
平成31年度の１年間で使う予算はどれだけ？

　予算は１年間の収入と支出の見込みを表したものです。

　平成31年度の一般会計予算は89億8,900万円となり、平成30年度から繰り越される事業と一体的に予

算編成を行ったことにより、一般会計の実質的な予算総額は繰越事業8,646万円と合わせて90億7,546万

円となりました。６月の補正予算で新規施策分の事業費が追加となる見込みですが、現時点での一般会

計予算総額は昨年の当初予算と比べて13億4,035万円の減額となります。

　町民の皆さんが安心して暮らし、住み良く活力あふ

れるまちづくりの実現に向けて「平成31年度予算」が

決定しました。今年度は町長・町議会議員の改選期で

あるため、経常的な経費、継続的な施策や事業につい

て計上する「骨格予算」として編成し、新規の施策事

業などについては６月の補正予算で編成を行います。

平成31年度

繰越事業費8,646万円

平成30年度から繰り越される事
業費

一般会計　89億8,900万円
福祉や教育、道路整備など町の基本的な事業の会計

企業会計17億768万円特別会計４億7,796万円

農業研修施設会計や公共下水道など一
般会計と区別して設置する事業の会計

水道、病院会計で民間企業のように利
用料金などの収入で運営している会計

概 要一般会計
      予算の

地方交付税／町の財政規模に応じて国から交付されるお金

国庫・道支出金／個別の事業ごとに国・道から交付さ

　　　　　　　　れる補助金など

町債／道路や建物の建設費などに充てるための借入金

町税／町民税や固定資産税などの税金

その他／各種交付金など

繰越事業費／平成 30 年度から繰り越されるお金

事業費／公園や道路、学校などの公共施設の建設にかかるお金

公債費／町債 ( 借入金 ) を返済するお金

人件費／職員の給料などにかかるお金

事務組合負担金／消防・清掃組合などの運営にかかるお金

物件費／物品の購入や光熱水費などにかかるお金

扶助費／医療・福祉・保健などにかかるお金

補助費等／各種事業や諸団体に対する補助金など

維持修繕費／公共施設の修繕などにかかるお金

その他／繰出金や予備費など

繰越事業費／平成 30 年度から繰り越されるお金

繰越事業費
8,646万円

地方交付税
45億7,000万円

国庫・道支出金
15億5,701万円

町債
６億2,230万円

町税
11億162万円

その他
11億3,807万円

歳出総額
90 億

7,546 万円

事業費
13億9,757万円

公債費
15億6,848万円

人件費
14億9,387万円事務組合負担金

10億4,355万円

物件費
11億9,978万円

扶助費
５億8,757万円

維持修繕費
3億1,250万円

補助費等
5億5,777万円

その他
８億2,791万円繰越事業費

8,646万円

問合せ／総務課財政係

　　　　☎ 92-4306

予美瑛町の

算

歳入総額
90 億

7,546 万円
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地域経済の発展と活力あるまちの創造を目指し、

基幹産業である農業と観光、商工業の連携のも

と、美瑛町の魅力を生かした産業振興基盤の形成

に努めるとともに、その担い手の確保を図り、足

腰の強い産業づくりを進めます。

足腰の強い産業づくり

少子・高齢化の中、住み慣れたまちで安心して暮

らし続けられるよう、保健、福祉、医療、子育て

支援などの施策を一体的に展開する必要がありま

す。安心して子どもを産み、育てられる環境づく

りと、町民誰もが支え合いながら生きがいを持っ

て暮らせるまちを目指し、ともに支え合うまちづ

くりを進めます。

※本事業は国からの補助金１億8,624万円を受けて実施します。

　中心市街地の空き店舗を活用し創業する場合や、

町内の中小企業の方が行う経営強化の取り組みに対

して支援を行います。

中小企業者への補助と商店街

活性化に向けた支援
2,000 万円

　昨年より引き続き、美瑛町への移住や定住を促進

して人口流出の抑制や産業の担い手を確保するた

め、居住用住宅を新たに取得する方への費用助成を

行います。

定住住宅取得に対する助成

　農業関係機関との連携のもと、トマト産地として

より一層の振興を図るため、加温機やボイラーの導

入に対する支援を行います。

トマト栽培に必要な設備整備

に対する支援

ともに支え合うまちづくり
　昨年より引き続き、認定こども園への移行新設にあ

たっての施設整備に対する補助を行い、保育、教育が

必要な子どもの受け入れ体制の充実を図ります。

認定こども園の施設整備

　町民の皆さんの健康の保持や改善に向け、予防

接種、妊婦検診やがん検診などの助成を行うとと

もに、健康づくりの相談事業などを行います。

　給食費の無償化や中学校卒業までの医療費自己負

担額の全額助成など、安心して子育てができる環境

や、子どもが健やかに成長できる環境をつくるため

にさまざまな取り組みを継続して実施します。

　また、昨今の社会情勢や地域におけるニーズを踏

まえ、社会全体で子どもの成長と子育てを支援する

環境をつくることを目的に、第２期となる「子ど

も・子育て支援事業計画」の策定を行います。

子育て環境の充実 １億 894 万円

予防接種や各種健診の実施

　高齢者や障がいを持つ方が安心して生活を送るこ

とができるよう、日常生活や社会生活を支援し、医

療費や通院費の給付、ハイヤーの利用助成、各種生

活支援などサービスの充実を図ります。

各種福祉サービスの提供

655 万円

2,000 万円

5,217 万円5,404 万円

２億 4,393 万円
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地域活動の根底を担う人づくりは、地域の持続的

な発展に欠くことのできないまちづくりの基本と

なります。各世代のニーズに応じた学習機会の充

実と提供に取り組み、継続的な事業実施に努め、

まちを動かす人づくりを進めます。

まちを動かす人づくり
　美瑛町の人づくりにおいて重要な位置づけである

美瑛高校の魅力向上を図り、将来を担う人材の育成

や地域活性化を推進するため、入学や通学支援、資

格取得試験に対する補助、特色ある教育の推進など

に対する支援を継続します。

美瑛高等学校教育環境の充実 1,488 万円

　わいわいプールの完成によって、未使用となる美

瑛小学校プール設備を解体し、駐車場として利用で

きるよう整備を行い、駐車スペースの確保と学校敷

地内における児童の安全確保を行います。

美瑛小学校プールの解体 1,552 万円

　子どもの人生観や職業観育成を目的に、小中学校

におけるキャリア教育を推進します。発達の段階に

合わせてさまざまな職業に触れることで、将来の職

業選択について幅広い視点を持って考えることがで

きる子どもを育てます。

キャリア教育の推進 414 万円

　わいわいプールの駐車場、自転車置き場、看板の

整備を行い、施設の利用促進と利便性の向上を図

り、大勢の方が利用しやすい施設とします。

わいわいプール外構の整備 2,150 万円

快適で安心して暮らすためには、道路や上下水道

などの生活基盤の充実と、災害などいざという時

に対する日ごろからの備えが必要です。美瑛町の

誇る豊かな自然や素晴らしい景観との調和を図り

ながら、安全・安心なまちづくりを進めます。

安全・安心なまちづくり
　昨年発生した北海道胆振東部地震での教訓を生か

し、内臓バッテリーだけでは対応しきれない長期停

電が発生した場合においても、防災無線や水道施設

の機能が維持されるよう非常用発電機の整備を行い

ます。

災害対応用発電機の整備 2,480 万円

　災害時には、自主的な避難や公的な支援に加え、

町内会や行政区など地域の助け合いに基づく共助を

行える体制が必要です。地域での安全な避難活動を

支える自主防災組織の設置推進や、災害時に必要な

知識を有する防災士の育成を行い災害に強いまちづ

くりを進めます。

自主防災組織の設置推進と防

災士の養成
51 万円

昨年 10 月の「防災教室」、本年２月の「十勝岳噴火総

合防災訓練」に自主防災組織が参加しています。

ヤフー㈱から講師を招き講義を行うなど、小中学生に

向けてキャリア教育を推進していきます。
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　美瑛町の歴史を記録として残し、まちづくりの歩

みを後世に伝えるため、10年ごとに編さんを行っ

ている町史（第８巻）を作成します。第８巻では、

平成21年度から平成30年度における町の出来事を

記録します。

町史第８巻の編さん 691 万円

「日本で最も美しい村びえい」として、地域資源

の活用とその継承、住み良いまちびえいの発展に

向けたまちづくりを進め、「丘のまちびえい」を

後世に伝え発展を続ける土台構築のため、まちづ

くりへの町民参加と協働を行い、みんなで歩むま

ちづくりを進めます。

みんなで歩むまちづくり
　美しい農村景観の育成・保全・継承に向けた景観

づくり活動の推進や美しい街並みの創出、日本で最

も美しい村づくりの活動やジオパークの活動を推進

し、一人一人が愛着を持つことができるまちづくり

を推進します。

地域資源の育成・継承への取

り組み
1,076 万円

募集種目 資　格
受付期間

（締切日必着）
試験期日

一般曹候補生

（男・女）

第１回

18 歳以上 33 歳未満の者

３月１日　～

　５月 15 日

１次：５月 25 日

２次：６月 26 日～７月１日
２次について

はいずれか１

日を指定第２回
７月１日　～

　　９月６日

１次：９月 20 日～９月 22 日

２次：10 月 11 日～ 10 月 16 日

自衛官候補生

（男・女）
18 歳以上 33 歳未満の方

通年募集中

（毎月試験有）
詳細は問い合わせください

航空学生

（男・女）

海：18 歳以上 23 歳未満の者（高卒者（見込含）

　　または高専３年次終了者（見込含））

空：18 歳以上 21 歳未満の者（高卒者（見込含）

　　または高専３年次終了者（見込含））

７月１日　～

　９月６日

１次：９月 16 日

２次：10 月 15 日～ 10 月 20 日

３次：（海）11 月 22 日～ 12 月 18 日

　　　（空）11 月 16 日～ 12 月 19 日

※詳しくは、自衛隊旭川地方協力本部上富良野地域事務所（☎ 0167-45-3412）まで問い合わせください。

平成 31 年度自衛官等募集案内

行政区・町内会などに対し下記の補助・助成を行っています。

詳細については各担当課まで問い合わせください。

問合せ 補助・助成 内容

総務課
☎ 92-4316

①行政区長交付金

　町内・集落会長事務交付金

　行政区会館運営助成金

②行政区会館整備事業

③環境美化活動推進補助金

①行政区活動に係る経費への交付金で会員戸数などによる支出基準 

　があります。

②行政区会館における補修および改修（全体事業費の 2/3）備品更

　新（更新備品額の 2/3）を補助します。

③行政区・町内会などが実施する環境美化活動への補助。上限３万

　円で、補助対象経費の 1/2。

住民生活課
☎ 92-4294

ごみステーション施設整備費補助

行政区・町内会などが自主的にごみステーションの整備を行う際に補助します。

新設：購入費用の 1/2 以内　上限７万円

修繕：費用の 1/2 以内　上限５万円

建設水道課
☎ 92-4449

①街路灯設置費補助

②電灯料金補助

①行政区・町内会が、「Ａ：街路灯・防犯灯の新設費用」「Ｂ：既存

　の街路灯・防犯灯を LED 灯に変更する費用」に対し、一般の街

　路灯・防犯灯は負担費用の 1/2 以内、ハイウェイ灯式街路灯は負

　担費用の 3/4 以内を助成します。

②行政区・町内会が維持・管理している、街路灯・防犯灯の年間支

　払う電灯料金に対し、1/3 以内を助成します。

行政区・町内会への補助金・交付金制度の紹介
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