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平成２７年度　各会計予算（案）　総括表
(　)内は特殊要因（臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金のH27とH26の差額393,631）を除いた額 　　　（単位：千円・％）

平成　２７　年度 平成　２６　年度

 会計名 予　 　算　 　額 ６月補正後予算額 増減率

81,807,000 79,654,175 2,152,825 2.7 

国民健康保険会計 21,132,578 18,842,938 2,289,640 12.2 

後期高齢者医療会計 2,117,068 2,027,730 89,338 4.4 

介護保険会計 12,956,502 12,174,620 781,882 6.4 

中島霊園事業会計 62,415 59,150 3,265 5.5 

簡易水道事業会計 57,473 76,136 △ 18,663 △ 24.5 

農村下水道事業会計 118,575 128,330 △ 9,755 △ 7.6 

ばんえい競馬会計 12,960,297 11,383,045 1,577,252 13.9 

駐車場事業会計 104,020 100,261 3,759 3.7 

空港事業会計 577,876 536,235 41,641 7.8 

50,086,804 45,328,445 4,758,359 10.5 

収　入 5,994,815 5,783,813 211,002 3.6 

支　出 7,439,737 7,243,499 196,238 2.7 

収　入 6,565,756 6,710,706 △ 144,950 △ 2.2 

支　出 7,878,607 8,150,827 △ 272,220 △ 3.3 

収　入 12,560,571 12,494,519 66,052 0.5 

支　出 15,318,344 15,394,326 △ 75,982 △ 0.5 

収　入 144,454,375 137,477,139 6,977,236 5.1 

支　出 147,212,148 140,376,946 6,835,202 4.9 

※平成26年度6月補正後予算額とは、平成26年度当初予算が骨格予算であったため、当初予算額に6月補正における政策的予算額等を加えたものです。

企　業　会　計　合　計

総 合 計

区  分 比　較　増　△　減

一 般 会 計

特 別 会 計 合 計

水道事業会計

下水道事業会計
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平成２７年度　一般会計当初予算（案）　歳入歳出総括表
(歳　　入) （単位：千円、％）

区分

科目 予算額　(A) 構成比 予算額　(B) 構成比 予算額　(A-B) 増減率

5. 市 税 21,509,953 26.3 21,455,975 26.9 53,978 0.3 

10. 地 方 譲 与 税 923,913 1.1 816,716 1.0 107,197 13.1 

15. 利 子 割 交 付 金 39,498 0.0 52,377 0.1 △ 12,879 △ 24.6 

16. 配 当 割 交 付 金 77,518 0.1 41,651 0.1 35,867 86.1 

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 103,638 0.1 7,362 0.0 96,276 1,307.7 

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 3,484,525 4.3 2,160,732 2.7 1,323,793 61.3 

20. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 3,959 0.0 4,163 0.0 △ 204 △ 4.9 

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 106,250 0.1 80,434 0.1 25,816 32.1 

35.
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

219,763 0.3 233,066 0.3 △ 13,303 △ 5.7 

37. 地 方 特 例 交 付 金 79,228 0.1 72,264 0.1 6,964 9.6 

40. 地 方 交 付 税 14,857,678 18.2 15,367,614 19.3 △ 509,936 △ 3.3 

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 28,317 0.0 33,363 0.0 △ 5,046 △ 15.1 

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 655,657 0.8 805,629 1.0 △ 149,972 △ 18.6 

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,466,403 3.0 1,799,040 2.3 667,363 37.1 

60. 国 庫 支 出 金 13,840,581 16.9 13,796,673 17.3 43,908 0.3 

65. 道 支 出 金 5,145,903 6.3 4,474,539 5.6 671,364 15.0 

70. 財 産 収 入 228,942 0.3 239,665 0.3 △ 10,723 △ 4.5 

75. 寄 附 金 2,001 0.0 82,424 0.1 △ 80,423 △ 97.6 

80. 繰 入 金 128,997 0.2 703,551 0.9 △ 574,554 △ 81.7 

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

90. 諸 収 入 11,404,459 14.0 11,173,196 14.0 231,263 2.1 

95. 市 債 6,499,816 7.9 6,253,740 7.9 246,076 3.9 

81,807,000 100.0 79,654,175 100.0 2,152,825 2.7 

平　成　２７　年　度 平　成　２６　年　度　６　月　補　正　後 比　較　増　△　減

合 計
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(歳　　出) （単位：千円、％）

区分

科目 予算額　(A) 構成比 予算額　(B) 構成比 予算額　(A-B) 増減率

5. 議 会 費 401,501 0.5 406,431 0.5 △ 4,930 △ 1.2 

10. 総 務 費 2,539,950 3.1 2,145,149 2.7 394,801 18.4 

15. 民 生 費 30,033,660 36.7 29,332,211 36.8 701,449 2.4 

20. 衛 生 費 4,208,272 5.1 3,856,667 4.9 351,605 9.1 

25. 労 働 費 64,975 0.1 164,619 0.2 △ 99,644 △ 60.5 

30. 農 林 水 産 業 費 3,830,710 4.7 2,660,475 3.3 1,170,235 44.0 

35. 商 工 費 9,435,408 11.5 9,111,591 11.4 323,817 3.6 

40. 土 木 費 5,504,806 6.7 5,324,549 6.7 180,257 3.4 

45. 消 防 費 297,949 0.4 246,950 0.3 50,999 20.7 

50. 教 育 費 5,158,706 6.3 5,317,231 6.7 △ 158,525 △ 3.0 

55. 公 債 費 8,761,851 10.7 9,499,332 11.9 △ 737,481 △ 7.8 

60. 諸 支 出 金 1,367,045 1.7 1,361,403 1.7 5,642 0.4 

65. 職 員 費 10,162,167 12.4 10,187,567 12.8 △ 25,400 △ 0.2 

70. 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0 

81,807,000 100.0 79,654,175 100.0 2,152,825 2.7 

平　成　２７　年　度 平　成　２６　年　度　６　月　補　正　後 比　較　増　△　減

合 計

3



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

議会棟音響設備等の改修（新規） 109 109 老朽化した議会棟音響設備等の改修
　・時期 平成27年6月定例会終了後～8月
　・箇所 本会議場、常任委員会室、特別委員会室
　・内容 マイク、録音機器、カメラ、時間表示、 ※北海道市町村備荒資金組合

制御システムの更新 譲渡事業を活用

債務負担行為設定
（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ） 限度額：50,500千円

期間：平成27～31年度

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

議 会 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

社会保障・税番号制度推進事業 平成27年10月から開始される、社会保障・税番号制度（通称：
マイナンバー制度）導入に伴い必要となる経費

　システム改修委託業務 232,073 95,128 136,945 既存システムの改修 ※一部民生費で計上
国庫補助金 　・住基、市税、国保、障害者福祉、児童福祉　ほか ※他会計分は特定財源として

40,152 歳入予算（諸収入）に計上
諸収入 ※その他関係経費　534千円

54,976 （制度周知、条例改正対応等）

　マイナンバーカードの交付事務 14,355 14,355 マイナンバーの付番に向けた市民情報確認作業、カード交付
事務
　・平成27年度交付見込数　　　　16,800人
　 　H27.10月　 市民への番号通知
　　 H28.1月　 　カード交付開始

防犯灯設置費補助金（見直し） 2,560 2,560 町内会の防犯灯に対する設置補助
　・補助率　　　 ： 　設置費の10割（ただしLED10ｗ相当額限度）
　・補助上限額 ：　 32千円
　・補助灯数　　：　 80灯

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

コミュニティ施設整備事業

　（仮称）清流の里福祉センター建設事業 44,726 33,758 10,968 新興住宅地である清流の里地区に福祉センターを建設
（新規） 国庫補助金 　・用地取得　38,126千円（帯広市土地開発公社より買戻し）

1,858 　・実施設計　  6,600千円
市債

31,900 　供用開始時期　　平成28年12月
　建設場所　　　　　清流西3丁目7番6
　敷地面積　　　　　1,500㎡
　構造　　　　　　　　木造平屋建
　延床面積　　　　　373㎡

　コミュニティ施設耐震化事業 57,488 41,847 15,641 コミュニティ施設の耐震工事及び実施設計
国庫補助金 東コミセン耐震工事については

947 耐震工事 平成26年度3月補正予算で
市債 　・東コミセン S造　大集会室　延床面積 357.00㎡ 債務負担行為新規設定

40,900 　・啓西福祉センター 木造　1階建　　 延床面積 250.69㎡ ：41,400千円
　・愛国農業センター 木造　1階建　　 延床面積 343.44㎡
実施設計
　・鉄南コミセン S造　大集会室　延床面積 248.25㎡

（仮称）女性活躍推進フォーラムの開催（拡充） 685 685 女性の活躍推進に向けた機運の醸成を図るため、フォーラム
開催を通じて意識啓発、情報交換を行い、ワーク・ライフ・
バランスの普及、女性の社会参画に繋げる
　・開催場所 　とかちプラザ
　・参加者数　 200人程度
　・事業内容
　　　基調講演　
　　　ワークショップによるグループ討議

備　　　　　　　考

　整備概要（予定）

施　設　名　等 　施  設　概　要　等

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

公共施設マネジメントの導入 8,071 8,071 公共施設やインフラを取り巻く環境の変化を踏まえ、現状や
課題を市民に周知するとともに、長期的視点で計画的に管理・ 　
活用するため「（仮称）公共施設マネジメント計画」を策定
　・公共施設白書の公表
　　　本編　　 360頁　200部（公共施設に設置）
　　　概要版  A4版　8頁（広報に折り込み市民に周知）
　・計画の策定 平成28年度：計画策定
　　　市民検討委員会の開催
　　　市民意識調査の実施
　　　計画骨子案の策定

地域防災推進事業

《防災意識の普及啓発》
　防災訓練等の実施 568 568 災害時の応急活動など実践的な訓練の実施

　・地域防災訓練、冬季防災訓練の実施

《地域防災体制の充実》
　コミュニティ防災強化緊急3ヵ年事業 2,000 2,000 地域防災活動の中核を担う連合町内会及び単位町内会の防災 平成25～27年度 実施

活動を促進し、地域防災力の向上を図るため、市町内会連合会
等の活動を支援（3年目）

　通信体制確保対策 3,169 3,169 避難場所や車両等に配備している地域防災無線のバッテリーを
交換

《避難場所等の機能強化》
　災害用備蓄品等の整備 3,262 3,262 災害用備蓄品の更新及び購入

　・備蓄食料などの更新及び粉ミルクなどの購入

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

第82回民事介入暴力対策大会の開催 500 500 市民の暴力団排除意識の高揚、民事暴力対策の動向紹介を
目的とした民事介入暴力対策大会の開催
　・開催日　　　平成27年7月10日
　・開催場所　 帯広市民文化ホール等
　・参加者数 　1,500人

字名改正整備事業 11,800 11,800 南町地区（西側）の字名改正整備 平成26年度：南町地区（東側）の
　・南町南6線～南8線までの区域　56.0ha 字名改正実施

住所案内板設置事業 1,836 1,836 南町地区（西側）の字名改正整備実施に伴う、住所案内板 平成26年度：南町地区（東側）の
の設置 住所案内板設置

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

低所得者、子育て世帯等への臨時給付措置

臨時福祉給付金 267,173 267,173 消費税率引き上げに伴う低所得者に与える負担の影響を考慮 ※一部総務費及び職員費で
国庫補助金 　・給付対象者　　市民税（均等割）が課税されていない者から 計上

267,173 　・給付対象者　　生活保護制度の被保護者等を除く
　・給付額　　　　　一人につき　6千円（平成26年度1万円）
　・給付額　　　　　（老齢年金受給者等の加算なし）
　・給付対象者数　　37,000人

子育て世帯臨時特例給付金 83,852 83,852 消費税率引き上げに伴う子育て世帯への影響を考慮 ※一部総務費及び職員費で
国庫補助金 　・給付対象者　　平成27年6月分の児童手当受給者 計上

83,852 　・給付対象者　　（臨時福祉給付金の対象者児童も含む）
　・給付額　　　　　児童一人につき　3千円（平成26年度1万円）
　・給付対象児童数　21,500人

ノーマライゼーション推進事業（拡充） 500 500 障害者差別解消法の施行に伴う、市職員対応要領の作成、 平成28年4月施行
研修等の実施、広報紙等による市民向け周知・啓発の実施 ※一部総務費で計上

第27回全国ろうあ高齢者大会の開催 400 400 全国ろうあ高齢者大会の開催
　・開催日　　　　　　平成27年9月2日～5日（予定）
　・開催場所　　　   帯広市民文化ホール等
　・参加者数　　　   500人

高齢者おでかけサポートバス事業（拡充） 8,013 8,013 満70歳以上の市民に対するバス無料乗車証の交付による 事業費総額　203,251千円
高齢者の外出、移動支援、社会参加の促進　等
　・高齢者人口及びバス利用者の増に伴い、基準額、
　・委託料等を見直し

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

高齢者いきいき元気事業（新規） 1,016 1,016 高齢者の社会参加や健康増進を図るとともに、まちなかの
にぎわいや商業等の活性化のため、商店街等が実施する
高齢者向けのサービス提供や情報発信等を支援
　・高齢者と商業者等による意見交流会の開催
　・バス事業と連携した商店街ＰＲ事業等

敬老祝金支給事業（見直し） 20,940 20,940 平均寿命の延伸と認知症高齢者に対する施策を含む高齢者 事業費総額　21,140千円
施策の充実に向け、支給対象等を見直し （事務費含む）
　・満77歳の市民に対する祝金を廃止
　・満88歳の祝金は継続
　・満100歳の市民に対する祝金を廃止し、祝品を贈呈
　・影響額：△19,130千円

認定こども園整備事業（新規） 79,944 53,296 26,648 子ども・子育て支援新制度に伴い、平成28年度に認定こども
道補助金 園への移行を予定している私立幼稚園（3園）の施設改修を

53,296 支援

ファミリーサポートセンター事業（拡充） 1,000 534 466 市民相互の子育て支援の取組みであるファミリーサポート 事業費総額　4,800千円
国庫補助金 センター事業の会員数の増に伴う、援助活動件数増に対応 基本料金の見直し

267 するため、業務人員体制を拡充 1時間 600円 ⇒ 30分 300円
道補助金

267

私立保育所運営業務（拡充） 214,093 140,708 73,385 子ども・子育て支援新制度による、保育の質、量の改善等に 事業費総額　1,450,809千円
国庫負担金 伴う保育単価等の増

81,885 　・保育料算定方法の変更
道負担金 　・あ所得税額⇒市民税所得割額

49,626 　・地域型保育事業給付の実施
保育料 　・あ小規模保育事業：1ヵ所

9,197 　・あ事業所内保育事業：1ヵ所

備　　　　　　　考事　　　　　　　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

家庭教育学級開設50周年記念事業 378 378 家庭教育学級開設50周年記念事業の実施
　・記念誌の発行
　・記念講演会の開催
　・開催時期　　　　　　平成27年11月（予定）

母子家庭等自立支援事業（拡充） 300 225 75 ひとり親家庭の親の学び直しを支援するため、高等学校卒業
国庫補助金 程度認定試験合格支援事業を実施

225 　・受講費用の6割を支給（上限150千円）

公立保育所広域入所事業（見直し） 1,005 1,031 △26 里帰り出産等のニーズに対応するため、広域入所制限の ※送出及び受入
負担金 見直し

387 　・3歳未満児及び十勝管外児の入所制限撤廃
雑入

644

へき地保育所整備事業（見直し） 3,496 3,496 児童数の減少に伴い、平成17年度から休所している上帯広
保育所について、平成26年度末をもって閉所し、解体
　・建築年月日　昭和58年11月8日

児童保育センター整備事業

緑ヶ丘児童保育センター 5,000 4,000 1,000 緑ヶ丘児童保育センター移転改築に向けた実施設計 平成29年4月供用開始予定
市債 　・建設場所 緑丘小学校敷地内

4,000

青葉児童保育センター 5,000 4,000 1,000 青葉児童保育センター周辺の外構工事等
市債

4,000

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

二次救急医療の充実（拡充） 68,196 68,196 市民が安心できる二次救急医療の充実を図るため、 事業費総額　97,929千円
二次救急医療を担う医療機関（5病院）に対する委託料の
引き上げを実施

・現行金額　　29,733千円　⇒　97,929千円

がん検診受診率向上対策（拡充） 500 500 集団がん検診未受診者に対し、電話による受診勧奨を強化
・受診率の低い胃がん・肺がん未受診者を中心に勧奨

健康都市おびひろの魅力発信

健康都市おびひろプロジェクト 912 912 健康都市に取り組んでいる都市とのネットワークづくり
・第3回全国健康都市めぐりへの参加

健康まつり30周年記念事業
・「豆」をテーマとした料理教室・豆料理の試食配布

スマートライフプロジェクトの推進 781 781 企業で取り組む健康づくり環境の整備及び支援
・出前講座、健康づくり教室
・健康機器（歩数計、血圧計）の貸出
・健康づくりPR映像の発信

健康づくり連携プロジェクト 361 361 食生活改善推進員協議会20周年記念レシピ集作成
・作成数 500部（32ページ）

十勝あるくミルクプロジェクトとの連携、参画

エコカー普及啓発事業（新規） 700 90 610 エコカー普及啓発のため、市の公用車に電気自動車1台を
基金繰入金 リース契約により導入

90 ・普及啓発用ステッカーによるラッピング
・7年リース

備　　　　　　　考

衛 生 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

新エネルギー導入促進事業 28,000 14,000 14,000 補助件数
国庫補助金 ・住宅用太陽光発電システム 300件

6,500 ・エコジョーズ・エコキュート 250件
基金繰入金 ・ペレットストーブ 305件

7,500

生ごみの循環利用促進に向けた基礎調査 1,913 1,913 バイオマス資源の有効利用と生ごみの減量を図るため
ディスポーザーの導入可能性調査を実施

・ごみ処理システム調査分の経費負担

備　　　　　　　考事　　　　　　　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

UIJターン促進事業（新規） 14,872 14,872 0 人口減少対策、雇用対策を図るため、UIJターン者への情報 平成26年度3月補正予算計上
国庫補助金 発信及び首都圏での合同就職面接会等を実施

14,872 　・企業情報を掲載したホームページの開設、冊子の作成
　・面接会・相談会参加者向け企業見学バスツアーの実施
　・移住相談会の開催　等

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

農用地等集団化（交換分合）事業 9,779 5,451 4,328 広野西地区（2年目　451ha）
国庫補助金 　・交換分合計画推進委員会の設立

5,451 　・用地確定測量、計画案の作成

営農技術向上対策事業（拡充） 1,404 1,404 適期の播種、防除等による効率的、効果的な農作業の実践に 事業費総額　2,504千円
国庫補助金 #VALUE! 向けた気象情報提供システム機能の拡充 平成26年度3月補正予算計上

1,404 　・作付開始時期予測情報の提供
　・携帯用アプリによる閲覧機能の追加　等

高度施肥設計確立・検証事業（新規） 5,143 5,143 地域バイオマスを活用した高度施肥設計確立・検証事業 平成24～26年度
　・堆肥サンプルごとの窒素、リン酸等について肥効成分を 　有機質資源利活用調査
　・評価できる分析法の確立
　・高度な施肥設計の実現による堆肥利用、地域内農家の
　・耕畜連携の促進

農地集積・集約化対策事業 5,600 5,600 地域の担い手への農地の集約化を図るため、農地中間管理
道補助金 機構へ長期的に農地を貸し付ける者等に対し、協力金を交付

5,600

玉ねぎ選別貯蔵施設整備事業 908,510 908,510 安定した輪作体系の維持に寄与する加工用玉ねぎの生産増 平成27年度指標面積　
道補助金 に対応し、選別貯蔵施設の整備費用の一部について補助 89.3ha

908,510 　・実施主体　　　 帯広市川西農業協同組合
　・貯蔵能力　　　　4,465t

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

農 林 水 産 業 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

飼料自給率向上対策事業（新規） 294 294 輸入配合飼料の価格高騰対策として、耕畜連携による飼料用
とうもろこしの作付面積拡大等を促進する補助制度の創設
　・補助単価　　　　　14,000円/ha
　・対象面積　　　　　21ha

黒毛和牛生産振興事業（新規） 150 150 和牛生産者組織の設立及び全国和牛登録協会の認定に
向けた支援
　・組合構成員　生産者、帯広市川西農業協同組合、
　・組合構成員　帯広大正農業協同組合、帯広市

馬文化承継事業 6,720 6,720 0 北海道の開拓の歴史や文化を後世に継承していくための
基金繰入金 ばんえい（ばん馬や馬文化）の観光や教育への活用

6,720 　・特別嘱託職員としての新たなばん馬の借上
　・イベント等へのばん馬の派遣に対応した馬車、馬そりの
　・製造

道営草地整備事業 78,857 78,964 △ 107 自給飼料の増産と経営基盤の安定を図るため、畜産農家及び 全体事業費　310,000千円
道委託金 八千代牧場の草地、附帯施設を整備

1,464 　・農家　　　草地整備改良
雑入 　・牧場　　　草地整備改良、家畜保護施設、隔障物整備　等

4,500
市債

73,000

備　　　　　　　考事　　　　　　　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

多面的機能支払事業 85,810 64,507 21,303 地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理、 平成26年度まで農地・水保全
道補助金 農村環境の保全向上の取り組みに対する支援 管理支払交付金として実施

64,507 　・活動地区　8地区 未舗装農道補修費を考慮した
　・活動面積　11,708ha（全体の53.4％） 交付単価の上乗せについては
　・北海道基準単価の増額に伴う交付単価の増 ゼロ査定
　　　畑　　 600円/10a⇒740円/10a
　　　草地　100円/10a⇒125円/10a

札内川地区かんがい用水施設維持管理（新規） 3,960 3,580 380 一部が供用開始となる札内川地区かんがい用水施設の
分担金 維持管理

3,580 　・管理主体　　札内川地区かんがい施設維持管理協議会
　　　　　　　　　（中札内村、更別村、幕別町、帯広市で構成）
　・負担割合　　維持管理費の10.3％
　・受益者分担金　　1戸1栓70,000円、2栓、3栓目5,000円

明渠橋・林道橋健全度調査（新規） 4,683 1,683 3,000 明渠橋及び林道橋の健全度調査
道補助金 　・調査対象　　明渠橋及び林道橋11橋

1,683

道営農地整備事業 91,898 82,100 9,798 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　1,051,350千円
道補助金 農業基盤整備を実施

59,200 　・川西西2地区 基本計画策定
市債 　・大正北2地区 道計画樹立、農業農村活性化計画・ 負担の独自軽減については、

22,900 市町村高度化計画策定 ゼロ査定
　・川西北2地区 区画整理・土層改良　調査設計一式
　・大正南地区 区画整理 17.5ha、暗渠 24.5ha、

土層改良 60.4ha
畑地かんがい（圃場施設） 29.7ha

　・川西中央地区 明渠 3,390.0m、区画整理 57.8ha、
暗渠 43.4ha、土層改良 45.0ha

　・大正中島地区 明渠 1,350.0m、区画整理 32.0ha、
暗渠 3.0ha、土層改良 12.0ha、
畑地かんがい（圃場施設） 34.0ha

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

水道施設更新基本計画策定（新規） 10,000 10,000 0 災害に強い水道施設の構築、安全・安心な水の供給に向け、 事業費総額　15,873千円
市債 耐震診断を含めた中長期的な施設更新計画の策定 5,873千円は簡易水道事業

10,000 　・現地調査、施設耐震診断、地質調査 会計で計上

有害鳥獣駆除事業（拡充） 470 470 野生鳥獣による被害の深刻化に対応するため、鳥獣被害対策 事業費総額　3,526千円
実施隊を設置
　・報酬額　　　　　　1人1回あたり3,500円　　隊員数30人程度
　・活動内容　　　　緊急的な捕獲活動及び鳥獣動向調査、

パトロール等

林業担い手対策事業 3,000 3,000 市有林を活用した林業従事者の冬期間の雇用確保等による
担い手の確保
　・つなぎ雇用　　作業員5人程度

森林認証の取得（新規） 217 217 森林所有者の意識向上による適切かつ持続的な森林経営を
図るため、第三者機関による認証を取得
　・構成団体　　48団体（十勝管内15市町村、12森林組合、
　・構成団体　　48団体（21個人・法人）

市有林造成事業 43,171 39,653 3,518 第11次帯広市森林施業計画（平成23～27年度）に基づく整備
道補助金 及び平成25年10月の降雪により被災した森林の復旧

21,853 　・新植、下刈、地拵、間伐、受光伐、補植等
市債 　・被災森林の復旧

17,800

市有林収穫事業 6,512 14,482 △ 7,970 第11次帯広市森林施業計画（平成23～27年度）に基づく間伐材
財産売払収入 等売払

14,482 　・皆伐売払、間伐等売払等

備　　　　　　　考事　　　　　　　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

森林作業道整備事業 60,000 60,000 0 木材を効果的、効率的に搬出するため、必要な森林作業道を
道補助金 整備

60,000 　・石山支線　　　　  L=  800m、W=3.5m
　・西岩戸1号線　　  L=  800m、W=3.5m
　・茂吉1号線　　　　 L=  800m、W=3.5m

　・石山支線（基幹作業道）　　　　 L=1,200m、W=3.5m

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人材育成事業（見直し） 5,063 5,063 地域の経済発展に寄与する人材を育成するため、帯広畜産
大学と共同で実施している各種講座について、より企業ニー
ズに即した講座を提供するため、一部を見直し
　・ＨＡＣＣＰ講習を大学の単独事業へ移管
　・アグリ・フードビジネスコースの受講対象を大学院生に拡大

フードバレーとかち構想推進事業

オール十勝での情報発信（見直し） 949 420 529 市民の「フードバレーとかち」に対する理解促進・認知度向上
雑入 の取組み

420 ・地元情報誌での情報発信
・住民向けPRパンフレットの作成　　等

ロゴマーク等を活用した食産業の 1,984 580 1,404 地元スーパー及び飲食店等におけるロゴマーク活用促進
活性化と住民参加の促進（見直し） 雑入 の取り組み

580 ・企業向けロゴ使用PRパンフレットの作成
・ロゴマーク活用イベントの実施　　等

十勝産農畜水産物・加工品の 9,132 9,132 民間企業の技術ノウハウを活用した、十勝産農産物由来の 平成26年度3月補正予算計上
付加価値向上・販路拡大 国庫補助金 機能性素材の開発と、マーケットイン調査に基づく商品流通

9,132 の推進
　・機能性素材の抽出実証、商品開発
　・企業、管理栄養士等を対象としたセミナーの開催
　・マーケットイン調査の実施と調査結果に基づく商品
　　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

市場開拓・販路拡大事業

海外マッチング促進事業（見直し） 3,000 3,000 0 海外販路開拓に取り組む中小企業と、物流・商流のノウハウ 平成26年度3月補正予算計上
国庫補助金 を持つ地元商社の結びつきによる食の海外展開の促進

3,000

HACCP対応施設整備促進事業（拡充） 900 900 HACCP導入を目指す企業に対し、施設整備費等の一部を支援 事業費総額　1,900千円
国庫補助金 　・支援件数の拡充　2件⇒3件 平成26年度3月補正予算計上

900 　・新たにHACCPアドバイザーの活用を支援

企業立地促進事業（新規） 3,000 3,000 既存工業団地の分譲が進み、大規模用地を必要とする案件に
対応することが難しくなっているため、今後の工業系用地の
必要性を検討
　・企業立地意向アンケート調査
　・業界動向調査

食肉加工工場施設整備事業 1,250,000 1,250,000 食肉加工工場施設整備事業に対する地域総合整備資金 貸付予定額
市債 貸付金の貸付 平成26年度：200,000千円

1,250,000 　・実施主体　　株式会社　北海道畜産公社 （3月補正予算計上）
　・総事業費 7,463,000千円 平成28年度：150,000千円
　・事業内容 第3工場増設及び第2工場改修 操業開始（予定）

第3工場：平成28年4月
第2工場：平成29年4月

地域おこし協力隊制度の活用（新規） 6,000 6,000 「地域おこし協力隊」制度を活用した首都圏等からの人材
登用により、帯広の新たな魅力の発掘や、地域の魅力発信
事業を実施
　・帯広、十勝のスイーツランキングの作成等によるPR業務
　・スイーツコンペ等の開催や新商品の開発
　・とかちむらや幸福駅におけるスイーツを活用した広報活動

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

（仮称）とかちフェスタ（新規） 7,000 7,000 十勝の安全・安心な食を道央圏をはじめとする道内に向けて
広く発信するため、食の一大イベントを開催

・実施時期 　平成27年9月
・実施場所 　帯広駅周辺

体験・滞在型観光推進事業（新規） 6,000 6,000

ファームツーリズム 名古屋市の大学生等と連携し、ファームツーリズムに関連
したモデルコースを造成し、モニターツアーを実施

サイクルツーリズム 食と観光地を巡るモデルコースの造成等、サイクリストの
受入環境を整備

ヘルスケアツーリズム 企業等と連携し、「食」・「健康」・「美」をテーマとした滞在型
のモデルコースを造成し、モニターツアーを実施

海外観光プロモーション事業（拡充） 500 500 海外に十勝の食と観光の魅力を発信するため、観光プロモー 事業費総額　5,000千円
ション事業を実施
　・台湾、タイ観光プロモーション事業
　・シンガポール青年招聘事業
　・ツーリズムＥＸＰＯジャパン出展事業
　・香港観光プロモーション事業

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

特殊舗装整備事業 321,600 289,400 32,200 特殊舗装打替工事 うち景気対策事業
市債 　・南町南・5号線　外 　　　　　　　L=5,130m ：96,600千円

289,400 一部平成26年度3月補正
オーバーレイ工事 予算で債務負担行為新規
　・上帯広・基松西1線線　外　　　L=1,500m 設定

：70,000千円

道路側溝整備事業 33,400 30,000 3,400 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水桝新設） うち景気対策事業
市債 　・西20南2・9号線　外　　　　　　　L=320m ：3,400千円

30,000

生活道路整備事業 500,550 467,650 32,900 施　　工　　区　　間
雑入 別府・空港南町西9号線 別府町南14線 L=280m、W=8.5m

19,750 西11条南乙線 西11条南13丁目 L=116m、W=20m
市債 西20南5・2号線 西20条南5丁目 L=165m、W=12m、調査、補償（完了予定）

447,900 南25丁目西線 西1条南25丁目～西2条南25丁目 L=110m、W=20m
大空町・9号線 大空町1丁目 用地
西8号北甲線 西18・19条北2丁目 L=550m、W=12m、用地、補償
西8号北乙線 西18・19条北3丁目 L=157m、W=9m
農村地区生活環境整備 川西地区・大正地区 L=1,900m
市道現況調査

一部平成26年度3月補正
予算で債務負担行為新規
設定　
：87,300千円

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
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

橋梁長寿命化事業 290,000 278,400 11,600 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

174,000 駒追橋 西15条南13丁目 L=25.50m、W=20.70m
市債 日甜橋 稲田町南8線 L=39.55m、W=14.30m

104,400 第2緑橋 西19条南4丁目 L=15.60m、W=19.00m
水光橋 東10条南3丁目 L=23.30m、W=13.30m
栄帯橋 富士町西7線 L=8.44m、W=8.20m
西1条橋 西1条南2丁目 L=49.92m、W=16.80m
水声橋 基松町西1線 L=7.74m、W=8.70m
あやめ橋 西24条南2丁目 L=15.64m、W=13.80m
養鯉橋 西10条南9丁目 L=31.00m、W=8.30m
補修詳細設計 8橋
定期点検 23橋

「モデルガーデン」の造成（新規） 2,000 1,000 1,000 とかちオープンガーデンの会と連携し、宿根草を主体とした「モデル
国庫補助金 ガーデン」を市民参加により造成

1,000 　・場所 みどりと花のセンター前広場
　・面積 381.77㎡

都市計画道路整備事業 1,179,432 1,105,500 73,932 施　　工　　区　　間
国庫補助金 木賊原通 西8条北4丁目～西12条北5丁目 L=294m、W=18m、用地、補償

678,600 青柳通 西8条南31丁目～西9条南34丁目 用地、補償
基金繰入金 学園通 稲田町西1線 調査

13,000 大和通線 西16条南1丁目～西17条南1丁目 L=270m、W=14m、調査、用地、補償
市債 稲田町4号線 川西町西1線 調査

413,900 川西・稲田西2線線 西19条南42丁目～川西町西2線 調査

道路ストック総点検事業（新規） 18,000 10,800 7,200 笹子トンネルの事故等を受け、国が策定した総点検実施要領に
国庫補助金 基づく、道路ストックの点検の実施及び修繕計画の策定

10,800

橋　　梁　　名　　等 事　業　内　容　等

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
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公園整備事業 127,116 71,423 55,693 施　　工　　場　　所
国庫補助金 あじさい児童公園 西18条北2丁目 園路・植栽・遊具施設等整備

32,023 新栄こばと児童公園 西15条南14丁目 設計委託
市債 中島霊園 西21～22条北5丁目 緑地整備

39,400 若葉の森 西17条南6丁目 用地取得

公園バリアフリー化事業 76,500 73,150 3,350 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

38,250 明星児童公園 園路・広場・トイレ等の整備
基金繰入金 あづさ公園 園路・広場等の整備

500 緑ヶ丘公園 園路等の整備
市債 ばらと児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計

34,400 北斗児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計
めぐみ第1児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計
中央公園 親水広場等の実施設計

公園施設更新事業 59,400 56,400 3,000 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

29,700 明星児童公園 遊具施設等の改築更新
市債 あづさ公園 遊具施設等の改築更新

26,700 いずみ第1児童公園 遊具施設等の改築更新
緊急遊具更新 老朽化が著しい遊具の緊急更新
未策定の公園における新たな公園施設長寿命化計画の策定
　・策定期間 平成24年度（補正）～27年度
　・策定対象 133ヵ所（うち平成27年度調査　23ヵ所）

帯広の森整備事業 87,400 82,100 5,300 帯広の森の利活用のための園路・施設等の整備
国庫補助金 　・施設整備 築山造成、駐車場・トイレ整備

43,700 　・標識整備 案内標識一式
市債

38,400

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

おびひろ住宅づくり奨励金 52,000 26,000 26,000 定住及び省エネ建築の促進を目的とし、市内に北方型住宅及び
国庫補助金 次世代省エネ基準を満たす住宅を新築・購入する若年世帯に

26,000 対し1世帯あたり40万円の地域商品券を交付
　・平成27年度見込 130件

民間大規模建築物耐震診断費補助事業 6,266 4,699 1,567 耐震改修促進法の改正により、平成27年末までに耐震診断及び
国庫補助金 その結果の公表が義務付けられた不特定多数利用大規模建築

1,566 物等所有者に対する耐震診断費用の補助
道補助金 　・対象建築物要件

3,133 　　　病院、店舗、旅館等で階数3及び床面積の合計5,000㎡以上
　　　昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの
　・補助予定建築物　　 1件

（仮称）住まいの改修助成事業（新規） 20,000 20,000 緊急経済対策として実施してきた住宅リフォーム助成制度に
ついて、内容等を見直し
　・事業期間 平成27年度（1年間）
　・補助対象工事費 200千円以上⇒100千円以上
　・補助対象工事 設備機器に係る工事等の追加
　・補助額 地域商品券　100千円⇒50千円
　・補助件数 200件⇒400件
　・募集回数 2回/年⇒3回/年

地域優良賃貸住宅整備事業 27,102 27,000 102 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助
国庫補助金 　・子育て型　　 20戸（新規建設10戸、既存改良10戸）

13,500 　・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27年度整備予定の子育て型（既存改良）10戸及び

13,500 　　　平成28年度整備予定の事業者の選定

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 420,585 419,689 896
国庫補助金 公営住宅建替

210,289 　・大空団地3街区
市債 　・（光1号棟） 建設工事　　平成26～27年度（継続費2年目）　2階建14戸

209,400 外構工事

ストック総合改善
　・柏林台団地北町 ガス給湯設備改修
　・公園東町団地 EV改修、給水設備改修
　・川西団地 手すり設置、緊急通報装置設置、段差解消
　・新緑団地 外壁塗装
　・緑央団地 屋上・外壁改修、ガス管交換
　・緑ヶ丘団地 屋上防水、手すり設置、緊急通報装置設置、段差解消
　・大空団地4街区 ガス管交換
　・（藤、桜）

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

とかち広域消防事務組合分担金（新規） 18,467 18,467 消防の広域化に向けたとかち広域消防組合の設立に伴う 管内分担金総額　46,641千円
組合運営費分担金 市負担率　39.59%
　　・設立時期 平成27年5月（予定） 平成28年4月広域化開始予定
　　・議会経費 均等割20%、議員定数人口割80%
　　・事務局経費 均等割20%、人口割80%

職員体制 10人
　　・十勝圏職員兼任 １4人
　　・広域消防準備室 １6人

消防車両整備事業 75,570 70,900 4,670 水槽付消防ポンプ自動車の更新
市債 　・配置場所　　　南出張所

70,900
消防ポンプ自動車の更新
　・配置場所　　　帯広第５分団詰所

消防救急無線デジタル化事業 987,033 987,029 4 消防救急無線について、現行のアナログ方式の使用期限が 平成26年度12月補正予算計上
雑入 平成28年5月末であることから、デジタル化を実施 （平成27年度に繰越）

889,629 　・各消防本部が一般的な地域災害活動で使用する活動波 平成28年度　運用開始
市債 　・及び非常時の職団員招集に使用するサイレン設備等を整備

97,400 　・整備業務について、町村の5消防本部から事務を受託

高機能指令センター整備事業 1,104,632 1,104,604 28 指令センターについて、消防広域化に伴う整備を実施 平成26年度12月補正予算計上
雑入 　・整備業務について、町村の5消防本部から事務を受託 （平成27年度に繰越）

758,704 平成28年度　運用開始
市債

345,900

消防救急デジタル無線、高機能指令センター 4,098 3,528 570 平成28年3月に供用開始となる消防救急デジタル無線、 市負担率　13.899%
管理費（新規） 雑入 指令センターに係る維持管理経費

3,528

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

消 防 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

こども学校応援地域基金プロジェクトの創設 こども学校応援地域基金の創設や既存事業の強化を通じた ※平成28年度基金創設予定
（新規） 地域ぐるみでこどもを応援する仕組みづくり

1,700 1,700 こども学校応援地域事業推進委員会の立ち上げ 事業費総額　17,820千円
国庫補助金 　　・推進委員会の開催 平成26年度3月補正予算計上

1,700 　　・ボランティア、コーディネーターの支援、広報活動
　　・ボランティアの情報共有・交換の場の設置　等

500 500 おびひろっ子絆支援事業　
　特に学校と地域の連携の充実に資する取組

1,000 1,000 おびひろっ子地域支援事業　
　学校支援地域本部事業の充実

クラウド型共有サーバーシステムの導入（新規） 936 936 教育研究所のコンピュータシステムにクラウド型共有サーバー
システムを導入
　・独自教材の共有化、家庭学習への活用
　・学校ホームページ等の情報発信の充実

特別支援教育補助員の配置（拡充） 2,045 2,045 ADHD（注意欠陥・多動性障害）やLD（学習障害）等の傾向を有 事業費総額　64,490千円
する児童生徒を抱え、学級運営に支障をきたしている学級を支
援するため、特別支援教育補助員を増員
　・補助員　 2人増

生活介助員の配置（拡充） 1,616 1,616 介助が必要な児童生徒の教育機会を確保するため、障害の程 事業費総額　49,937千円
度に応じた授業中の介助、車いすでの教室間の移動介助等を
行う生活介助員を増員
　・介助員　 1人増

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

教 育 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

特別支援学級の設置（拡充） 2,533 2,533 知的学級に在籍する児童生徒の増加や、一人一人の教育的
ニーズへのきめ細かな対応を目的とし、知的学級を拠点校方式
から自校方式へ計画的に移行
　・知的学級新設（自校方式への移行）　4校
　　（東小、啓西小、開西小、第八中）
　・情緒学級新設　1校
　　（八千代中）

教育環境デジタル化推進事業（校務用）（拡充） 13,327 13,327 校務処理の効率化を目的とした校務用コンピュータ機器の増設 事業費総額　33,474千円
　・校務用PC 422台増設
　・整備率　57％　⇒　100％　

義務教育施設整備

光南小学校 20,256 20,251 5 屋内プール吊り天井の落下防止対策として天井撤去補修
国庫補助金

6,751 　
市債

13,500

豊成小学校 20,256 20,251 5 屋内プール吊り天井の落下防止対策として天井撤去補修
国庫補助金

6,751
市債

13,500

啓西小学校 30,013 30,013 屋内プール吊り天井の落下防止対策として落下防止ネット等
国庫補助金 の設置

10,013
市債

20,000

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

学校トイレの洋式化 10,000 10,000 小中学校の和式便器を洋式便器に改修
　・250千円×40基
　（うち4基は、避難所指定されている学校の体育館トイレ）

開西小学校 30,000 22,500 7,500 校舎屋根の屋上防水工事
市債

22,500

緑丘小学校 36,500 27,300 9,200 校舎温水ボイラーの改修工事
市債 ・天然ガス化によるCO2削減

27,300

中学校机・椅子の更新（新規） 2,009 2,009 老朽化に対応するため中学校の机・椅子を更新 債務負担行為設定
　・机・椅子4,500セット　7年リース 限度額：61,300千円
　・3年生から1年生の順に、学年ごとに3年で導入 期間：平成27～36年度

第46回全国中学校サッカー大会の開催 2,500 2,500 全国中学校体育大会　全国中学校サッカー大会の開催
　・開催日 　　　　　　　平成27年8月19日～24日
　・開催場所　　　　　　帯広の森球技場、帯広の森陸上競技場、
　　　　　　　　　　　　　　グリーンパーク
　・参加チーム数　　　 32チーム
　・参加選手・役員数　 約1,180人

南商業高校机・椅子の更新（新規） 804 804 老朽化及び新JIS規格（天板サイズの拡大）に対応するため 債務負担行為設定
帯広南商業高等学校の机・椅子を更新 限度額：7,700千円
　・机・椅子600セット　7年リース　　 期間：平成27～34年度

備　　　　　　　考

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

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

南商業高校屋内運動場省エネルギー化事業 439 439 リースによる帯広南商業高等学校屋内運動場照明のLED化 債務負担行為設定
　・8年リース 限度額：4,300千円

期間：平成27～35年度

（仮称）文化活動功労賞の新設（拡充） 文化賞・文化奨励賞に加え、分野に関わらず、長年地道に 既存の賞の選考基準
継続している文化活動や文化振興活動をしている個人や団 　文化賞
体を顕彰する賞の新設 　　活動歴　20年以上　　　　　　 
　選考基準 　　年齢　　 60歳以上
　　・活動歴　 25年以上 　文化奨励賞
　　･年齢 75歳以上（個人の場合） 　　活動歴　10年以上　　　　　　 

　　年齢　　 20歳以上60歳未満

アイヌ伝統的生活空間（イオル）再生事業 10,307 7,711 2,596 アイヌ文化の伝承活動推進のため、その拠点となるアイヌの 事業費総額　10,507千円
（拡充） 雑入 人々の生活圏であったイオルの再生・整備

7,711 　・自然素材活用の拠点（上士幌町音更川隣接地）
　　　アイヌの有用植物を学ぶ空間整備、自然素材の栽培、
　　　採取、加工、調整、保存
　･情報発信及び伝承活動の拠点（百年記念館・生活館）
　　　博物館等との連携・協力のもと、普及啓発、体験交流、
　　　伝承・研究活動
　・アイヌ文化推進員 1人配置
　　　アイヌ文化の理解促進及び普及・啓発、各アイヌ施策等
　　　の推進

グリーンステージ改修事業 4,500 4,500 施設の安全性確保と緑ヶ丘公園の景観改善のための
ステージ塗装・修繕

百年記念館展示室省エネルギー化事業 528 528 リースによる百年記念館常設・特別展示室照明のLED化 債務負担行為設定
　・8年リース 限度額：4,100千円

期間：平成27～35年度
（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

新たな総合体育館整備事業 13,438 13,438 平成26年度に実施したPFI導入可能性調査の結果に基づき、 債務負担行為設定
PFI方式により整備 限度額：17,900千円
　・実施方針・要求水準書（案）の策定、公表 期間：平成27～28年度

フードバレーとかちマラソン大会の開催（拡充） 400 400 市民へのスポーツ機会の提供、競技性とイベント性の要素の 事業費総額　3,900千円
マッチングによる地域活性化を目的として実施
　・開催日　　　　　　平成27年11月1日
　・参加予定人数　　5,000人
ボランティア、参加人数（リタイア選手）の増に伴う送迎体制の
充実

日本クラブユースサッカー選手権大会の開催 2,000 2,000 第30回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会の開催
　・開催日 　　　　　　　平成27年8月3日～12日
　・開催場所　　　　　　帯広の森球技場、帯広の森陸上競技場、
　              　　　　　　グリーンパーク　他
　・参加チーム数　　　 48チーム
　・参加選手・役員数　 約1,500人

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

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

国民健康保険の持続的な運営 2,134,539 864,099 1,270,440 医療費の増等に伴う保険料の改定 ※事業費は一般会計繰入金
国庫負担金 　⇒一人当たり保険料改定率：約2.3% 平成26年度保険料改定率：

193,193 　　（保険料軽減一般会計繰入：254,456千円） 約1.3％
道負担金 　　（基金繰入：180,000千円）

670,906 　・賦課限度額の改定　
　・あ医療保険分　　　　　　　51万円⇒52万円
　・あ後期高齢者支援金分　16万円⇒17万円＊85万円
　・あ介護納付金分　　　　　 14万円⇒16万円
　・保険財政共同安定化事業の対象医療費の拡大　等
医療費の適正化
　・データヘルス計画の策定、実施
　・データヘルス計画と連動した特定健診、特定保健指導
　・受診率向上対策の実施

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

国 民 健 康 保 険 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

介護保険事業計画策定に基づく保険料改定 12,279,581 10,707,294 1,572,287 第六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

2,591,208 　・現行4,890円　⇒　5,470円
国庫負担金 　・保険料抑制に係る措置

2,224,834 　　介護給付費準備基金繰入　　　　323,000千円（3年総額）
国庫補助金

613,978
支払基金交付金

3,438,282
道負担金

1,766,028
繰入金

72,960
繰越金

1
延滞金及び過料

1
雑入

2

介護予防事業（見直し） 67,705 59,242 8,463 介護保険法改正による、介護予防給付（要支援1・2）における
介護保険料 訪問介護及び通所介護サービスの地域支援事業への移行へ

14,895 向けた、事業実施量の確保等
国庫補助金 　・はつらつ健康塾（二次予防事業）実施回数の増

16,926 　・ひろびろ元気教室（一次予防事業）実施回数の増
支払基金交付金 　・二次予防事業対象者把握事業の効率化

18,958
道補助金

8,463

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

生活支援サービスの体制整備事業（新規） 38 38 地域における互助の仕組みを充実させるため、生活支援 ※民生費で計上
サービスの体制整備に関する研究会を設置

地域包括支援センター運営業務（拡充） 24,602 19,805 4,797 各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し 事業費総額：161,919千円
介護保険料 認知症施策を推進

5,413 　・認知症地域支援推進員　　4人増
国庫補助金

9,595
道補助金

4,797

在宅医療・介護連携推進事業（新規） 400 322 78 地域での生活を支える、在宅医療と介護の連携を推進する
介護保険料 ため、地域資源の把握や関係機関等との協議等を実施

88
国庫補助金

156
道補助金

78

認知症ケアパスの作成（新規） 207 207 認知症ケアパス（認知症の状態に応じた適切なサービス提供 ※総務費で計上
の流れ）の作成、周知

介護給付等費用適正化事業（拡充） 1,255 1,010 245 介護給付適正化に向け、ケアプラン点検の一部外部委託を
介護保険料 実施し、ケアプランの質の向上を図る

276
国庫補助金

489
道補助金

245

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

36



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

中島霊園整備事業 14,700 14,700 0 墓地需要に合わせた墓所の造成
寄附金 　・4㎡ 194区画

1,000 合同納骨塚周辺の植栽
市債

13,700

水道施設更新基本計画策定（新規） 5,873 5,800 73 災害に強い水道施設の構築、安全・安心な水の供給に向け、 事業費総額　15,873千円
市債 耐震診断を含めた中長期的な施設更新計画の策定 10,000千円は一般会計

5,800 　・現地調査、施設耐震診断、地質調査 （農林水産業費）で計上

農村下水道整備 43,248 37,375 5,873 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公
分担金及び 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

7,675
市債

29,700

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

中 島 霊 園 事 業 会 計

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
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

ばんえい競馬の開催 12,960,297 12,960,297 0 ばんえい競馬開催 債務負担行為設定
収益事業収入 　開催日　 152日 （H26 ： 153日） （ナイター開催用照明器具
12,366,000 　ナイター開催　 97日 （H26 ： 95日） LED化事業）

手数料 　・報償費の増額、生産者対策の強化 限度額：22,000千円
1,428 　・情報提供の充実、レース映像のＨＤ化 期間：平成27～32年度

財産運用収入 　・照明器具のＬＥＤ化等の省エネ対策、更なるコスト削減
408 　・収益確保策の強化

寄附金 平成26年度当初予算額
1 11,382,810千円

繰入金 平成26年度12月補正後予算額
15,000 12,459,254千円

市預金利子
1

雑入
577,459

事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

ば ん え い 競 馬 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

滑走路等路面性状調査（新規） 32,400 32,400 老朽化した滑走路等の改良に向けた調査等の実施 平成26年度　　耐震調査
　・アスファルト路面の劣化状況調査 平成30年度　  路面性状調査、

　ひび割れ、わだちぼれ、平坦性調査　等 　　　　　　　　　基本設計（予定）

南臨時駐車場整備事業（新規） 2,500 2,500 駐車場不足に対応するため、南臨時駐車場の拡張工事を実施
　・駐車場拡張工事
　　拡張内容　20台分　土砂路面
　　面積　　　　1,960㎡⇒2,520㎡
　・防犯灯設置工事
　　LED型防犯灯　5台

空港管理車両更新事業 123 123 スノースイーパーの更新
　・最大除雪幅　　　　3.9ｍ
　・最大送風能力　　180ｍ/ｓ

譲渡事業を活用

名古屋線就航支援事業（見直し） 3,000 562 2,438 名古屋線就航に伴う支援策として、十勝管内や名古屋地域等 事業費総額　6,500千円　
使用料及び においてキャンペーンやPR事業等を実施
手数料 ・アウトバウンド事業

562 　　　就航継続を周知するためのPR
　名古屋の観光団体と連携したキャンペーン　等
・インバウンド事業
　　中京圏での路線PR
　　レンタカー利用者への「スイーツめぐり券」の配付　等
・実施時期　平成27年4～8月

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

空 港 事 業 会 計

債務負担行為設定
（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ） 限度額：67,000千円

期間：平成27～33年度
※北海道市町村備荒資金組合
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

稲田浄水場設備機器更新事業 446,300 446,300 継続費設定（平成27～29年度）
企業債 総事業費　1,401,060千円

446,300 　・電気計装設備　　送配水ポンプ動力・計装設備、受変電設備
　・機械設備　　　　　送配水ポンプ設備

南町配水場改築事業 304,877 304,877 施設の老朽化と耐震性能の確保を目的とした改築工事の実施 継続費3年目（平成25～27年度）
企業債 昭和28年給水開始施設 総事業費　1,107,417千円

304,800 　・南町配水池(2池)及び受変電盤・ポンプ室等
内部留保資金

77

中島配水場整備事業 175,886 175,886 平成28年度末供用開始予定
企業債

175,800 　・工事期間　平成27～28年度
内部留保資金 　・橋梁添架管　　330ｍ

86

配水管整備事業 992,100 992,100 管路整備 一部平成26年度3月補正予算で
負担金 　・第７次配水管整備事業 3,113 m 債務負担行為新規設定

27,500 　・管路近代化事業 10,761 m ：292,700千円
企業債

514,600
内部留保資金

450,000

インフラ基本計画策定事業 6,500 6,500
内部留保資金

6,500
　・水道施設老朽化対策長期計画

資産の状態を客観的に把握・評価することで、施設の効率的な管
理運営を検討するとともに、中長期的な財政状況を考慮した基本
計画を策定

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

水 道 事 業 会 計

水道の根幹施設である稲田浄水場施設の老朽化対策として、機
器設備の更新を実施

中島配水区の安定供給を目的に、十勝中部広域水道企業団から
受水するための整備の実施
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

下水道長寿命化事業 170,000 167,060 2,940 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化工事 1,400 m

49,500 　・TVカメラ調査 14,100 m
企業債 　・実施設計委託 2,000 m

100,500
内部留保資金

17,060

公共下水道整備事業 429,900 429,900 汚水管整備 310 m 平成27年度末整備率
国庫補助金 雨水管整備 2,012 m 　汚水整備率 99.0%

100,200 　雨水整備率 69.6%
企業債 一部平成26年度3月補正予算に

329,700 計上（平成27年度に繰越）
：72,400千円
一部平成26年度3月補正予算で
債務負担行為新規設定
：36,300千円

下水道空洞調査事業（新規） 10,000 10,000 0

内部留保資金

10,000 　・車道部延長 40,500 m
　・歩道部延長 10,000 m

終末処理場施設改修事業 212,600 211,436 1,164 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 　・中央監視装置更新工事 継続費3年目（平成25～27年度）

115,960 総事業費　775,950千円
企業債 　・長寿命化計画策定等

90,700
内部留保資金

4,776

備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計

路面陥没を未然に防止するため、地中レーダーにより空洞を確
認し修繕等を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

41



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

インフラ基本計画策定事業 15,000 15,000
国庫補助金

7,500
内部留保資金 　・管渠長寿命化基本構想

7,500 　・維持管理基本計画

備　　　　　　　考

資産の状態を客観的に把握・評価することで、施設の効率的な
管理運営を検討するとともに、中長期的な財政状況を考慮した
基本計画を策定

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容
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