
平成27年度の予算と主な事業

予算総合計画後期基本計画の実現に向けて
今後の地方創生への展開も視野に

平成27年度予算は、将来を見据えた健全な財政を維持しつつ、新名寄市総合計画後期基本計画の具現化
などの基本的な考え方のもと、また、平成26年度における地方創生先行型の補正予算とあいまって、今
後の地方創生における施策展開も考慮し、予算編成しました。

国民健康保険【保険事業】
国民健康保険【直診】
介護保険【保険事業】
介護保険【サービス事業･名寄】
介護保険【サービス事業･風連】
下水道事業
個別排水処理施設整備事業
簡易水道事業
食肉センター事業
後期高齢者医療

一 　 般 　 会 　 計
会  計  名 予 算 額

232億9,633万1,000円
37億6,836万9,000円 

  ２億999万円
24億3,575万4,000円
２億6,490万9,000円

8,129万9,000円
12億2,431万4,000円      

8,924万4,000円     
6,073万5,000円 

  1,491万7,000円
3億7,983万4,000円 

85億2,936万5,000円
318億2,569万6,000円 
 111億7,032万1,000円

12億5,017万1,000円
442億4,618万8,000円

小　　　　計
一般会計＋特別会計

企業
会計

病院事業会計
水道事業会計

総　　　計

特
　  

別
　  

会  

　
計

各会計予算総括表

※市民税を市民一人あたり
　に換算すると 48,892円

軽自動車税
5,749万5,000円
2.0％

市たばこ税
2億4,806万9,000円
8.4％

都市計画税
1億6,081万7,000円
5.5％

固定資産税 
10億5,810万4,000円
35.9％

市民税
14億2,064万8,000円
48.2％

土木費や教育費など市民サービスを行
う「行政運営の基本となる会計」のこ
とをいいます。

市の財政は
３つの会計に分かれています

特定の事業やサービスを提供するため
に、利用者からの保険料や使用料など
を財源として「事業を運営するために
使い道が決まっている会計」のことを
いいます。

自ら事業を行い、その事業で得た財源
で運営する、「民間企業と同じように
経理をする会計」のことをいいます。

一般会計

特別会計

企業会計

市税の内訳

一般会計
歳入

諸収入
9億7,416万

7,000円
4.2％

道支出金
11億2,057万

7,000円
4.8％

市　税
29億4,513万

3,000円
12.6％

市　税
29億4,513万

3,000円
12.6％

地方交付税
85億
7,000万円

市の財源不足に
対して国から交
付されるお金

36.8％

その他
27億3,211万

4,000円
11.8％

市　債
41億
5,650万円

17.8％

市　債
41億
5,650万円

17.8％

国庫支出金
27億9,784万円

12.0％

国庫支出金
27億9,784万円

12.0％

主に市が貸した
お金の返済金

市が長期間
借り入れる
お金
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一般会計予算総額

232億9,633万1,000円
平成26年度当初予算額
220億6,719万8,000円（骨格予算）
※12億2,913万3,000円の増（5.6％増）

21.8％

一般会計
歳出

【性質別】

人件費
36億7047万円

15.8％

人件費
36億7047万円

15.8％

扶助費
22億655万
2,000円
9.5％

扶助費
22億655万
2,000円
9.5％

普通建設事業費
50億8,397万9,000円

21.8％

公債費
23億3,692万

2,000円
10.0％物件費

27億3,585万
7,000円
11.7％

補助費等
34億1,171万

6,000円
14.6％

補助費等
34億1,171万

6,000円
14.6％

繰出金
21億1,412万

5,000円
9.1％

繰出金
21億1,412万

5,000円
9.1％

その他
17億
3,671万円

7.5％

一般会計
歳出

【目的別】

総務費

4.1％
9億4,947万9,000円

民生費
45億2,488万

3,000円
19.4％

民生費
45億2,488万

3,000円
19.4％

衛生費
29億8,138万

9,000円
12.8％

労働費
3,380万1,000円

0.1％農林業費
7億6,074万9,000円

3.2％商工費
8億715万7,000円

3.5％

土木費
19億9,829万2,000円

8.6％

消防費
6億9,116万5,000円

3.0％

教育費
62億8,837万

9,000円
27.0％

公債費
23億3,712万

2,000円
10.0％

公債費
23億3,712万

2,000円
10.0％

職員費
17億4,746万1,000円

7.5％

議会費
1億6,120万円

0.7％

その他
1,525万4,000円

0.1％

市民一人あたりの歳出額（目的別歳出から）
一般会計歳出予算を市民一人あたりに換算すると、80万1,746円　。（平成27年２月末現在の住民基本
台帳人口２万9,057人による）目的別にすると次のようになります。

公債費とは、市の借
入金返済のために使
われるお金で、一般
会計歳出予算全体の
10.0％を占めていま
す。

公債費  80,432円 農林業費  26,181円 教育費  216,415円 民生費  155,724円

商工費 27,778円 土木費  68,771円 衛生費  102,605円
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主な事業平成27年度の主な事業を総合計画で示された
まちづくりの基本目標ごとに分類しお知らせ
します。なお、記載事業中、平成27年度の新
規事業については※表示をしています。

市民主体のまちづくりの推進
■総合計画策定・推進事業 98万3,000円
　次期総合計画の策定および現計画の進捗状況､成果､
　課題の検証を行う進行管理を実施
＜主な事業・経費＞ 
・総合計画策定に要する経費 ※29万5,000円
・まちづくりセミナーの開催 ※35万8,000円
■自治基本条例関連経費 ※23万9,000円
■合併10周年記念事業
　平成28年３月に合併10周年を迎えることから､地域
　の融和と一体感をより深めるため記念事業を実施
<主な事業・経費>
・記念式典の開催 ※100万円
・記念フォーラムの開催 ※56万円
・新カントリーサインの作成 ※31万6,000円

情報化の推進
■社会保障・税番号制度システム整備事業 ※3,149万円
　マイナンバー制度導入に伴う電算システムの改修等
＜主な事業・経費＞
・番号制度システム改修委託料 ※1,476万円
交流活動の推進　　               　　 
■国際交流事業 605万3,000円
　台湾からの教育旅行の受け入れ等
＜主な事業・経費＞
・名寄市・台湾交流実行委員会補助金 441万5,000円
■地域おこし協力隊事業 1,462万3,000円
  地域外の人材を新たな担い手として受け入れる
  健全な財政運営
■ふるさと納税の推進 500万円
　ふるさと納税寄附者に対する記念品の贈呈

１

２

市民自治、地域主権の理念のもと
市民と行政が協働する地域自治組
織を創設し、自立するまちを目指
します。

安心して健やかに暮らせる
まちづくり（保健・医療・福祉）

人と人とが支え合い、健やかに暮
らすことができ、一人ひとりが生
涯輝いていられるまちを目指しま
す。

　

市民と行政との協働による
まちづくり（市民参画・健全財政）

健康の保持増進
■健康マイレージ事業　　　　　　　　 　 
　市民が健康に関心を持ち、自分に合った健康づくり
　に対する取り組みへの支援 
地域医療の充実　　　　　　　　　

■市立総合病院の運営 　　
＜主な事業・経費＞
・市立総合病院施設整備事業
■風連国民健康保険診療所の運営
子育て支援の推進     

■子育て支援センターの運営
■子育て支援センターの整備　　　　　   
　子育て支援センター｢さくらんぼ｣移転に伴う施設整備
■利用者支援事業　　　       　　　 　　
　子育て支援サービスの情報提供や、子育て相談がで
　きる「子育てコンシェルジュ」の配置

■認定こども園の運営経費　 　　　　　
地域福祉の推進
■生活困窮者自立支援事業　　　  
　生活困窮者自立支援法に基づく､生活困窮者に対する
　｢第２のセーフティネット」の拡充
高齢者福祉の充実
■除雪サービス事業　　　　　　　 　
■包括的支援事業費・任意事業
＜主な事業・経費＞
・認知症グループホーム居住費助成事業

障がい者福祉の推進     

■地域生活支援事業　　　　　　  
　＜主な事業・経費＞
相談支援事業所機能強化事業補助金

9,459万円

※720万2,000円

869万5,000円
3,108万4,000円

※273万8,000円

3,446万1,000円

※432万円

※55万円

104億5,876万3,000円

1億6,546万円
2億999万円

1,567万4,000円
※370万円

286万円
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３ 豊かな緑を大切にし、自然と調和
した快適な生活環境を確保し、未
来へとつなぐまちを目指します。

　

自然と環境にやさしく快適で安全な
まちづくり（生活環境・都市基盤）

平成27年度の予算と主な事業

環境との共生
■新エネルギー・省エネルギー推進事業　    
　　　　　　　　　　　　　　　　　  
＜主な事業・経費＞     
・太陽光発電導入モニター事業補助金    　
■墓地・霊園管理運営事業　  
＜主な事業・経費＞     
・となみが丘霊園改修    　　
消防
■上川北部消防事務組合負担金　 
＜主な事業・経費＞     
・化学消防ポンプ車の更新　　　　　　　
防災対策の充実      
■防災会議・訓練等事業　　　　 
＜主な事業・経費＞
・ハザードマップ作成委託料
・自主防災組織支援事業
　防災資機材等の購入に要する経費の1/2を補助
　地域の防災リーダー養成のため､各種講習会等への
　参加に対する助成
■災害対策支援事業
　南相馬市への支援として､なよろ夏季林間学校を開校
■防災コミュニティ通信事業　　　　 
　災害等の緊急情報をＦＭ放送で伝達
■河川維持管理事業　　　　　　　
　危険箇所について補修作業を実施
＜主な事業・経費＞     
・普通河川改修工事(智恵文地区) 
■防災用備蓄品等の整備　　　　　
＜主な事業・経費＞
・排水ポンプ設備購入
・保育所非常用食材の備蓄
住宅の整備    
■北斗・新北斗公営住宅建設事業　 　
■市営住宅環境整備事業
＜主な事業・経費＞
・風舞団地改修実施設計委託料
・ノースタウンなよろ団地改修工事
・西町団地解体工事

都市環境の整備      
■ひと・ほし・環境にやさしい灯り事業
＜主な事業・経費＞
・大通街路灯更新工事
・ＬＥＤ防犯灯更新工事
■公園のリニューアル(都市公園安全･安心対策事業)
　
＜主な事業・経費＞     
・名寄公園木橋改修・遊具更新　　 
・花園公園遊具更新　 　
・浅江島公園石垣改修・外灯更新　
上水道・簡易水道の整備
■水道事業　　　　　　　　　
＜主な事業・経費＞     
・配水管網整備事業                  
・老朽管更新事業　
■簡易水道事業　　　　　　　　                  
下水道・個別排水の整備
■下水道事業　 　　　　　　　
＜主な事業・経費＞     
・名寄下水終末処理場内沈砂池設備外更新工事   　　
　　　　　　　　　　　　    　 
道路の整備      
■道路改良舗装事業     
・南3丁目通道路改良舗装事業　
・東5号線道路舗装改築事業　 
・風連東8号北線道路舗装改築事業　
■橋梁長寿命化事業　
総合交通体系      
■地域交通対策事業　               
＜主な事業・経費＞     
・生活交通路線運行費補助金　
・下多寄線デマンド運行業務委託料　
■主要施設案内標識整備　            
　わかりやすい道路案内を目指し、市内主要施設への
　案内標識を整備
雪を活かし雪に強いまちづくりの推進   
■市道除雪・排雪対策事業　   
＜主な事業・経費＞     
・車道除雪業務委託料　 
・市道排雪業務委託料　
・排雪ダンプ助成事業補助金

565万6,000円

280万円
1,705万円

※1,200万円

6億4,506万1,000円

7,510万円

657万9,000円

239万9,000円
65万円

261万4,000円

112万5,000円

1,772万4,000円

※500万円
3,516万2,000円

※3,447万円
※22万1,000円

3億2,992万円 
1億4,655万円

300万円
1億3,970万円

385万円

4,200万円

1,896万円
2,304万円

3,513万5,000円

500万円
※1,200万円
※1,800万円

12億5,017万1,000円

1,916万円
9,592万円

6,073万5,000円

12億2,431万4,000円

1億4,500万円

※3,162万2,000円
※3,907万2,000円
※7,883万3,000円
※3,636万7,000円

6,263万2,000円

3,763万円
294万1,000円

※2,500万円

5億1,470万3,000円

1億8,974万5,000円
1億3,319万7,000円

1,050万円
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平成27年度の予算と主な事業

農業・農村の振興
■薬用作物推進事業　　　　　　　　　
■農業生産単独支援事業　
＜主な事業・経費＞
・農業青年チャレンジ事業補助金
・大雨被害等営農支援事業利子補給補助金
　　　　　　　　　　　　　　　
■多面的機能支払交付事業
■有害鳥獣駆除対策事業 
■農道整備事業　　　　　　　  　　　　
＜主な事業・経費＞    
・中名寄７線沢地区農道整備工事　
商業の振興
■商店街等活性化関連補助金  
＜主な事業・経費＞    
・商店街環境整備促進事業補助金
　名店街アーケード天井照明および看板取替に対し補助
・街なかにぎわい事業補助金　

■商業指導育成対策事業　　  
観光の振興      
■営業戦略推進事業
＜主な事業・経費＞
・有森裕子なよろひまわりリレーラン実行委員会補助金
　         　 
■ピヤシリスキー場の管理運営、整備に要する経費  
　　　　　　　　　　　　　　　　
　老朽化した施設設備の改修を実施
＜主な事業・経費＞     
・支えい索交換工事（第１・第２リフト）
　　　　　　　　　　　　　　　
・山頂ステージ板張替工事（第１・第２リフト）
　　　　　　　　　　　　　　　　
・第１リフト乗場横パーク内土盛工事
　　　　　　　　　　　　　　　
・ジャイアントコース夜間照明移設工事
　 

５心豊かな人と文化を育むまちづくり
(教育・文化・スポーツ)

生涯学習活動や文化活動を充実さ
せ、市立大学などの地域資源を活
かした個性的あふれるまちを目指
します。

４ 地域の特性を活かしながら産業間
連携を進め、自立的に発展する活
力あるまちを目指します。

創造力と活力にあふれたまちづくり
(産業振興)

文化活動拠点施設の運営・整備    
■文化センターの運営・維持管理に要する経費 

■北国博物館各種講演会・講座・展示会運営事業費　
　　　 　　　　　　　　　　　　
＜主な事業・経費＞     
・開館20周年記念講演会やＳＬキマロキ展示保存40
　年記念事業の助成など
■なよろ市立天文台の運営・維持管理に要する経費　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
■移動式天文台車の運営に関する経費　
＜主な事業・経費＞     
・杉並区科学教育事業へのポラリス派遣経費

幼児教育の振興
■幼稚園運営事業
小中学校教育の充実　　　　　　　　　　　　　　　
■名寄南小学校校舎・屋内運動場等改築事業　　　　

　新校舎は平成28年4月に供用開始を予定　　　　　
■名寄西小学校校舎増築事業
　校区再編に伴う児童の増加による教室不足の解消　

■風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業
　基本設計等の実施
■特別支援教育支援員の配置
■中学校教育振興事業　
＜主な事業・経費＞     
・第53回全国中学校スキー大会開催市負担金 
大学教育の充実     
■大学図書館建設事業　
　蔵書等の拡充による教育・研究環境の充実  　
生涯スポーツの振興     
■風連球場管理運営事業　　　　　　　 
　トイレと本部席屋根の改修
青少年の健全育成     
■放課後子ども教室事業　
■南児童クラブ整備事業　
　南小学校の改築に伴い、南児童クラブを建設
地域文化の継承と創造     
■文化振興事業費     　  
　文化芸術イベントの開催や文化芸術活動を推進
＜主な事業・経費＞
・舞台芸術劇場補助金
・名寄市文化芸術振興助成金　

50万円
1,267万7,000円

300万円

※23万7,000円
2億2,631万3,000円

1,420万2,000円
6,983万円

6,500万円

590万4,000円

333万4,000円

202万円

1億1,133万2,000円

412万8,000円

25万円

4,000万6,000円
171万5,000円

※166万1,000円

2,812万8,000円

24億1,950万円

9,100万円

※2,250万円
4,141万8,000円

1,775万円

170万円

8億3,242万5,000円

450万3,000円

281万8,000円
1億1,354万9,000円

1,889万円

1,375万円
※200万円

1,640万8,000円

316万6,000円

287万1,000円

7,173万6,000円

※1,068万1,000円

※293万8,000円

※291万6,000円
※54万円

 広報なよろ第１０９号 10 広報なよろ第１０９号 10




