
１．財政収支改善の方針 

２．収支改善案の内容

　平成２１年度において歳出・歳入分野で以下のとおり収支改善を行うこととします。 

見　直　し　内　容 効果額 
百万円 

306.4 

①　庁内経費 

〇　庁費 　庁舎管理費等の総額を削減する 40.7 

庁舎（デ・アイを含む）清掃の回数削減 

庁舎修繕経費の縮減 

市長交際費等の３０％削減 

消耗品費（事務用品等）の３０％圧縮 

市有建築物の運営にかかる光熱水費の５％圧縮 

日当の廃止等をはじめ旅費の３０％圧縮 

その他庁費の見直し 

〇　人件費 　職員採用の抑制、嘱託・臨時職員の配置見直し、職員住居手当及び時間 51.3 
外勤務手当の縮減を行う 

職員採用の抑制

　平成21年度採用ゼロ 

嘱託職員・臨時職員の配置見直し

　交通安全推進員、介護保険料徴収員、生涯学習推進員など 

住居手当の縮減

　国家公務員に準じた取り扱い 

〇　支所（納内・多度志） 　支所職員体制のスリム化 3.8 

②　施設の維持管理 

〇　生きがい文化センター パトリアホールの休止及び清掃管理業務の効率化 10.8 

平成２１年度以降における財政収支改善案

　本市においては、これまでの財政運営にあたり常に健全財政を心がけ、極力歳入の確保と歳出の削 
減に努めてきましたが、市税・地方交付税の減少や公債費及び施設管理費等の増加などにより、ここ 
数年は各年度において収支不足が発生し、その不足額を基金(貯金)の取り崩しによって補てんするこ 
とで黒字決算を維持してきました。しかし、その基金も残りわずかな状況になったことから、いま、 
大幅な財政収支改善の取り組みをしなければ、２～３年後には、早期健全化団体に陥ることも予測さ 
れる事態に立ち至りました。

　本市としては、こうした事態を回避し、早急に収支均衡型の健全な財政構造を築くため、平成２１ 
年度から２８年度までの８年間の収支見通しにおいて想定される約４１億円にのぼる収支不足額につ 
いて、現在保有する財源調整のための基金等を活用しながら、各年度の収支不足の早期解消に努める 
こととし、国・道補助金などの特定財源を除く一般財源ベースで、平成２１年度において４億２千万 
円程度、さらに平成２２年度において２千５百万円程度の収支の改善を実行し、以降当該収支改善効 
果の継続を図ることとします。 

項　　　　目 

◎　歳出分野 
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見　直　し　内　容 効果額 項　　　　目 

〇　マルチメディアセンター ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰと地域ﾎﾟｰﾀﾙ・ｵﾝﾗｲﾝﾓｰﾙの業務統合 9.5 

〇　コミュニティセンター 維持管理経費の縮減 2.2 

〇　勤労青少年ホーム 勤労青少年ホームの廃止 9.9 

〇　都市農村交流センター「まあぶ」 指定管理委託料の縮減 1.5 

〇　オートキャンプ場 指定管理委託料の縮減及びイルムの滝管理費の削減 2.2 

〇　道の駅 指定管理委託料の縮減及びテナント料の増額 2.4 

〇　アートホール東洲館 指定管理委託料の縮減 0.4 

〇　文化交流ホール「み・らい」 管理・業務体制の効率化 14.0 

〇　総合運動公園体育施設 指定管理委託料の縮減 2.7 

〇　温水プール「ア・エール」 開館時間の短縮・サウナ休止（浴室及び採暖用のうち１カ所）等 25.0 

〇　パークゴルフ場 さわやか広場ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場・石狩緑地ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｺｰｽの休止 6.8 

〇　観光施設等 彩りの丘、ｲﾙﾑｹｯﾌﾟｽｶｲﾗｲﾝ、鷹泊ふるさとの森、市民さくらまつり等に 0.9 
かかる経費の縮減 

〇　都市公園等 維持管理水準の見直し 10.0 

〇　その他の施設 維持管理経費の縮減 7.8

　向陽館・ぬくもりの里交流促進施設・

　総合福祉ｾﾝﾀｰ・労働福祉会館・林

　業センター・経済センター・プラザ深

　川・文光児童館・公民館　等 

③　補助・交付金 

〇　社会福祉協議会事業 事業費補助金の削減 0.6 

〇　深川市高齢者事業団運営補助 道費補助期間終了に伴い、補助金を廃止 0.4 

〇　深川農業ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ推進事業 事業費の圧縮（1,000千円）及び道地域再生ﾁｬﾚﾝｼﾞ交付金充当（2,000千円） 3.0 

〇　夏冬まつり 前年度交付金の10％削減 1.6 

〇　特色ある教育活動推進交付金 前年度交付金の10％削減 0.4 

〇　事業内職業訓練ｾﾝﾀｰ事業 補助事業の整理 1.9 

〇　納税貯蓄組合補助金 補助金の廃止 0.7 

しゃんしゃん祭り 10,000 千円 
鷹泊湖水まつり 355 千円 
氷雪まつり 3,600 千円 
その他 1,700 千円 

H20交付金額 区 分 
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見　直　し　内　容 効果額 項　　　　目 

〇　職員福利厚生会交付金 交付金の廃止 0.9 

〇　その他団体や事業に対する 　団体活動に対する補助金や各種事業補助交付金の総合的見直し 9.7
　　補助交付金

　　見直しの基本的方針

　平成20年度における補助交付金の当該団体予算等に対する比率 

により、次のとおり取り扱う。

　　事業等規模に対する補助金の割合が30%を超えるもの　　5%削減

　　事業等規模に対する補助金の割合が30%以下のもの　　10%削減

　ただし、国・道補助金の交付を受けて行うもの、平成20年度において 

前年度比１０％を超えて削減しているもの、既に交付先と合意済のもの、 

特定基金を財源とするものなどについては対象から除外する。 

④　その他行政経費 

〇　療育センター運営事業 職員１名分に対する北空知５町の負担の新設（協議中） 3.2 

〇　深川市ほか５町介護認定事務 北空知１市５町の経費負担の見直し 0.8 

〇　障がい程度区分認定事務 北空知１市５町での共同認定事務に移行 0.6 

〇　ひとり暮らし老人等安否確認ｻｰﾋﾞｽ 委託をやめて、職員による実施へ 0.9 

〇　高齢者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業等 対象者を市民税非課税世帯に限定し、助成基準の改定及び利用者 1.4 
負担の新設

　重度障がい者ﾊｲﾔｰ利用　年間 5千円（居住地による加算あり）

　人工透析患者ﾊｲﾔｰ利用　年間10千円（居住地による加算あり）

　移送サービス　　　　　燃料費の実費負担の新設 

〇　放課後児童特別対策事業 委託経費の縮減 0.3 

〇　市道除排雪事業 歩道除雪路線の見直し及び排雪経費の縮減 21.5 

〇　小・中学校スキー学習 リフト代などの保護者負担 2.8 

〇　要保護・準要保護児童生徒援助 学用品等定額支給分の縮減 0.9 

〇　生きがい文化ｾﾝﾀｰ　ｿﾌﾄ事業 市民映画会の廃止など 2.7 

〇　天体観測業務委託 天体観測室業務委託の休止 1.0 

〇　その他の行政経費 事業の廃止・効率化など 21.6 

⑤　一部事務組合負担金 　市が構成団体となっている一部事務組合に対する負担金の見直し 

〇　深川地区消防組合 庁内経費の圧縮、救急負担金の増額、職員採用の抑制など 15.2 

〇　北空知衛生センター組合 管理委託料及び設備修繕費等の縮減 11.0 

〇　北空知葬斎組合 葬斎場使用料の改定 1.4 
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見　直　し　内　容 効果額 項　　　　目 

114.9 

〇　財産収入等 　遊休土地等の売却促進 10.0 

〇　市税等の収納対策 　現年収納率の0.1％改善 2.6 

〇　使用料 　都市農村交流センター「まあぶ」入館料等の改定 3.4 
入　館　料　　　　　 　500円　→　 　600円 

コテージ利用料　　　13,000円　→　15,000円

　オートキャンプ場利用料の改定 1.2 
( コテージ利用料　　12,000円→14,000円 　16,000円→17,000円　　　）

　総合体育館個人使用料の改定 0.4 
小中学生　無料 →  50円 

高校生　　70円 → 100円 

一般　　 110円 → 150円

　温水プール利用料の改定 7.2 
小中学生　　無料　 →　200円　　

高校生　　　250円　→　500円 

一般　　　　500円　→　800円 

６５歳以上　250円　→　500円 

〇　予防接種自己負担金 　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の自己負担金の改定　（1,000円　→　1,500円） 2.0 

〇　がん検診自己負担金 　各種がん検診自己負担金の改定 2.0 

〇　学校災害共済掛金 　保護者負担を４２．４％から５０％に改定（３９０円→４６０円） 0.1 

〇　保育所保育料 　国の徴収基準から軽減している保育料の改定 15.0 
軽減率　25％　→　12.5％ 

（第2子及び第３子以降にかかる軽減措置は従前のとおり） 

〇　固定資産税 　税率の改正　1.4％（標準税率）　→　1.5％ 63.5 

〇　軽自動車税 　税率の改正　税率を現行（標準税率）の１．２倍に引上げ 7.5 

歳出削減及び歳入確保の総額 421.3 

◎　歳入分野 

夕張市 6～50% 
岩見沢市 14.45% 
芦別市 17% 
滝川市 6.1% 

その他５市 軽減措置は講じられていない 

空知管内他市の状況 

保育料を軽減している 

夕張市 1.45% 三笠市 1.75% 
美唄市 1.45% 滝川市 1.50% 

芦別市 1.45% 砂川市 1.50% 
赤平市 1.50% 歌志内市 1.70% 

標準税率を超えて課税している道内市の状況 

夕張市 1.5倍 歌志内市 1.5倍 
赤平市 1.5倍 函館市 1.1倍 

滝川市 1.2倍 根室市 1.2倍 
砂川市 1.2倍 

標準税率を超えて課税している道内市の状況 
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平成２２年度に向けて検討を行う収支改善の項目は次のとおりです。 

見　直　し　内　容 効果額 

百万円 

〇　人件費等 H22職員採用数の抑制等 (13.0) 

〇　文光児童館 文光児童館の閉館（Ｈ２２年３月） (4.0) 

〇　街路灯設置事業 設置費補助及び維持費補助の補助率の改定 (1.9) 
（ナトリウム灯への切替　等） 

〇　コミュニティセンター コミュニティセンター管理運営の抜本的見直し － 

〇　事業内職業訓練ｾﾝﾀｰ事業 補助事業の整理 (0.2) 

〇　手数料 ごみ処理手数料の改定 (6.0) 

〇　使用料 総合体育館及び総合運動公園体育施設に係る専用使用料等の改定 － 

見込み額の合計 (25.1) 

項　　　　目 
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