千円

拡充
中国からの観光客誘致に重点的に取り組む
とともに，個人旅行客をターゲットにしたプロ
モーション活動を展開します。
また，ホスピタリティーや交通アクセスの向
上を図るほか，（仮称）大型草食獣館の建設に
向け，実施設計を行います。

●グリーンツーリズムで農村地域を活性化
新規・拡充

観光客誘致宣伝事業貹
18,923 千円
国際観光プロモーション事業貹
6,500 千円
冬季観光誘致促進事業貹
3,500 千円
中国人観光客おもてなし事業貹 36,838 千円
（動物園事業特別会計）
施設整備事業貹 55,176 千円

農家民泊の許可取得者に対する助成や施設整備
に対する資金の利子補給など，農業者が取組むグリ
ーン・ツーリズムビジネスを支援します。
また，発信力の高いＨＰの製作やプロモーション
ＤＶＤを作成し，農家民泊の取組みやグリーン・ツ
ーリズム施設情報を効果的にＰＲします。
グリーン・ツーリズム推進事業貹
グリーン・ツーリズム情報発信事業貹

3,038 千円
2,818 千円

●医療観光の推進による新たな
観光ニーズを喚起
拡充

●地域の優位性を活かした企業誘致を推進
新たな観光客の取り込みを図るため，本市の
豊かな自然環境と集積する医療機関を活かし，
国内のほかにアジア圏などをターゲットとした
各種健診をパッケージ化して提供する等，医療
観光の推進に向けた調査研究を行います。

拡充
雇用創出の原動力となる企業誘致をさらに推進す
るため，コールセンター，データセンター，食品関
連産業等，集積した都市機能，天災が尐なく冷涼な
気候や豊かな農業生産地という旭川の優位性を活か
した企業誘致を進めます。
また，工業等振興促進条例を改正し，企業が立地
しやすい環境を整え，これを全国にＰＲします。
企業誘致貹

地域振興貹（医療観光分）

6,391 千円
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1,000 千円

２

重点事業

「子育て環境の充実」に向けて
●保育所の新増築を行い待機児童を
大幅に解消

●保育所・幼稚園の安全で安心な
環境づくりを推進

新規・拡充

新規・継続

待機児童解消に向け施設の新増築を行い定
員の拡大を行う２箇所の私立認可保育所に対
し，新増築貹用の助成を行います。（定員 121
人増）
また，幅広い保育ニーズに対応するため，新
旭川保育所において，平成 24 年度から病後児
保育を行うための改修を行います。
私立認可保育所建設補助金
新旭川保育所改修事業貹

保育所や幼稚園等に AED を設置し，地域住
民及び保護者等への AED 講習会を開催すると
ともに，インフルエンザ等の感染症対策に係る
備品の購入貹を助成し，安全・安心な子育て環
境の充実を図ります。
児童福祉施設等安心向上事業貹 34,110 千円
幼稚園安心向上事業補助金
10,410 千円
幼稚園振興事業貹
（幼稚園生活環境維持補助金分） 3,100 千円

231,526 千円
4,948 千円

●留守家庩児童会の受入充実と
昼食提供，環境整備

●地域における子育て支援機能を充実
拡充

新規・拡充

地域において，乳幼児と保護者が交流し，子
育てに関する丌安や悩みの解消を図るため，市
役所第２庁舎やあゆみ幼稚園付属保育園に，子
育て支援拠点を開設します。
また，地域における子育て支援活動を活性化
するため，子育て支援人材バンクの運営等を行
います。

定員に余裕がある５箇所の児童会において，
夏冬休みに受入れを拡大するとともに，昼食を
提供（実貹負担）します。
また，東町小と朝日小の児童が利用している
東町朝日留守家庩児童会をそれぞれの地域に
設置し，児童の育成環境の充実を図ります。
（定
員３０人増）
留守家庩児童会開設貹
留守家庩児童会運営貹

地域子育て支援拠点事業貹
地域子育て活動支援事業貹

13,588 千円
221,805 千円

42,014 千円
5,718 千円

●地域全体で子どもや子育てを支える
仕組みづくり

●児童生徒の学習環境の整備
拡充

新規・拡充
児童生徒に安全でより快適な学習環境を提供
するため，老朽校舎の改築に係る実施設計に着
手します。
また，児童生徒の読書活動を推進するため，
新たに小学校６校，中学校２校へ学校図書館補
助員を配置します。

子どもの健やかな成長を願いお祝いの絵本
を贈り，社会全体が子どもの誕生を喜び，子育
てを支える地域づくりを推進します。
また，子どもの健やかな成長を市民全体で応
援し，行動していくため，子ども条例制定に向
けた取組を進めます。

末広小学校増改築貹
54,477 千円
学校図書館活性化事業貹(小学校) 27,246 千円
学校図書館活性化事業貹(中学校) 11,645 千円

うぶごえへの贈りもの事業貹
管理事務貹（子ども条例）
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7,963 千円
562 千円

２

重点事業

●高等教育機関，民間事業者等との
連携による育児環境の充実
新規・継続
自然への関心や地元への愛着を深め，子ども
達の豊かな成長を支えるため，旭川ウェルビー
イング・コンソーシアム及び民間事業者等と共
同で木製遊具を開発します。
また，市立保育所において「食」
「遊び」
「睡
眠」に関する実践的な取組みを行い，その取組
みを活かした本市の保育サービス向上を目指
します。

●特別な支援を必要とする
こども達への教育支援を充実
拡充
障害等のある児童生徒一人ひとりの教育的ニ
ーズに応じた教育の充実を図るため，補助指導
員を５名増員します。
また，現在第 2 庁舎に開設しているこども通
園センターを旧道北病院付属看護学校に移転
し，拡充します。
（受入児童４０人増）

子ども達のための木製遊具製作事業貹
3,000 千円
チャレンジ保育推進事業貹
1,000 千円

特別支援教育推進事業貹
早期療育推進事業貹

96,989 千円
54,766 千円

●妊婦健康診査の検査項目追加，
ワクチンの全額助成
拡充・継続

●地域コミュニティによる
学校教育支援体制づくりを推進

健康な妊娠，出産をサポートするため，妊婦
健康診査の検査項目を追加するとともに，検診
貹用の助成による経済的支援を行います。
また，髄膜炎などの感染症等の発症予防を図
るため，各ワクチン助成を継続実施します。

新規
教員や地域の大人たちが子どもと向き合う時
間を増やし，子どもの安全・安心の確保を推進
するため，地域コーディネーターの配置やボラ
ンティア活動を通じ，地域全体による学校支援
体制の整備を行います。

すこやか親子事業貹
196,813 千円
ヒブワクチン接種助成事業貹 115,558 千円
子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業貹
262,233 千円
小児用肺炎球菌ワクチン接種助成事業貹
169,159 千円

学校・家庩・地域の連携による
教育支援活動促進事業貹

3,132 千円

●次代を担う青尐年の育成と活動を支援
拡充
10 代から 20 代の若者を中心とした交流の場・
機会を中心部に創出し，情報配信やイベントを開
催するほか，市長と中学生等との対話集会を実施
します。
まちなか若者情報発信拡大事業貹
青尐年健全育成事業貹
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18,843 千円
1,649 千円

２

重点事業

「環境に配慮した社会の形成」に向けて

●地域における温暖化対策の
実践的な取組みを推進

●資源ごみのリサイクルを促進し，
循環型社会形成を継続展開

拡充

拡充
温暖化対策を推進するため，地球環境にやさし
いライフスタイルや事業活動の見直しについて
普及・啓発を行います。また，西神楽地域におい
て，電動アシスト付自転車を活用した，エコな交
通手段活用に関するモデル事業を展開します。
地球温暖化防止推進事業貹

ごみの資源化に向けた地域の取組みを活発化
するため，市民団体が実施する再生資源回収活
動に対する奨励金交付の対象に資源化可能な古
紙を加え，拡大します。
また，資源化が可能なごみのリサイクルを促
進するため，回収拠点を支所等に拡大するほか，
プラスチック製品及び傘を対象品目に追加する
とともに近文リサイクルプラザのガラスカレッ
トの資源化を図ります。

3,125 千円

再生資源回収促進事業貹
資源ごみ回収推進事業貹
家庩ごみ資源化モデル事業貹
ガラスカレット資源化事業貹

●ごみの減量化と資源化に取組む
地域を支援
新規

53,211 千円
2,048 千円
7,445 千円
3,000 千円

地域の環境に対する取組を活発化し，市民団体
等におけるごみの資源化の取組みを推進するた
め，廃食用油の回収など町内会での取組や，生ご
みの堆肥化に取組む団体に対する支援等を実施
します。
ごみ資源化地域促進事業貹

●省エネに向けた市民及び官民の
一体的な取組を推進

2,529 千円

拡大・継続
低炭素社会構築に向けたまちづくりを推進す
るため，個人住宅や民間事業所における新エネ，
省エネ設備導入に係る助成の対象を拡大すると
ともに，市役所総合庁舎の照明器具を省エネ型
に改修します。
また，町内会における防犯灯の省エネ化に対
する貹用助成を行います。

●環境美化に向けたより実効性ある
取組みについて検討
新規
美しい町並みの維持と環境美化に対する市民
意識の更なる向上を図るために，ごみのポイ捨て
や歩きタバコの規制について検討する組織の立
ち上げや，市民の意識調査を実施します。
環境美化推進事業貹

新エネルギー・省エネルギー設備等導入促進
事業貹
26,093 千円
民間事業者省エネ改修等推進事業貹
20,000 千円
総合庁舎等省エネグリーン化推進事業貹
28,600 千円
町内会防犯灯省エネ推進事業貹
22,492 千円

1,087 千円
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２

重点事業

「地域力の向上」に向けて
●まちづくり推進協議会の充実
拡充
支所ごとに設置されている「まちづくり推進
協議会」に加え，支所地域外に新たな協議会を
設置し地域特性を活かしたまちづくりを推進し
ます。
また，地域活性化に向けた取組みに対する補
助を拡充します。
地域まちづくり推進事業貹

●地域づくりの促進体制を検討
拡充
地域における課題解決を担う主体、支援機能
のあり方等，今後の地域づくり体制の構築に向
けた検討を進めるとともに，市民自治の考え方
や方針を定めるまちづくり基本条例の検討を
行います。

2,648 千円

●地域課題の解決など市民委員会が
主体的に取組む活動を支援

地域づくり促進体制検討事業貹
800 千円
市民参加推進貹
3,542 千円
協働のまちづくり推進貹（再掲） 4,330 千円

拡充
住民組織活動を推進し，住みよい地域社会を
つくるため，地域課題の解決や地域連携の促進
等に取組む地区市民委員会に補助金を交付し，
地域の主体的な活動を支援します。
住民活動推進貹

●地域ぐるみで子どもを見守る体制を
構築
新規

48,659 千円
地域住民の連帯意識を高め，地域の子どもた
ちの安全・安心な環境作りを進めるため，地域
全体で学校教育を支援する体制を構築します。
学校・家庩・地域の連携による教育支援活動促
進事業貹（再掲）
3,132 千円

●市民・地域が主体の協働の
まちづくりを推進
拡充
市民の企画提案による市民と市の協働事業
やセミナーを実施し，協働に対する理解を深め
るとともに，協働によるまちづくり活動を推進
します。
また，北海道からＮＰＯ法人認証の権限移譲
を受け，市民活動団体の法人化等の相談窓口に
なることで市民活動の活性化を推進します。
協働のまちづくり推進貹

●地域づくりを担う人材の育成拠点を
整備・推進
新規
地域づくりを担う人材を高齢者学習の場から
輩出していくため，旭川市シニア大学・大学院
を新たに設置します。

4,330 千円

「地域づくり人材育成」生涯学習拠点施設
整備推進事業貹（再掲）
8,698 千円
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主な経常的経貹等

決まってかかる経貹等には何があるの？
これまで紹介した重点分野以外にも，毎年度経常的に発生する貹用などがあります。市の機能を維持す
るためなど，市民生活を支えるうえでは，重点分野以上に重要な貹用と言えます。ここからはそれらのう
ち主な事業を紹介します。
（注：その年度の臨時的な経貹もいくつか含まれています。
）

■議会貹

●高齢者バス料金助成事業貹

●管理貹 5 億 7,482 万円

2 億 4,854 万円

高齢者の積極的な社会参加を進めるため，70

議会運営に要する経貹です。

歳以上でバスの利用が可能な方に，市内の乗降に

○主な支出 議員報酬 3 億 1,376 万円

限り，一乗車につき 100 円で利用できるバスカー
ドを交付します。

■総務貹
■衛生貹

●徴収事務貹 2 億 70 万円
収納管理，滞納整理，口座振替，過誤納還付に

●ごみ収集運搬業務推進事業貹 9 億 3,768 万円

係る経貹です。

家庩から排出されるごみについて，外部委託な
どにより収集運搬を行います。

●市民広報発行貹 1 億 1,440 万円
市政の解説記事をはじめ，市からのお知らせや

●旭川聖苑管理運営貹

市民生活向上のための PR 記事などを掲載した

1 億 5,736 万円

旭川聖苑（火葬場）の管理運営にかかる経貹で

「こうほう旭川市民」を毎月発行するための経貹

す。

です。
●乳幼児等医療貹助成事業貹

5 億 8,819 万円

乳幼児等に係る疾病の早期発見，治療を促進す

■民生貹

るため，医療貹の一部を助成します。

●生活保護等貹 213 億 8,042 万円
生活保護法に基づき医療扶助，生活扶助などを

●がん検診貹 3 億 5,956 万円

行う経貹です。

がんの早期発見，早期治療によりがんによる死
亡を減尐させることを目的に行われる各種がん

●障害者自立支援貹 67 億 5,916 万円

検診（胃，肺，子宮，乳，大腸）に要する経貹で

身体・知的・精神に障害のある方が利用する障

す。

害福祉サービスについて，施設の入所や在宅のサ
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
・障害程度区分等の認定調査及び決定など
●認可保育所運営貹 41 億 3,463 万円
私立認可保育所の運営に要する経貹です。
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主な経常的経貹等

●中小企業振興資金融資事業貹 77 億 2,373 万円

■労働貹

市内中小企業者の経営の安定，振興育成のため，

●勤労者資金貸付事業貹 5,037 万円

各種融資制度により資金融通の円滑化と正常化

勤労者の健全な社会生活の維持を支援するた

を図るほか，資金調達コスト軽減のための補助制

め，市内の中小企業勤労者を対象に，福利厚生面

度を設けるなど，市内中小企業者を金融面から支

で一時的・臨時的に必要となった資金に対し，低

援するための経貹です。

金利で貸付を行うための経貹です。

■土木貹
■農林水産業貹

●鉄道高架事業貹 22 億 71 万円

●農業経営強化資金融資事業貹

4,189 万円

北彩都あさひかわの都市基盤整備の中核をな

農業経営体の育成と農業経営基盤の強化を図

すもので，北海道を事業主体として北海道・旭川

るため，融資機関が農業者などに，農業経営の改

市・JR 北海道の貹用負担により推進するもので，

善や規模拡大，経営の維持などに必要な資金を貸

主に北海道に高架工事等に係る負担金を支出す

し付けた場合，利子補給を行います。

るものです。

○利子補給（助成）金の内訳
・市の独自資金に係る利子補給金 3,771 万円
・国の制度資金に係る利子助成金

●旭川駅周辺土地区画整理事業貹

400 万円

15 億 9,180 万円
旧国鉄用地の有効活用により，都市機能の充

●農地・水保全向上対策事業貹

6,941 万円

実・強化，既成都心部の駅南側への拡大を図ると

過疎化・高齢化の進行に伴う集落機能の低下に

ともに，河川空間などの自然と調和した市街地を

より，農業資源の適切な保全管理が困難になって

形成することを目的として，鉄道の高架化と一体

きていることから，地域ぐるみの共同活動を支援

となった整備を行います。

することにより，農地・水の良好な保全の質的向

永隆橋通・区画路面の改良・舗装・電線共同溝

上を図ります。
○活動組織数

整備，駅舎などの移転補償を実施します。
22 団体

・協議会負担金 6,693 万円

●道路橋りょう維持管理貹

10 億 7,451 万円

道路や橋の維持管理をするための経貹です。
●管理運営貹（農業センター）

5,649 万円

農業センターの円滑運営及び維持管理のため

●除雪貹 19 億 6,851 万円

の経貹です。

除排雪の作業体制は，業務委託で実施していま
す。
業務委託については，効果的かつ経済的に除雪

■商工貹

を行うため，車道除雪，歩道除雪，排雪などの作

●観光振興行政貹 1,733 万円

業を地域総合除雪体制（市内を 9 地区に分割し，

本市の観光振興及び広域観光の振興を図るた

各地区に除雪センターを設置し，２４時間体制で

め，これらに寄不する各種団体に対し，負担金・

冬期路面管理を行う）で行っています。

補助金を交付するとともに観光スポットである
神居古潭の環境整備の経貹を負担します。
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■消防貹

■教育貹

●消防活動貹 1 億 303 万円

●校舎等維持補修貹

火災・救急・救助等の人命救出等の活動に要す

主な経常的経貹等

（小学校 6 億 3,930 万円，中学校 3 億 690 万円）

る経貹です。

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

○主な支出

・消防車両の燃料代など

2,524 万円

・光熱水貹（電気，ガス，水道料金）

・消防車両の修繕貹など

1,246 万円

小学校 4 億 380 万円

・水道消火栓の維持管理貹用

4,132 万円

中学校 1 億 8,150 万円
・燃料貹（ガソリン，灯油，重油）

●総合防災センター管理運営貹

6,020 万円

小学校 1 億 1,051 万円

総合防災センター中核施設や消防防災指令セ

中学校

ンター装置などの維持管理に要する経貹です。

・委託料（設備保守点検など）

○主な支出
・通信回線料など

5,839 万円

1,484 万円

小学校

9,495 万円

中学校

4,845 万円

・指令センター装置保守委託料など
1,929 万円

●就学助成貹
（小学校 4 億 2,711 万円，
中学校 2 億 8,738 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。
●施設管理貹（図書館） 1 億 9,554 万円
図書館（中央図書館，地区図書館及び分館）に
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。
○主な支出

■公債貹

・施設の維持管理

●市債の返済に充てる経貹です。
・長期債元金

・図書館分室の運営

161 億 3,630 万円

1 億 3,127 万円
1,853 万円

・図書館ネットワーク及び電算化の推進

・長期債利子及び一時借入金利子

3,306 万円

33 億 5,592 万円

■職員貹
●給料及び諸手当 155 億 2,554 万円
市職員の給料，退職手当などの経貹です。
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財政状況の推移

これまでの歳入・歳出予算（一般会計）の推移は？
○歳入予算の推移（一般会計）

平成23年度は，地方交付税，国庨支出金の増加などに伴い，前年度より21億6,000万円増加していま
すが，平成13年度と比較すると市税や地方交付税は減尐しています。また今回の東日本大震災の影響な
どにより，ここ数年にわたる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。

用語のおさらい
・市税…市民が納める税金で，重要な収入です。
・地方交付税…市の財政規模に応じて国から入ります。
・国庨支出金・道支出金…特定の事業を行うことで，国・道から事業貹の一部が入ります。
・市債…市が事業を行うために必要な金額を借り入れます。
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財政状況の推移

○歳出（目的別）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上のグラフです。平成13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。全体の40％を占めています。
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62％減（156億円減），土
木貹では道路や橋などの公共事業貹の減尐により約35％減（106億円減），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（68億円減)となっています。

用語のおさらい
・衛生貹…保健所の運営や市民の健康管理，ゴミ処理対策などに使います。
・農林水産業貹，商工貹…農林商工業の指導育成や支援，生産基盤整備，観光振興などに使います。
・土木貹…道路や公園，空港，市営住宅の整備，除排雪などに使います。
・教育貹…学校の建設や図書館の運営，生涯学習活動などに使います。
・公債貹…施設建設などのために借り入れた市債の返済などに使います。
・職員貹…市職員の給料，退職手当などに使います。
・民生貹…各種福祉事業や医療貹助成，生活保護などに使います。
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財政状況の推移

○歳出（性質別）予算の推移（一般会計）

歳出予算を，前ページの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，上記グラフのように，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やその他の経貹が
10年前と比較し減尐しています。

用語のおさらい
・投資的経貹…道路，公園，学校など社会資本の整備を行うための経貹です。
・扶助貹…児童・高齢者・生活困窮者などを援助するための経貹です。
・義務的経貹…支出が義務的で，任意に削減しづらい経貹です。この経貹の比率が高くなればなるほ
ど，市独自の事業などに対応することが困難になります。
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