
政 策 推 進 部　 財 政 課

平 成 30 年 2 月 16 日

報 道 発 表 用 資 料 ③

平成30年度

帯広市各会計主要事業（案）



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

職員会館解体事業（新規） 1,133 700 433 福利厚生施設としての意義が低下した職員会館を廃止し、 平成31年度 解体工事
市債 建物の解体のため、実施設計等を実施

700 　・アスベスト含有調査
　・解体実施設計

国内姉妹都市相互交流事業 1,720 1,720 松崎町との姉妹都市締結40周年記念事業として、訪問団の
相互派遣交流を実施
　・派遣事業　　
　　　平成30年9月頃（3泊4日程度）　20人程度
　・受入事業　　
　　　平成31年2月頃（2泊3日程度）　30人程度

国際姉妹都市相互交流事業 4,855 4,855 スワード市との国際姉妹都市締結50周年記念事業として、
基金繰入金 訪問団の相互派遣交流を実施

4,855 　・派遣事業　　
　　　平成30年8月頃（6泊7日程度）　10人程度
　・受入事業　　
　　　平成30年11月頃（6泊7日程度）　10人程度

元号改正に係るシステム改修（新規） 13,125 1,835 11,290 平成31年5月1日に予定されている元号改正に対応するため、 一部衛生費にて計上
諸収入 個人住民税、障害福祉システム等の改修を実施 国民健康保険会計、介護保険

1,835 会計、水道事業会計より受託

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

総 務 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

障害者介護・訓練等給付事業 平成30年4月　
障害者総合支援法改正

就労定着支援（新規） 5,753 4,314 1,439 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者の
国庫負担金 うち、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている

2,876 者に対して必要な連絡調整や指導、助言等の支援を実施
道負担金

1,438

自立生活援助（新規） 1,692 1,269 423 障害者支援施設やグループホーム等を利用している障害者
国庫負担金 のうち、一人暮らしを希望する者に対して一定の期間にわたり

846 定期的な巡回訪問等による支援を実施
道負担金

423

高額障害福祉サービス等給付（拡充） 1,720 1,290 430 65歳に到達し、障害福祉サービスから介護保険サービスの利
国庫負担金 用に変更となる者のうち、以下の条件を満たす者について、利

860 用者負担を軽減
道負担金

430 対象者要件
　 ・65歳に達する日までの5年間において、引き続き介護保険
　 ・相当障害福祉サービスの支給決定を受けていること
　 ・本人及び同一世帯に属する配偶者が、本人が65歳に到達
　 ・する日の前日の属する年度の市民税が非課税であること
　 ・65歳に達する日の前日において障害支援区分が2以上で
　 ・あること
　 ・65歳に達するまで、介護保険サービスを利用していないこと

障害者日常生活用具給付事業（拡充） 556 417 139 永久気管孔を造設した者が、防塵・加温加湿を目的として使用 事業費総額　53,527千円
国庫補助金 する「人工鼻」を新たに支給対象用具に追加

278
道補助金

139

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

民 生 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

地域介護・福祉空間整備事業 43,178 43,178 第七期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく
道補助金 介護保険施設の整備を支援

43,178 　・認知症高齢者グループホーム　　　　1施設（定員　18人）

待機児童対策事業（拡充） 4,294 4,294 待機児童が認可外保育施設を利用する場合、認可保育所の
保育料との差額を助成している制度について、利用対象施設
の追加等により児童の受け皿を拡大
　支給対象施設の追加
　　・追加施設　　企業主導型保育施設
　支給要件の見直し
　　・求職活動の場合を対象から除外
　　・対象を3号認定（3歳未満）に限定

幼児教育の段階的無償化

幼稚園就園奨励費（拡充） 5,184 1,728 3,456 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園に通う 事業費総額　151,606千円
国庫補助金 子どもの保育料に対する補助上限額を引き上げ

1,728  　・対象世帯　　　年収約270万円以上360万円未満の世帯
　 ・対象児童　　　第１子及び第２子（約140人）
　 ・補助上限額　 第１子　139,200円⇒187,200円（年額）
　 ・補助上限額　 第２子　223,000円⇒247,000円（年額）

認定こども園等施設運営費（拡充） 3,045 2,610 435 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、認定こども園等 事業費総額　456,437千円
国庫負担金 に通う1号認定の子どもの保育料を軽減

1,740  　・対象世帯　　　年収約270万円以上360万円未満の世帯
道負担金 　 ・対象児童　　　第１子及び第２子（約90人）

870 　 ・保育料　　　　 第１子　13,600円⇒10,100円（月額）
　 ・保育料　　　　 第２子    6,800円⇒ 5,050円（月額）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

児童保育センター運営事業（拡充） 39,773 14,404 25,369 入所児童数の増加に伴い5クラブを追加開設 事業費総額　629,319千円
国補助金 　 ・柏分室、光南分室、森の里、大空、川西

7,202
道補助金

7,202

児童扶養手当（拡充） 20,494 6,831 13,663 児童扶養手当法施行令の改正に伴い手当が全部支給となる 事業費総額　1,073,560千円
国庫負担金 所得制限限度額の引き上げ

6,831 　 ・該当時期　　　　　平成30年8月分から（12月支給分）
　 ・該当資格者数 　 約1,000人
　 ・限度額　　　　　　 130万円⇒160万円（扶養1人の場合）

公立保育所民間移管（新規） 22,747 22,747 平成31年4月に民間移管するひばり保育所の円滑な移管に 移管先法人　
向けた準備経費 社会福祉法人弥生福祉会
　 ・派遣保育士の人件費に対する支援　6人分
　 ・施設整備　屋根塗装、トイレ改修、駐車場外灯設置　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

乳幼児等医療費給付事業 国民健康保険の都道府県単位化に伴い乳幼児等医療費 事業費総額　342,630千円
受給者証を利用できる医療機関が拡大
　 ・実施時期　平成30年8月
　 ・拡大範囲　十勝管内⇒北海道全域

北海道医療給付事業の改正に伴い、外来時の自己負担の ひとり親家庭等医療費、
月額上限額を平成30年8月から引き上げ予定 重度心身障害者医療費

についても引き上げ

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

現　行
平成30年
8月から

月額上限 14,000 18,000
年額上限 144,000 144,000

（単位：円）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

アライグマ防除対策事業（拡充） 426 426 生態系の保全及び農業等被害の低減を目的にアライグマの ※一部農林水産業費にて計上
防除対策を実施

大気環境測定事業（見直し） 683 683 公害防止センターにおける大気環境測定について、常時測定
から季節ごとの時点測定へ見直し、センターの機能を廃止

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

衛 生 費

時期 場所 手法

夏～秋 農業被害の発生地点 　農業被害等の通報→箱ワナ等による捕獲

冬～春 繁殖、活動区域 　分布情報記録→対策区域検討→箱ワナ設置
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

職業能力開発促進事業（拡充） 1,400 1,400 職業能力開発センターにおいて木造建築科を開設すること 事業費総額　6,900千円
から、その運営を支援

UIJターン促進事業（拡充） 15,700 7,850 7,850 ＵＩＪターン希望者のライフステージにあわせ、地元企業を含め 地方創生推進交付金活用
国庫補助金 た地域の魅力を継続的に発信するとともに、求職者と地元企業

7,850 を結ぶ就職支援システムを改修
　・高校生、社会人向けイベントの開催
　・移住相談員によるＵＩＪターン支援
　・移住ポータルサイトなどによる情報発信
　・システムの改修

備　　　　　　　考

労 働 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

明渠橋の健全度調査 2,440 2,440 明渠橋の健全度調査 平成27年度調査　 4橋
　・調査対象　　明渠橋7橋 平成28年度調査　10橋

平成29年度調査　 9橋

明渠排水路施設整備事業 70,000 61,200 8,800 平成28年度の台風により損壊した広野・中札内線に隣接する 平成29年度　
道補助金 明渠排水路施設の整備 　 現況測量・実施設計、

35,000 ・住所　 帯広市上清川町基線157 　 用地確定測量、土質調査
市債 ・被害内容 トラフ、砂利・土砂の流出

26,200 ・整備内容 法面工、Ｕ型トラフ、用地買収等

道営農地整備事業 110,489 102,014 8,475 担い手の育成・支援と生産性・収益性の向上を図るため、 全体事業費　872,390千円
道補助金 農業基盤整備を実施 （道営事業全体分）

78,714 　・川西西2地区 区画整理、暗渠・土層改良
市債 　・大正中島地区 畑地かんがい（支線）、区画整理

23,300 暗渠・土層改良、用水施設
　・川西北2地区 区画整理、暗渠・土層改良
　・大正北2地区 区画整理、暗渠・土層改良

4,903 4,191 712 平成28年度の台風により被災し、復旧工事後も著しく水はけの 全体事業費　24,510千円
道補助金 悪い農地の排水対策 （道営事業全体分）

2,291 　・大正中島地区 暗渠管敷設
市債 　・面積 8.6ha

1,900 　・農家負担割合　　 7.5％⇒負担無し

土づくり支援事業（新規） 2,072 2,072 平成28年度の台風により被災した農地への有機物投入に 帯広市農業再生協議会を
対する支援 通じた支援
　・対象者 国の支援の非該当者
　・面積 20.72ha
　・支援額 10aあたり1万円（定額）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

農 林 水 産 業 費

8



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

市有林造成事業 41,010 36,995 4,015 第12次帯広市森林施業計画（平成28～32年度）に基づく整備
道補助金 　・新植、下刈、地拵、間伐、受光伐、補植等

21,995
市債

15,000

市有林収穫事業 6,577 21,624 △ 15,047 第12次帯広市森林施業計画（平成28～32年度）に基づく間伐材
財産収入 等売払

21,624 　・皆伐売払、間伐等売払等

林地台帳整備事業 677 313 364 森林の土地所有者情報などを公表するための林地台帳の整備
道補助金 　・公表時期 平成31年4月1日

313

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

十勝・イノベーション・エコシステム 地域の創業・起業を目指す人材に対し、産官学金が連携した 地方創生推進交付金活用
支援体制を整備することにより、持続的な事業創出を実現す
るための仕組みを構築

起業家育成事業 2,000 1,420 580 起業家予備軍の育成を目的として、ビジネスの基本である
国庫補助金 課題解決の手法を身につけるための実践的なプログラムの

581 実施
基金繰入金

839

フードバレーとかち人材育成事業 5,514 2,757 2,757 帯広畜産大学との共同事業として、食・農畜産業分野での
国庫補助金 新製品開発や販路拡大などの実践的な講義や実習を行う

2,757 ことにより、地域の経済発展に寄与する人材を育成

とかち・イノベーション・プログラム 12,000 8,519 3,481 地域金融機関との連携事業として、十勝地域で起業を目指す
国庫補助金 人材を対象に、地域外の革新的な事業者などとの人材触発に

3,481 よる事業創発を目的としたプログラムの実施
基金繰入金

5,038

ものづくり総合支援事業 4,520 2,275 2,245 新たなものづくりの先導的な取り組みに対して、製品開発から
国庫補助金 技術指導、販路開拓までを総合的に支援

2,260
雑入

15

トカチ・コネクション構築事業 10,000 7,099 2,901 地域の起業候補者の発掘から具体的な事業化までを一貫
国庫補助金 して支援する仕組みの構築

2,901 　・起業候補者の掘り起こし
基金繰入金 　・起業家人材のニーズ把握

4,198 　・支援人材とのマッチング

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

商 工 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

十勝ドリームマップ会議 5,300 3,762 1,538 十勝における新たな「しごと」の創出を目指し、異なる領域
国庫補助金 の異質な人材が互いに触発し合うネットワークイベントの

1,537 開催
基金繰入金

2,225

総合コーディネート機能整備事業 15,000 7,500 7,500 トカチ・コネクションの中核を担うとかち財団に、起業家人材
国庫補助金 の掘り起こしや支援人材とのマッチング等を行うコーディネー

7,500 ターを配置

フードバレーとかちの情報発信（拡充） 1,162 1,162 フードバレーとかちの取り組みに対する市民理解の促進を
図るために必要な情報を発信
　・ホームページやSNSを利用した情報発信
　・学生を対象とした出前講座の実施
　・事業者やマスメディアなどを巻き込んだ情報発信の仕
　　組みづくり
　・企業向けパンフレットの更新

第34回国際農業機械展の開催 10,000 10,000 第34回国際農業機械展ｉｎ帯広を開催し、最先端技術を搭載
した農業機械の展示・発表や、情報発信を実施
　・開催日○　平成30年7月12日～16日
　・開催場所　北愛国交流広場

西3・9周辺地区市街地再開発事業 2,499,045 2,499,045 0 中心市街地の活性化を図るため、旧イトーヨーカドービル 事業費総額　10,393,097千円
国庫補助金 及び周辺施設の一体的な再開発事業に対する補助 平成31年度　

1,249,387 　・所在地○○西3条南9丁目、西4条南8～9丁目 ○経済センタービル等解体工事
市債 　・施行者○○アルファコート帯広西3・9地区開発株式会社 ○店舗棟新築工事

1,124,400 　・整備内容○解体工事（旧イトーヨーカドービル、旧中央・ 平成32年度　
基金繰入金 　・○○○○○中央第2駐車場） ○工事完了予定

125,258 　・○○○○○新築工事（分譲マンション棟、事務所・駐車場棟）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

フードバレーとかち食彩祭2018の開催 4,500 4,500 国際農業機械展の開催に合わせ、十勝の農業、食と観光を
結びつけたイベントを開催
　・開催日○　平成30年7月12日～16日
　・開催場所　北愛国交流広場

体験・滞在型観光推進事業

十勝アウトドアブランディング事業 41,450 24,425 17,025 株式会社デスティネーション十勝に対する運営支援 地方創生推進交付金活用
国庫補助金 　・支援内容　 外部人材の招聘、事務所経費補助

20,725 　・支援内容　 広告・販売促進費補助
市債 アウトドア拠点施設の整備

3,700 　・対象施設○ポロシリ自然公園キャンプ場
　・整備内容○管理棟修繕

十勝アウトドア観光情報提供事業（新規） 661 661 二次交通の利便性を兼ね備えた体験・滞在型観光の拠点施設
として整備している「バスターミナルおびくる」において、十勝の
体験・滞在型観光の魅力を発信
　・アウトドアグッズの展示
　・デジタルサイネージ等を利用したアウトドア等の情報発信

観光資源魅力向上事業（新規） 6,000 1,000 5,000 十勝地域の観光情報の発信や、観光客の誘致促進に向けた いきいきふるさと推進事業
雑入 取り組みとして、テレビ番組の域内での撮影の受入を支援 助成金活用

1,000 　・実施主体　帯広観光コンベンション協会 事業期間　平成30～32年度

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

除雪機械整備事業 40,235 36,386 3,849 官貸車の増車
　　　 国庫補助金 　・除雪グレーダ　　　　8台 ⇒ 9台

25,886
市債

10,500

特殊舗装整備事業 271,600 244,400 27,200 特殊舗装打替工事 一部平成29年度3月補正
市債 　・柏・3号線　外　　　　　L=3,060m 予算で債務負担行為新規

244,400 設定　70,000千円
オーバーレイ工事
　・富士・25号線　外　　　　　 　L=1,100m

道路側溝整備事業 31,100 27,900 3,200 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水枡新設）
市債 　・豊西・北17号線　　　　　　　L=200m

27,900

生活道路整備事業 266,390 238,400 27,990 施　　工　　区　　間
市債 南25丁目西線 西4条南25丁目～南26丁目 L=112.63m、W=20m

238,400 競馬場南・1号線 西14条～西15条南11丁目 L=316.77m、W=16m
新工業団地・1号線 西24条～西25条北2丁目 L=191.02m、W=9.5m
市道現況調査
新町国道線 新町東10丁目、西12条南8丁目 用地・補償等
農村地区生活環境整備 川西地区・大正地区 L=1,160m

一部平成29年度3月補正
予算で債務負担行為新規
設定　20,000千円

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

土 木 費

13



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

橋梁長寿命化事業 493,500 473,600 19,900 橋梁長寿命化計画に基づく、劣化状況に応じた計画的な点検、補修
国庫補助金 施　　工　　場　　所

294,300 養鯉橋 西10条南9丁目 L=31m、W=8.30m
市債 以平橋 以平町西11線 L=22.24m、W=7.80m

179,300 開広橋 西8条南5丁目 L=21.53m、W=9.80m
南橋 西5条南31丁目 L=32.20m、W=20.60m
大正橋 昭和町西1線 L=330.10m、W=6.30m
西13条橋 西13条南9丁目 L=22.18m、W=10.70m
南一線橋 西21条南1丁目 L=96.20m、W=11.05m
柏西台橋 西18条南1丁目 L=24.20m、W=19m
柳橋 西20条南3丁目 L=20.45m、W=19m
空南橋 稲田町西3線 L=36.70m、W=9.75m
西8条橋 西8条南3丁目 L=28.80m、W=6.80m
芙蓉橋 西8条南4丁目 L=20.86m、W=16.80m
愛国大橋 愛国町 L=602m、W=11m
補修詳細設計 2橋

交通安全施設整備事業 10,000 9,000 1,000 歩道の再整備
市債 施　　工　　区　　間

9,000 南26丁目西線 西7条～西8条南27丁目 L=112m、W=3.5～4.5m
平成29年度3月補正予算
で債務負担行為新規設定

都市計画道路整備事業 1,034,010 974,400 59,610 施　　工　　区　　間
国庫補助金 青柳通 西8条南30丁目～西9条南34丁目 L=133.73m、W=18m、用地、補償等

606,600 学園通 西15条南41丁目～稲田町基線 用地、補償、物件調査等
市債 大和通線 西16条～西17条南1丁目 L=254m、W=14m、用地、補償等

367,800 川西・稲田西2線線 西19条南42丁目～稲田町西2線 用地、補償等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

橋　　梁　　名　　等 事　業　内　容　等

路　線　名　等 事　業　内　容　等

路　線　名　等 事　業　内　容　等
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

道路ストック総点検事業 53,000 50,700 2,300 路面性状調査の結果により策定した修繕計画に基づく、計画的な
国庫補助金 補修

30,600 事　業　内　容　等
市債 白樺通西甲線 L=207m×4車線

20,100 公園東通線 L=294m×2車線

公園整備事業 43,267 42,550 717 施　　工　　場　　所
国庫補助金 新北西ウレシパ公園 西12条北8丁目 トイレ整備

21,550 中央公園北側広場 西3条～西4条南6丁目 芝生広場、多目的広場

基金繰入金
1,700

市債
19,300

公園バリアフリー化事業 12,600 12,000 600 園路の段差解消や多目的トイレの設置等、公園のバリアフリー化
国庫補助金 事　　業　　内　　容　　等

5,400 めぐみ第1児童公園 園路・広場・トイレ等の整備
基金繰入金 中央公園 案内板の設置

1,800
市債

4,800

公園施設更新事業 96,100 91,500 4,600 公園施設長寿命化計画に基づく公園施設等の更新
国庫補助金 事　　業　　内　　容　　等

46,300 めぐみ第１児童公園 遊具施設等の改築更新
基金繰入金 河川緑地 被災した公園施設の復旧工事

3,500 木製遊具更新 老朽化が著しい木製遊具の更新
市債 緑ヶ丘公園 老朽化等が著しい遊具の更新

41,700

路　線　名　等

公　　園　　名 事　業　内　容　等

公　　園　　名

公　　園　　名　　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

帯広の森整備事業 23,800 22,600 1,200 帯広の森の利活用のための園路の整備
国庫補助金 　・築山周辺園路の整備　L=235ｍ

11,900
市債

10,700

特定空家解体補助事業（拡充） 2,500 1,250 1,250 申請数の増加に対応するため、住宅機能が著しく低下している 総事業費　5,000千円
国庫補助金 特定空家の解体補助件数の増加

1,250 　・補助額（上限） 500千円
　・補助率 80%
　・補助件数 5件⇒10件

民間大規模建築物耐震改修費等補助 57,500 43,125 14,375 耐震診断の義務対象となっている民間建築物に対する耐震改修
国庫補助金 設計・工事に係る費用について国及び北海道との協調補助

14,375 　・対象建築物 帯広競馬場・ふじまるビル
道補助金 　・要件

28,750 　　病院、店舗、旅館等で3階建て、かつ床面積合計5,000㎡以上
　　昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの

地域優良賃貸住宅整備事業 36,051 36,000 51 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助
国庫補助金 　・子育て世帯向け 20戸（新規建設20戸）

18,000 　・地域優良賃貸住宅事業者選定委員会の開催
基金繰入金 　　　平成31年度整備予定の事業者の選定

18,000

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公営住宅整備事業 439,188 395,389 43,799
国庫補助金 市営住宅建替

200,889  ・大空団地3街区 建設工事（2階建て2棟28戸）、外構・駐車場工事
市債 　　（空3・４号棟） （平成29～30年度・継続費2年目）

194,500  ・大空団地　松・桂・柳 除却・用地測量・土地売払
※一部総務費及び土木費

帯広市市営住宅等長寿命化計画の見直し 生活道路整備事業で計上

公営住宅共益費一部負担事業（新規） 81 81 建替事業に伴い入居者が減少する団地において、共益費の一部 対象団地：丘1～3号棟
を市が負担することにより入居者の負担を軽減

団　地　名　等 事　業　内　容　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

小中学校適正配置推進事業 286 286 「帯広市立小中学校適正規模の確保等に関する計画」における
前期対象校の個別実施計画の策定
　・地域検討委員会の設置

外国語指導講師派遣事業（拡充） 4,195 4,195 次期学習指導要領における小学校での外国語授業の増加 事業費総額　25,153千円
に対応するため、外国語指導講師（ALT）を増員
　・5人⇒6人

特別支援学級設置事業（拡充） 1,327 1,327 　 知的学級の拠点校方式から自校方式への移行
　・新設　1校（愛国小）

義務教育施設等整備事業

トイレ改修 6,250 6,250 小学校及び南商業高校の和式便器を洋式便器に改修
　・改修基数　　20基

ボイラー等改修 118,000 118,000 老朽化したボイラー等暖房設備の改修
市債 　・実施校　　3校（稲田小、明和小、南商業高校）

118,000 　・天然ガス化によるＣＯ2削減

煙突用断熱材除去 36,000 34,200 1,800 煙突用断熱材の石綿対策工事
市債 　・実施校　　2校（稲田小、啓北小）

34,200 　・気中濃度測定において石綿の飛散なし

備　　　　　　　考

教 育 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

文化ホール施設整備事業（新規） 40,162 23,500 16,662 寄贈された大ホールの椅子設置に合わせた施設の改修
市債 来場者にとって安全で分かりやすい施設となるよう改良

23,500 　・既存椅子の撤去・廃棄
　・床の張替え
　・客席誘導灯（足下灯）の更新
　・車椅子スペースの確保　　　　等

2018フードバレーとかちマラソンの開催 4,600 4,600 市民へのスポーツ機会の提供をはじめ、スポーツを通じた
多様な交流を促進することを目的としたマラソン大会の開催
　・開催時期（予定）　　平成30年10月下旬
　・参加人数（予定）　　約5,500人

大会・合宿等誘致事業

日本クラブユースサッカー選手権大会 2,000 2,000 第33回日本クラブユース選手権（U-15）大会の開催 東日本大震災に伴う影響により
　・開催時期（予定）　　平成30年8月中旬 平成23年度より帯広市で開催
　・開催場所（予定）　　帯広の森球技場・陸上競技場　他
　・参加チーム　 　　　　48チーム
　・参加選手・役員      約1,500人

ツール・ド・北海道2018 500 500 国際自転車競技連合公認の本格的なステージレースで
あるツール・ド・北海道の開催
　・開催時期（予定）　　平成30年9月上旬

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

19



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

農業施設災害復旧費 22,640 21,816 824 平成29年度の台風により被災した農業施設（明渠等）の復旧工事 平成29年度3月補正予算
道補助金 　・復旧工事 計上

14,716 　　広野地区東広野排水路、新札内南地区第2号明渠
市債

7,100

明星橋災害復旧事業 50,906 49,823 1,083 台風被害により落橋した明星橋の復旧 継続費2年目
国庫補助金 　・上部工架設・舗装工等 （平成29～30年度）

40,723 　・竣工予定 平成30年7月末
市債

9,100

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

災 害 復 旧 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

国民健康保険の持続的な運営 1,777,810 740,577 1,037,233 都道府県単位化における役割分担 ※事業費は一般会計繰入金
国庫負担金 　・北海道（国保運営の中心的な役割）

169,189 　　　国保運営方針の策定、納付金や標準保険料率の公表等
道負担金 　・市町村（地域におけるきめ細かな事業を担当）

571,388 　　　被保険者と直接関係する業務は従来どおり市町村が実施

都道府県単位化による見直し項目
　・法定外繰入の解消
　・各種事務処理、基準の標準化　等

納付金及び保険料 平成30年度の保険料率は、5月
　・北海道から示されている納付金　4,486,846千円 に所得等が判明し次第算定

　・保険料賦課割合、減免制度などを現状どおりとし、制度改正
　  時における個々の世帯単位での保険料負担の変化を抑制
　・賦課限度額の改定
 　 医療保険分あああああ 54万円⇒58万円
　　後期高齢者支援金分あ19万円（据え置き）　　93万円
　　介護納付金分ああああ 16万円（据え置き）

後期高齢者医療保険料の改定 636,910 362,355 274,555 保険料の定時改定 ※事業費は一般会計繰入金
道負担金

362,355

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（改定率　2.20％）

　・賦課限度額の改定　57万円⇒62万円

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

国 民 健 康 保 険 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

（単位：円）

標準保険料率 予算時推計

所得割 15.09% 12.27% 13％前後

均等割 44,060 49,006 40,000

平等割 45,000 32,159 41,000

保険料率 平成29年度
平成30年度

一人当たり
賦課額

146,885 134,106 132,000

（単位：円）

平成29年度 平成30年度

均等割額 49,809 50,205
所得割率 10.51% 10.59%

一人当たり
保険料

64,241 65,655
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

介護保険事業計画に基づく保険料改定 13,446,373 11,724,542 1,721,831 第七期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に ※事業費は保険給付費のみ
介護保険料 基づく、給付費等の増加による保険料の改定

2,817,348 　 ・現行5,470円　⇒　5,790円（月額）
国庫負担金 　 ・保険料抑制に係る措置

2,446,874 　 ・介護給付費準備基金繰入　　　667,000千円（3年総額）
国庫補助金

739,550
支払基金交
付金

3,630,520
道負担金

1,923,196
基金繰入金

167,050
繰越金

1
延滞金及び
過料

1
雑入

1
返納金

1

生活支援サービスの体制整備（拡充） 12,800 10,336 2,464 地域における互助の仕組みを充実させるため、生活支援 事業費総額　32,374千円
介護保険料 サービスのニーズと担い手となる地域資源の把握を図る 平成28年度　コーディネーター

2,944 生活支援コーディネーターと生活支援サービスに関わる 　配置（市全域）　1人
国庫補助金 協議体を追加で配置 平成29年度　日常生活圏域

4,928 　 ・生活支援コーディネーター　　4人配置（日常生活圏域） 　コーディネーター4人配置
道補助金 　 ・配置圏域　鉄南、西、広陽・若葉、川西・大正地区 　（東、川北、西帯広・開西、南）

2,464

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

介 護 保 険 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

上下水道事業一元化・ 13,410 13,200 210 農村上下水道事業の法適用化に向けた移行業務 一部総務費及び農村下水道
農村上下水道事業法適用化事業 市債 　・新予算科目や新勘定科目に基づく経営シミュレーション等 事業会計で計上

13,200 　・公営企業会計システム改修
　・簡易水道事業統合認可申請書等の作成

減圧弁室更新事業 29,200 29,200 0 水道施設の老朽化による機器更新工事
市債 　・川西地区　3箇所（昭和55～56年築）

29,200 　・拓成地区　1箇所（昭和62年築）

農村下水道整備 57,625 47,140 10,485 下水道未整備地区に点在する住宅の生活環境の保全及び
分担金及び 公衆衛生の向上を図るため、個別排水処理浄化槽を設置
負担金 　・整備基数　　　　　　20基

6,140
市債

41,000

ばんえい競馬の開催など 21,497,896 21,497,896 0 ばんえい競馬開催
収益事業収入 　開催日　 151日 （平成29年度 ： 150日）
20,556,887 　ナイター開催　   94日 （平成29年度 ：  92日）

手数料 　・公正競馬の確保対策
1,300 　・報償費の増額、生産者対策

財産運用収入 　・情報提供の充実
1,062 　・来場者サービスの充実

寄附金 　・更なるコスト削減
1 　・中央競馬馬券発売体制の強化

繰入金 　・きゅう舎建設
332,895 　・エレベーター設置実施設計

雑入 　・散水車の購入に係る債務負担行為の設定
605,751

ば ん え い 競 馬 会 計

備　　　　　　　考

簡 易 水 道 事 業 会 計

農 村 下 水 道 事 業 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

空港民間委託アドバイザー業務 80,790 80,790 空港管理の民間委託に必要な準備作業などを専門的知見を
もった業者に委託 　（要求額：97,200千円）
　・公募参加者に対する資料提供
　・競争的対話に対する支援
　・審査委員会の運営支援　　等

滑走路・灯火等改良事業 46,821 29,445 17,376 滑走路等の更新改良 平成31年度
国庫補助金 　・滑走路改良基本･実施設計 　改良工事、実施設計

19,996 　・灯火改良実施設計 平成32年度
道補助金 　改良工事

549
市債

8,900

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

空 港 事 業 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

災害対策備蓄資器材の整備 5,449 5,449 災害に対応するための備蓄資器材の購入
内部留保資金 　・応急給水コンテナ及びコンテナ用架台　　　　　　5セット

5,449 　・応急給水栓　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　15基

配水管整備事業 1,101,500 1,101,500 管路整備 平成30年度末
企業債 　・第７次配水管整備事業 1,620 m 　近代化率 90.9%

683,500 　・管路近代化事業 11,220 m 一部平成29年度3月補正予算で
内部留保資金 債務負担行為新規設定

418,000 221,400千円

稲田浄水場施設整備事業 水道の基幹施設である稲田浄水場の施設の老朽化対策として、
機器設備の更新を実施

稲田浄水場電気計装更新事業 97,128 97,128 　・導水ポンプ、ろ過池、排水池設備等の動力設備の更新 継続費2年目（平成29～30年度）
企業債

97,100
内部留保資金

28

稲田浄水場設備機器更新事業 475,723 475,723 　・中央監視設備、水質監視装置、沈殿設備等の更新 継続費設定（平成30～31年度）
企業債

475,200
内部留保資金

523

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

水 道 事 業 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

マンホール蓋のカラー化 6,100 6,100 カラーマンホール蓋を作成し、中心市街地等に設置
内部留保資金 　・設置箇所 20 箇所

6,100 　・型枠作成 3 種類

公共下水道整備事業 388,800 388,800 汚水管整備 474 m 平成30年度末
国庫補助金 雨水管整備 2,114 m 　汚水整備率 99.1%

77,000 　雨水整備率 71.4%
企業債 一部平成29年度3月補正予算で

219,300 債務負担行為新規設定
補償金 54,700千円

6,000
内部留保資金

86,500

災害対策雨水管整備事業 89,000 89,000 台風時に浸水被害のあった地域を優先した雨水管整備
企業債 　・整備箇所　　　東12条南4丁目、東14条南3～4丁目

89,000 　・雨水管整備 412 m

下水道長寿命化事業 212,000 212,000 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化工事 960 m

79,000 　・TVカメラ調査 16,000 m
企業債 　・マンホール蓋調査 440 基

113,000
内部留保資金

20,000

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

終末処理場施設改修事業 177,000 176,020 980 帯広川下水終末処理場設備老朽化による更新
国庫補助金 　・最終沈殿池設備等

95,300
企業債

76,700
内部留保資金

4,020

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

総合計画の策定 1,609 1,609 次期計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　総合計画策定審議会の開催

行財政運営ビジョンの策定 204 204 次期ビジョン策定に向けた取り組み
　 　・計画期間　　平成32～36年度

　・平成30年度の取り組み
  　　行財政改革推進市民委員会の開催

男女共同参画プランの策定 933 933 第3次プラン策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民意識調査の実施
　　　市民懇話会の開催

地域福祉計画の策定 218 218 第三期計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～36年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民アンケートの実施

障害者計画の策定 156 156 第三期計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民アンケートの実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

次期総合計画と分野計画の策定
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

こども未来プランの策定 836 836 現行の「おびひろこども未来プラン（平成22～31年度）」、
「子ども・子育て支援事業計画（平成27～31年度）」を一本化
した計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民アンケートの実施
      庁内検討、関係団体との意見交換

環境基本計画の策定 332 332 第3期計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民アンケートの実施
　　　環境審議会の開催

一般廃棄物処理基本計画の策定 644 644 第4次計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民アンケートの実施
　　　廃棄物減量等推進審議会の開催

農業・農村基本計画の策定 214 214 次期計画策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　アンケートの実施
　　　基本計画策定委員会の開催

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

産業振興ビジョンの策定 1,031 1,031 次期ビジョン策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　産業振興会議における部会制での議論
　　　産業経済実態調査（アンケート等）の実施、分析
　　　先進事例研究

中心市街地活性化基本計画の策定 316 316 次期計画策定に向けた取り組み
基金繰入金 　・計画期間　　平成32～36年度

316 　・平成30年度の取り組み
　　　市民アンケートの実施

都市計画事業推進業務

帯広圏都市計画区域の整備、開発及び 3,089 3,089 北海道が定める帯広圏の都市計画である「帯広圏都市計
保全の方針の見直し 基金繰入金 画区域の整備、開発及び保全の方針」の見直しに向けた

3,089 取り組み
　・平成30年度の取り組み
　　　補足資料の作成
　　　圏域協議、基礎調査分析、素案作成

都市計画マスタープランの策定 4,907 4,907 次期プランの策定に向けた取り組み
基金繰入金 　・計画期間　　平成32～51年度

4,907 　・平成30年度の取り組み
　　　庁内・市民検討組織の設置
　　　市民アンケートの実施・分析

緑の基本計画の策定 3,600 2,400 1,200 第2期計画の策定に向けた取り組み
国庫補助金 　・計画期間　　平成33～52年度

1,200 　・平成30年度の取り組み
基金繰入金 　　　基礎調査（緑被率、緑視率）

1,200

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

教育基本計画の策定 1,678 1,678 第2期計画の策定に向けた取り組み
　・計画期間　　平成32～41年度
　・平成30年度の取り組み
　　　市民検討委員会の設置
　　　市民アンケートの実施
　　　社会教育委員会議の開催

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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