
平成２３年度

帯広市各会計予算（案）

政 策 推 進 部 財 政 課



平成２３年度　各会計予算総括表
　　　（単位：千円・％）

平 成 ２ ３ 年 度 平 成 ２ ２ 年 度

会計名 予 算 額 ６ 月 補 正 後 増減率

80,371,000 80,646,567 △ 275,567 △ 0.3

国民健康保険会計 18,439,162 17,736,467 702,695 4.0

老人保健会計 7,225 △ 7,225 皆減

後期高齢者医療会計 1,772,603 1,682,316 90,287 5.4

介護保険会計 10,278,396 9,695,850 582,546 6.0

中島霊園事業会計 45,219 67,296 △ 22,077 △ 32.8

簡易水道事業会計 66,320 56,806 9,514 16.7

農村下水道事業会計 117,352 109,112 8,240 7.6

ばんえい競馬会計 11,192,186 11,119,643 72,543 0.7

駐車場事業会計 194,155 183,908 10,247 5.6

空港事業会計 650,905 642,152 8,753 1.4

42,756,298 41,300,775 1,455,523 3.5

収　入 4,575,283 5,000,603 △ 425,320 △ 8.5

支　出 5,806,956 6,113,250 △ 306,294 △ 5.0

収　入 5,346,030 5,696,158 △ 350,128 △ 6.1

支　出 6,853,184 7,043,207 △ 190,023 △ 2.7

収　入 9,921,313 10,696,761 △ 775,448 △ 7.2

支　出 12,660,140 13,156,457 △ 496,317 △ 3.8

収　入 133,048,611 132,644,103 404,508 0.3

支　出 135,787,438 135,103,799 683,639 0.5

区  分 比　較　増　△　減

一 般 会 計

企　業　会　計　合　計

総 合 計

特 別 会 計 合 計

下水道事業会計

水道事業会計
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平成23年度予算　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 21,570,884 26.8 21,089,435 26.2 481,449 2.3

10. 地 方 譲 与 税 918,777 1.1 922,254 1.1 △ 3,477 △ 0.4

15. 利 子 割 交 付 金 74,789 0.1 53,490 0.1 21,299 39.8

16. 配 当 割 交 付 金 18,297 0.0 4,544 0.0 13,753 302.7

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,957 0.0 9,525 0.0 △ 5,568 △ 58.5

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,738,323 2.2 1,834,507 2.3 △ 96,184 △ 5.2

20. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 4,775 0.0 5,286 0.0 △ 511 △ 9.7

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 167,786 0.2 149,963 0.2 17,823 11.9

35. 国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

97,283 0.1 95,510 0.1 1,773 1.9

37. 地 方 特 例 交 付 金 206,164 0.3 226,680 0.3 △ 20,516 △ 9.1

40. 地 方 交 付 税 15,597,994 19.4 14,566,911 18.1 1,031,083 7.1

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 38,300 0.1 41,600 0.1 △ 3,300 △ 7.9

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 800,240 1.0 782,092 1.0 18,148 2.3

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,167,034 2.7 2,205,141 2.7 △ 38,107 △ 1.7

60. 国 庫 支 出 金 13,212,779 16.4 12,519,592 15.5 693,187 5.5

65. 道 支 出 金 4,216,800 5.3 5,038,416 6.2 △ 821,616 △ 16.3

70. 財 産 収 入 197,107 0.2 247,118 0.3 △ 50,011 △ 20.2

75. 寄 附 金 3,001 0.0 1,172 0.0 1,829 156.1

80. 繰 入 金 139,407 0.2 326,555 0.4 △ 187,148 △ 57.3

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

90. 諸 収 入 11,580,765 14.4 11,387,533 14.1 193,232 1.7

95. 市 債 7,616,537 9.5 9,139,242 11.3 △ 1,522,705 △ 16.7

80,371,000 100.0 80,646,567 100.0 △ 275,567 △ 0.3合 計

平　成　２３　年　度 平成２２年度（６月補正後） 比　較　増　△　減
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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 465,361 0.6 334,757 0.4 130,604 39.0

10. 総 務 費 2,207,034 2.7 2,520,645 3.1 △ 313,611 △ 12.4

15. 民 生 費 27,629,432 34.4 24,859,962 30.8 2,769,470 11.1

20. 衛 生 費 3,291,920 4.1 3,089,469 3.8 202,451 6.6

25. 労 働 費 429,341 0.5 332,632 0.4 96,709 29.1

30. 農 林 水 産 業 費 2,648,274 3.3 3,825,025 4.8 △ 1,176,751 △ 30.8

35. 商 工 費 8,617,480 10.7 8,230,788 10.2 386,692 4.7

40. 土 木 費 5,582,130 6.9 6,245,356 7.8 △ 663,226 △ 10.6

45. 消 防 費 391,046 0.5 181,616 0.2 209,430 115.3

50. 教 育 費 6,343,184 7.9 6,479,383 8.0 △ 136,199 △ 2.1

53. 災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0.0 0 #DIV/0!

55. 公 債 費 10,185,658 12.7 10,580,807 13.1 △ 395,149 △ 3.7

60. 諸 支 出 金 1,393,373 1.7 2,273,830 2.8 △ 880,457 △ 38.7

65. 職 員 費 11,146,767 13.9 11,652,297 14.5 △ 505,530 △ 4.3

70. 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

80,371,000 100.0 80,646,567 100.0 △ 275,567 △ 0.3

平　成　２３　年　度

合 計

平成２２年度（６月補正後） 比　較　増　△　減
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

防犯灯省エネルギー化促進事業 24,570 24,570 従前：40,000円を上限に9割補助

　・新設　150灯
　・更新　500灯

核兵器廃絶平和都市推進事業 1,177 1,177 核兵器廃絶平和都市宣言20周年記念事業等
　・核兵器廃絶・平和展
　・20周年記念式典・平和コンサート
　・被爆体験「語り部の会」
　・語り部等のＤＶＤ制作
　・防空壕跡の史跡表示

コミュニティ施設整備

稲田南福祉センター 12,000 9,000 3,000 駐車場実施設計、整備工事
市債 　・整備面積　1,180㎡

9,000

帯広の森コミュニティセンター 7,500 7,500 外壁改修工事

姉妹都市交流事業

大分市姉妹都市締結45周年記念事業 950 950 市長、議長、職員2人

　・3泊4日

3,500 3,500 市長、議長、職員5人
基金繰入金

3,500 　・5泊7日

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

LEDなどの省エネルギー防犯灯の新設、更新について、1灯あたり
37,800円を上限に設置費の9割を補助

子ども親善訪問団を主体とする相互訪問を実施し、姉妹都市交流
の次世代展開を図る

総 務 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

マディソン市国際姉妹都市締結5周年記念事
業

帯広・マディソン交流協会と実行委員会を組織し、記念親善訪問団
を派遣
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

森の交流館・十勝整備 30,522 28,322 2,200 ・太陽光発電設置工事（10kWh）
道補助金 ・照明器具LED化電気工事（102灯）

28,322 ・多目的ホール北側避難通路改修工事

定住自立圏構想推進事業（新規） 1,590 1,590

まちづくり基本条例の適合状況等の検討 978 978 市民参加によるまちづくり基本条例の適合状況等の検討
　・市民検討委員会の設置

住民基本台帳システムの改修 39,140 39,140 H21.7.15　公布
H24.7.15までに施行

高等教育機関整備等推進事業 6,844 6,844 国内外の大学等との連携推進
（うち拡充分） 　・帯広畜産大学と国内外の大学等との連携に向けた協議、

5,200 5,200 　　調査等の実施

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

定住自立圏形成協定の締結
定住自立圏共生ビジョン策定

住民基本台帳法改正に対応するため、住民基本台帳システム改修
のほか、住民情報を活用する各種システムの改修を実施

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

障害者等福祉的活動基盤整備 230,000 182,100 47,900
（第六中学校跡施設改修） 道補助金

49,000
市債

133,100 　・改修内容
　　　建築基準法、消防法等に基づく耐震補強、防火設備改修
　　　エレベーターの設置
　　　オストメイトトイレの整備、施設内のバリアフリー化　　等

地域介護・福祉空間整備事業 458,955 458,955
道補助金

458,955
　・小規模多機能型居宅介護施設　　2ヵ所
　・地域密着型介護老人福祉施設　　2ヵ所

　・整備数　　1ヵ所

幼稚園就園奨励費（拡充） 154,280 51,426 102,854 保護者負担の軽減のため補助単価を増額
国庫補助金 （第1子の場合）

51,426 　　生活保護世帯 220,000円　⇒　223,200円

（うち拡充分） 　　市民税非課税世帯 190,000円　⇒　193,200円

4,656 1,552 3,104 　　市民税所得割課税額34,500円以下 106,000円　⇒　109,200円

国庫補助金 　　市民税所得割課税額183,000円以下 　43,600円　⇒　 46,800円

1,552

幼稚園特別支援教育補助（新規） 1,000 1,000

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

障害者の就労支援、相談支援事業の強化、ノーマライゼーションの
推進など、障害者、高齢者、地域住民、福祉事業者、ボランティア
グループ等と行政が一体となって実施する様々な活動の場として
の施設改修

特別支援教育を実施する幼稚園に対し、受け入れ体制整備に必要
となる経費を補助

小規模福祉施設における防火管理体制等の見直しに対応するた
め、認知症高齢者グループホームのスプリンクラー設置経費への
助成

　・特別支援児童1人あたり100千円を限度に補助

民 生 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

要介護高齢者等を対象とした小規模多機能型居宅介護施設（登録
定員25人以下）及び地域密着型介護老人福祉施設（定員29人）整
備への助成
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

子ども手当（拡充） 3,246,301 2,919,984 326,317 3歳未満の児童を対象に支給額を増額 対象児童総数：19,206人
国庫負担金 　　従前　13,000円/月　⇒　4月以降　20,000円/月

2,593,670 　　対象児童数：3,573人
道負担金

326,314
（うち拡充分）

250,152 250,152
国庫負担金

250,152

保育所整備 310,000 261,900 48,100 豊成保育所移転改築
市債 　・建設予定地　 稲田町東1線11番3、4、5

261,900 　・構造　 鉄筋コンクリート造　2階建
　・延床面積　 1,061.97㎡
　・定員 120人
　・開所予定日 平成24年4月1日
　・省エネ化設備

児童保育センター整備

豊成児童保育センター 87,087 71,736 15,351 豊成児童保育センター移転改築
道補助金 　・建設予定地　 稲田町東1線7番地20

14,336 　・構造　 木造　平屋建
市債 　・延床面積　 422.25㎡

57,400 　・開所予定日 平成24年4月1日
　・省エネ化設備 LED照明

栄児童保育センター 5,300 4,200 1,100 栄児童保育センター移転改築実施設計
市債 　・開所予定日　平成25年4月1日

4,200

児童保育センター分室 25,500 19,066 6,434 入所児童数の増加に対応した施設の整備
道補助金 　・明和…民間施設を借用した分室整備

6,666 　・広陽…民間施設を借用した分室整備
市債 　・川西…川西小学校に拡充整備

12,400

事　　　　　　　業　　　　　　　名

太陽光発電設備、天然ガスボイラー、LED照明

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

特別保育事業（拡充）

延長保育の拡大 122,963 67,066 55,897 公立保育所での延長保育（18：00～19：00）を開始
道補助金 　・緑ヶ丘、ひばり、松葉

66,000
雑入

1,066
（うち拡充分）

4,927 456 4,471
雑入

456

乳児保育の拡大 302,307 165,924 136,383 栄保育園での乳児受入枠拡大（3人）
負担金

39,805
国庫負担金

84,079
道負担金

42,040
（うち拡充分）

5,903 3,634 2,269
負担金

713
国庫負担金

1,947
道負担金

974

子育て応援事業所登録事業（拡充） 150 150 子育てサポーター事業を追加
　・子育てに優しい市民向けサービスを提供する事業所、個人

　　商店（「子育てO（オー）縁隊」）の登録を拡大

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

放課後子ども教室（拡充） 7,877 7,001 876 放課後子ども教室の拡充 実施校：計　17校
道補助金 　・新規　2校　予定

2,678
基金繰入金

4,323
（うち拡充分）

299 299
基金繰入金

299

児童会館施設整備 15,652 11,200 4,452 ・耐震補強実施設計
市債 ・プラネタリウム操作卓改修、デジタル投影機設置

11,200

乳幼児等医療給付（拡充） 384,519 136,422 248,097 乳幼児等医療費助成制度拡充 平成23年4月1日より開始
道補助金 　・拡充内容

114,706 　　住民税非課税世帯の小学生の通院医療費自己負担分につ
雑入 　　いて全額助成

21,716 　　対象児童数：717人
（うち拡充分）

15,292 15,292

生活保護世帯自立支援事業 13,747 13,747 生活保護受給者の自立支援の充実、強化に向けた新たなプロ
国庫補助金 グラムの実践

11,128 　・社会参加プログラム（参加予定数　36人）
道補助金 　　　週1回程度の就労体験

2,619 　　　カウンセリングの実施
　・中学生学習支援プログラム（参加予定数　10人）
　　　中学生に対する学習指導
　　　世代間や地域との交流
　・自立支援協議会の継続

　　　実践結果の検証
　　　新たな自立支援プログラムの検討・策定

（　債務負担行為新規設定　)

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

特定不妊治療費助成（拡充） 4,500 4,500 特定不妊治療初年度に限り、助成回数を年2回から3回に拡充
（うち拡充分） （1回当たり国・道が150千円、市は75千円を上限に助成）

1,500 1,500

大腸がん検診（拡充） 40,793 6,716 34,077 大腸がん検診受診率向上のため、対象者に対し無料クーポン
国庫補助金 券を配布

6,716 　・対象者　40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
（うち拡充分）

13,437 6,716 6,721
国庫補助金

6,716

予防ワクチン接種事業 92,634 44,625 48,009 各種予防ワクチン接種を全額公費負担で実施 平成22年度からの繰越明許に
道補助金 　・子宮頸がん予防ワクチン接種 よる対応を含めた対象者

44,625 　　対象者 13歳（中学1年） 　・子宮頸がん予防ワクチン
　　接種回数 3回 　　　13歳（中学1年）
　・ヒブワクチン接種 ～16歳（高校1年）
　　対象者 0歳（生後2ヶ月以降） 　・ヒブワクチン、小児用肺炎
　　接種回数 4回（4回目は3回目接種から1年後） 　　球菌ワクチン
　・小児用肺炎球菌ワクチン接種 　　　生後2ヶ月～5歳未満
　　対象者 0歳（生後2ヶ月以降）
　　接種回数 4回（4回目は生後12ヶ月～15ヶ月、ただし3回

目から60日以降）

糖尿病予防講座（新規） 650 650 糖尿病予備群の市民を対象に3回セットの講座を開催し、糖尿
病予防を促進
　・講座内容 調査、測定、講義及び実践後の評価
　・対象者 糖尿病予備群にある人
　・定員 80人（1回20人×4クール）

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

衛 生 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

自殺対策推進事業 1,469 1,469 北海道の基金を活用した、自殺対策の推進
道補助金 　・講演会

1,469 　・普及啓発事業 等

環境モデル都市行動計画事業

環境モデル地域の選定 チャレンジ25の取組の一環として、省エネに対する先進的な取 平成24年度から具体的な取組
組を実施する町内会（「環境モデル地域」）を、プロポーザル方 開始
式等により選定

新エネルギー導入促進事業（拡充） 253,540 250,752 2,788 住宅用太陽光発電システム導入促進貸付金
国庫補助金 　貸付上限額の拡充（1,500千円→1,700千円）

2,280 　・貸付枠70件
貸付金元利収入 　・無利子融資

248,472
（うち拡充分）

14,322 14,144 178
国庫補助金

144
貸付金元利収入

14,000

環境家計簿優秀世帯表彰（新規） 30 30 環境家計簿の成績上位世帯に対して表彰を行い、環境家計簿
の利用促進を図り、家庭部門からの二酸化炭素排出量を削減

環境基金積立金 6,000 6,000 公共施設等省エネ事業（道路照明灯交換等）効果額の１/2を
翌年度に積立

事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

『第11回全国菜の花サミット in とかち』の開催 1,000 1,000 菜の花を中心とした地域自立の資源循環サイクルづくりの成
果報告、体験交流等を行うため全国大会を開催するとともに、
農業・食・環境・観光を結び付けた十勝の取組を全国に発信
　期間： 平成23年6月18日（土）～19日（日）
　会場： とかちプラザ、帯広競馬場、豊頃町える夢館

環境学習支援事業（新規） 497 497 ごみ収集車を環境学習用に改造し、総合学習等において、体験
を通じた学習機会を提供

おむつの無料収集（新規） おむつの無料収集を開始
　従　　前　：

　無料収集：

乳児及び要介護３以上の者等に一定枚数の指定ご
み袋の配布し、負担を軽減

透明又は半透明の袋に入れて、燃やすごみの日に
排出することで、対象を限定せず全て無料収集

事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

緊急雇用創出推進事業 348,797 348,797
道補助金

348,797
　・23事業 雇用者数　244人（うち新規雇用　225人）
　　うち総務費計上 1事業 115,497千円
　　うち農林水産業費計上 1事業 12,905千円

ふるさと雇用再生特別対策事業 126,414 126,414
道補助金

126,414
　・3事業 雇用者数　38人（うち新規雇用　37人）

北海道の基金を活用した、離職者、非正規労働者等の一時的なつ
なぎの雇用機会を創出

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

北海道の基金を活用した、地域の実情や創意工夫に基づく地域求
職者等の雇用機会を創出

労 働 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名
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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 1,101 860 241 ・南上帯広地区（1年目　150ha）
国庫補助金 ・土地調査、意識調査、現況図・計画図の作成

860

新エネルギー利活用推進事業 700 700

　・適正作物の試験栽培及び検証

道営畑地帯総合整備事業 153,228 134,900 18,328 ・川西北地区 明渠、区画整理、暗渠、土層改良
雑入 ・大正北地区 明渠、区画整理、暗渠、土層改良

67,800 ・川西西地区 明渠、区画整理、暗渠、土層改良
市債 ・大正南地区 畑地かんがい、明渠、区画整理、暗渠、

67,100 土層改良
・川西中央地区 明渠、区画整理、暗渠、土層改良
・大正中島地区 計画樹立

道営草地整備事業 24,369 22,965 1,404
道委託金

116 　・農家　 草地整備改良、草地造成改良
雑入 　・牧場　 草地整備改良、隔障物整備、飼料調整貯蔵施設整備

10,349
市債

12,500

備　　　　　　　考

農業技術センターの太陽光パネルを活用した、農業分野における
新エネルギー利活用方法の検証

事　　　　業　　　　内　　　　容

農 林 水 産 業 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

自給飼料の増産と経営基盤の安定を図るため、酪農家及び八千
代牧場の草地を整備
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

新規就農研修者施設整備補助事業 20,000 20,000
道補助金

20,000

ばんえい十勝運営検討事業 510 510
　・検討委員会の設置
　・ばんえい競馬運営ビジョンの策定

市有林造成事業 33,407 27,763 5,644 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 　・新植、下刈、地拵、間伐、枝打、受光伐、補植等

20,863 　・新樹種（クリーンラーチ）の植栽
市債

6,900

フードバレーとかち推進事業
（農林水産業費計上分）

フードバレーとかち食･農活性化事業

十勝型生産技術基盤形成事業

ニューフロンティア資金の創設

土壌分析・飼料分析促進事業

先進的農業促進事業

とかちまるごとPR事業

備　　　　　　　考

事業費、事業内容等については、P33以降に掲載

酪農・畜産の担い手育成・確保、経営の安定に寄与するため、畜産
団体が整備する研修施設整備に対する支援

事　　　　業　　　　内　　　　容

ばんえい競馬継続開催に向けた運営のあり方について検討

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

企業立地促進事業

　・損失補償額 447,000 千円
　・期限 平成24年度末まで

工業団地立地奨励金（拡充）

　・要件緩和 従　前：2,300万円以上の投資
改正後：土地代含み2,000万円以上の投資

　・助成額 従　前：投資額の4％、上限1,000万円
改正後：投資額の8％、上限1,000万円

物産販路拡大事業 13,484 9,884 3,600 物産協会を通じた販路拡大事業
道補助金 　・物産展への出展の継続

9,884 　・物産販路拡大マッチング事業（緊急雇用創出事業） 労働費で予算計上
　　首都圏、関西圏、中京圏をターゲットとした販路開拓事業

・バイヤー招聘による商談会開催  　3回
・特産品販売プロモーション　　　  3回

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　　　　　業　　　　　　　名

商 工 費

左の財源内訳
事業費

西20条北工業団地の販売促進を図るため、工業団地立地奨励金
を平成24年度末まで期間を限定し拡充

産業開発公社が工業団地用地取得及び売却
のため金融機関から資金を借入れることに伴
う損失補償の延長

（　　債務負担行為設定　　） 西20条北工業団地に係る損失補償契約の期限が平成22年度末で
あり、未処分地に係る借入金に対する損失補償契約のための債務
負担行為を延長
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

地域観光圏連携事業（新規） 2,119 2,119 道内他都市と連携した観光客誘致事業の実施
①道内中核都市連携事業

参加都市： 札幌、旭川、函館、釧路、北見、帯広
目　　　的： 相互交流などによる交流人口の拡大
事業内容： WEBによる情報発信事業、中核都市フェア開催

道内周遊促進事業、共同プロモーション実施

②帯広-富良野-旭川連携事業
参加都市： 帯広、富良野、旭川
目　　　的：

事業内容： モデルコース設定に向けた素材確認
プロモーション事業、国内エージェント招聘

③北海道スイーツロード事業
参加都市： 札幌、旭川、砂川、帯広
目　　　的：

事業内容： 中国エージェントの招聘
スイーツマップの作成(中国語､英語､ハングル語)

フードバレーとかち推進事業（商工費計上分） 事業費、事業内容等については、P33以降に掲載

フードバレーとかちの推進
技術活用促進事業
６次産業化促進事業
食産業立地促進事業
ニューフロンティア資金の創設
富士宮市とのフードバレー交流
ベーカリーキャンプ2011
東アジア展開事業
国際農業機械展 in 帯広
中国観光プロモーション事業
フードバレーとかち食彩祭2011

事　　　　　　　業　　　　　　　名
左の財源内訳

事業費 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

とかち帯広空港・旭川空港を利用した「食とガーデ
ン」を柱とした観光ルートの造成

国のVisitJapan地方連携事業を活用したスイーツを
テーマとした中国からの観光客誘致
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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 500,000 454,966 45,034 特殊舗装打替工事 一部12月補正（繰越明許費）
国庫補助金 　・東1・2条仲通甲線 外86路線　　　　　　L=11,250m 50,000千円

3,366
市債 オーバーレイ工事

451,600 　・川西・上清川基線線、西5条南線 　 　　L=1,700m

道路側溝整備事業 40,000 36,000 4,000 側溝整備工事（雨水管の埋設）
市債 　・西22南2・14号線 外2路線　　　　　　　L=550m

36,000

道路照明灯省エネルギー化事業 8,000 8,000 道路照明灯の水銀ランプを高圧ナトリウムランプ等に更新
　・交換灯数 100灯

備　　　　　　　考

土 木 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

18



主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

道路橋りょう新設改良費 1,295,827 1,198,650 97,177 施　　工　　区　　間
国庫補助金 西16北2・1号線 西16条北2丁目 L=550m、W=12m（完了）

321,600 西16南1・西6号線 西16～17条北2丁目 L=255m、W=18m
雑入 西4条北1～3丁目 L=400m、W=20m（完了）

150 西8条南甲線 西8条南1～2丁目 L=240m、W=20m（完了）
市債 大和通線 西16条南1丁目～西17条南1丁目 調査、用地

876,900 柏林台東町 柏林台東町1丁目 L=130m、W=9～9.3m（完了）
西21南2・5号線 西21条南2丁目
白樺通西甲線 西5条南10丁目～西16条南2丁目
南14丁目西乙線 西6～9条南14丁目 L=280m、W=20m
鉄南火防線 西4条南17丁目～東4条南24丁目 調査
南6線甲線 南町南6線 L=145m、W=12.5m（完了）
南24丁目西線 西3～5条南24丁目 L=250m、W=20m（完了）
南町北・2号線 南町南6線 L=158m、W=12m（完了）
豊成西・12号線 西8・9条南41丁目、稲田町南9線西 L=296m、W=18m（完了）
市有2号道 稲田町基線

空港南町南12線 L=280m、W=8.5m
稲田町4号線 川西町西1線～稲田町西2線
川西・5号線 川西町西1線 用地
川西・7号線 川西町西1～2線 L=340m、W=12.5m、用地、補償

川西地区・大正地区 L=2,400m
市道現況調査

一部12月補正（繰越明許費）
30,500千円

交通安全施設整備費 29,000 26,100 2,900 施　　工　　区　　間
市債 川西・稲田西2線線 川西町西2線 L=680m、W=1.5m（完了）

26,100

L=560m、W=13m、補償、橋梁（完了）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費

路　　線　　名　等 事　業　内　容　等

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等

西4条北線

L=300m、W=12m（完了）
L=600m、W=6m、啓発サイン等（完了）

L=250m、W=6m、用地、補償（完了）

別府・空港南町西9号線

農村地区生活環境整備
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

街路整備費 576,690 566,500 10,190 施　　工　　区　　間
国庫補助金 玄武通 西15条北6丁目～西16条北2丁目 L=100m、W=18m、函渠、用地、補償

327,000 木賊原通 西7～12条北4丁目 調査
雑入 啓北グリーンロード 西9条北１丁目～西8条北2丁目 L=200m、W=27.3～30.94m、用地

300 東大通 東4条南3～5丁目 調査
市債 青柳通 西8条南29～34丁目 調査

239,200 学園通 西11～12条南41丁目 L=323m、W=27m（完了）
公園東通 稲田町基線、西12条南41丁目 L=389m、W=21m（完了）

公園整備費 308,547 241,640 66,907 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等
国庫補助金 共和公園 西17条南5丁目 施設整備

129,140 稲田第１児童公園 西11条南40丁目 施設整備
市債 機関庫の川公園 川西町基線・西1線 施設整備

112,500 ハヤブサ公園 川西町基線・西1線 施設整備
中島霊園 西21～22条北5丁目 緑地整備、用地取得、物件補償
大山緑地 西17条南6丁目 施設整備、用地取得

一部12月補正（繰越明許費）
90,000千円

公園バリアフリー化整備 110,396 104,500 5,896 園路の段差解消やトイレの多目的化など公園をバリアフリー化
国庫補助金 　・西町公園、柏林台公園、かつら児童公園、自由が丘公園、

55,000 　　発祥の地公園
市債

49,500

『第62回北海道植樹祭 in おびひろ』の開催 2,500 2,500 道民との協働の森づくりとして開催
基金繰入金 　・開催日 平成23年5月29日（日）

2,500 　・場所 帯広の森
　・主催 北海道、北海道森林管理局
　・参加者数 2,000人

公　　園　　名

路　　線　　名　　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

事　業　内　容　等

備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

帯広の森整備費 44,566 40,200 4,366 ・施設整備 トイレ１ヵ所、広場１ヵ所
国庫補助金 ・園路整備 調査設計

20,000 ・用地取得 2,000㎡
市債 ・標識整備 案内標識1式

20,200

おびひろ住宅づくり奨励金（新規） 40,000 18,000 22,000 定住及び省エネ建築の促進を目的とし、市内に北方型住宅を新
国庫補助金 築・購入する若年世帯に対し、地域商品券により奨励金を交付

18,000 　・補助枠 400千円×100件
　・補助要件 夫婦のいずれかが39歳以下

世帯全員の総所得額が5,500千円以下
住宅ローン借入額12,000千円以上
市内の住宅建築業者から購入　　　など

民間木造住宅耐震化促進事業 150 67 83 無料耐震簡易診断を実施するとともに、耐震診断補助の件数を
国庫補助金 5件に拡大

67 　・耐震診断補助    30千円×5件

ユニバーサルデザイン住宅普及促進事業 12,000 5,400 6,600 住宅のユニバーサルデザイン改修補助に係る要件を緩和
国庫補助金 　・改正内容 居住する共同住宅・借家も対象

5,400 　・補助枠 400千円×30件

公営住宅建替事業 424,369 382,057 42,312
国庫補助金 公営住宅整備

175,657 　・大空団地3街区（天） 建設工事　 平成23～24年度　 4階建20戸 継続費設定
市債 　・大空団地3街区（光3号棟） 建設工事　 平成22～23年度　 4階建24戸 継続費（2年目）

206,400 ストック総合改善
　・柏林台団地南町 灯油メーター交換、ポンプ室改修
　・公園東町団地 手すり設置、段差解消、給油設備改修

団　地　名　等 事　業　内　容　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

地域優良賃貸住宅整備事業（新規） 51 51 地域優良賃貸住宅を整備する事業者を選定するため、委員会
を開催
　・外部委員報酬 8,500円×2人×3回

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

消防出張所整備事業 7,150 3,800 3,350
市債

3,800 ・実施設計、地耐力調査

消防車両整備事業 106,291 97,150 9,141 屈折はしご付消防自動車の更新
国庫補助金 　・配置場所　本署

36,850
市債

60,300

通信体制整備事業 95,655 71,700 23,955 指令台の改修、更新
市債 　・自動出動指定装置、地図検索装置等の更新

71,700 　・統合型位置情報システムの導入

応急知識普及事業 108 108 バイスタンダー養成拡大に向けた重点的な取り組み
　・対象者　市内高校生300人

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事　　　　　　　業　　　　　　　名

消 防 費

事業費

東出張所と鉄南出張所を統合するため、東出張所の増築及び改修
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

少人数指導推進事業（新規） 100 100 少人数指導研究協議会の設置
　・他都市実施事例等の情報集約
　・実践資料集作成

幼保・小・中連携事業（新規） 150 150

　・現在の連携状況等を検証
★ 　・リーフレット等の作成と配布

学校支援地域本部の設置（拡充） 3,000 2,000 1,000 設置校 小学校11校
国庫補助金 中学校14校

1,000 　・新規設置校　小学校1校、中学校1校
道補助金

1,000
（うち拡充分）

240 160 80
国庫補助金

80
道補助金

80

特別支援教育補助員の配置（拡充） 44,825 44,825 配置人数 小学校　33人
（うち拡充分） 中学校　12人

6,421 6,421

教 育 費

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

学校、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育てていくた
め、地域ボランティアが組織的な活動を行う体制を構築

ADHDやLD等の傾向を有する児童を抱え、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

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

小１プロブレム、中１ギャップ等による新しい環境に対応できずにつ
まずく子どもに対応するため、発達段階に応じた適切な指導を充実
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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） 2,050 2,050 設置校
情緒学級 小学校　25校

　・情緒学級 中学校　11校
　　小学校2校（帯広小、愛国小） 知的学級 小学校　13校
　・知的学級 中学校　8校
　　小学校1校（稲田小）
　　中学校2校（西陵中、八千代中）

義務教育施設整備

豊成小学校 2,129,906 1,932,507 197,399 校舎建築 平成24年度移転供用開始
国庫負担金 　・構造 鉄筋コンクリート造2階建 継続費（3年目）

141,685 　・建築面積 7,183㎡
国庫補助金 　・太陽光発電（50kWh）

259,122 グラウンド造成
市債

1,531,700 体育館・プール改築 3月補正（繰越明許費）
　・構造 鉄骨鉄筋コンクリート造2階建 917,915千円
　・建築面積 2,689㎡

栄小学校 408,370 354,823 53,547 校舎増改築調査設計 平成26年度供用開始予定
国庫負担金

37,046 体育館改築 平成24年度供用開始予定
国庫補助金 　・構造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平屋建 一部3月補正（繰越明許費）

71,177 　・建築面積 1,242㎡ 360,570千円
市債

246,600

啓西小学校 24,000 24,000 統合プール建築調査設計 平成25年度供用開始予定

翔陽中学校 80,000 72,000 8,000 グラウンド造成
市債

72,000

一人一人の教育的ニーズに応じ、適切な指導等が受けられるよう、
情緒学級、知的学級を開設

事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

学校施設耐震化事業 380,470 358,980 21,490 広陽小学校校舎耐震補強（Is値 0.42）
国庫補助金 　・補強面積 4,249㎡

153,380
市債 南町中学校校舎耐震補強（Is値 0.36）

205,600 　・補強面積 4,020㎡

明星小学校校舎耐震改修（Is値 0.52） 3月補正（繰越明許費）
　・補強面積 4,903㎡ 211,800千円
　・大規模改造（暖房・トイレ）

市民文化活動・芸術文化鑑賞事業 6,800 3,000 3,800 市民の芸術文化活動を促進するとともに、鑑賞事業等を実施
基金繰入金 　・市民オペラ、劇団千年王國等の公演

1,000 　　開催期間　平成23年7月～12月
雑入 　　開催場所　市民文化ホール

2,000 　・『完全復元伊能図全国巡回フロア展 in 帯広』の開催
　　開催期間　平成23年6月16日～19日
　　開催場所　明治北海道十勝オーバル
　・『北の大地ポスター展2011』の開催
　　開催時期　平成23年8月
　　開催場所　市民ギャラリー

市民文化ホール施設整備事業 523 523 市民文化ホール舞台設備機器等の更新
　・大ホール舞台装置（吊物ワイヤーロープ、駆動マシン等）
　・大小ホール音響調整卓
　・ITV機器（監視カメラ、モニター等）

『ツール・ド・北海道2011』の開催 1,000 1,000

　・開催期間 平成23年9月16日～9月20日

事　　　　　　　業　　　　　　　名

国際自転車競技連合公認であり、日本唯一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

（　債務負担行為新規設定　)

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

『世界ジュニアスピードスケート選手権大会』の 18,000 18,000 世界ジュニアスピードスケート選手権大会の帯広開催
開催 　・開催期間 平成24年3月2日～3月4日

　・開催場所 明治北海道十勝オーバル

ほっとドリームプロジェクト 6,000 3,190 2,810
道補助金

2,500
雑入 　・底辺の拡大

690 　　　保護者向けスケート入門講座
　　　幼児等対象の初心者スケート教室など
　・競技者のサポート
　　　小・中・高それぞれに適した指導
　・地域の応援体制　
　　　地元にいる元スケート選手の講師登録
　　　スケート大運動会開催など

札内川ソフトボール場拡張工事 13,500 10,100 3,400
市債

10,100

新たな学校給食調理場基本計画策定 8,300 8,300

地元出身のスピードスケートオリンピック経験者等による、幼児から
高校生までの一貫した指導体制を構築するプロジェクトを実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名

全国大会に対応するため、札内川ソフトボール場3面の両翼65mを
80mに拡張

新たな学校給食調理場基本構想に基づき、施設機能等について、
基本計画を策定

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

国保会計への保険料軽減繰入 340,954 340,954 1人当たり平均保険料引き上げ率を約3％に抑制 1人あたり医療費　4.8％増見込
財政健全化に向けての取り組み 平成22年度保険料引き上げ率
　・賦課限度額の改定 約5.0%

医療分　 
支援金分
介護分　 

　・収納率の向上　　
　　　財産調査の徹底、滞納処分の強化等
　・医療費の適正化　　
　　　特定健康診査の推進、重複・多受診者への指導強化、
　　　ジェネリック医薬品周知等

国保会計赤字解消の繰入 83,137 83,137

　・平成21年度単年度赤字額　　124,706千円
　・負担割合　　一般会計：2/3　　国保会計：1/3

人間ドックの実施 14,338 14,338
国庫補助金

14,338
　・定員枠　 450人
　・対象者　 40歳～74歳
　・自己負担額　 5,000円

人間ドックの実施 1,759 1,759

　・定員枠　 50人
　・対象者　 75歳以上
　・自己負担額　 5,000円

10万円⇒12万円（法定賦課限度額10万円⇒12万円）

13万円⇒14万円（法定賦課限度額13万円⇒14万円）

48万円⇒49万円（法定賦課限度額50万円⇒51万円）

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

疾病の早期発見、重症化予防による被保険者の健康の維持増進
を目的とした人間ドックの実施

医療単価の増、被保険者の所得低下等による収支状況の悪化に
対応した、平成21年度単年度赤字額の解消

疾病の早期発見、重症化予防による被保険者の健康の維持増進
を目的とした人間ドックの実施

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

国 民 健 康 保 険 会 計

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
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

農村下水道整備 56,588 51,506 5,082
分担金

8,006 ・整備基数 26基
市債

43,500

ばんえい競馬の開催 11,192,186 11,192,186 ばんえい競馬開催
収益事業収入 　・発売額 10,732,308千円、70,146千円/日
10,736,133 （H22 ： 10,876,590千円、72,511千円/日）

手数料 　・開催日程　 26開催　153日 （H22 ： 26開催　151日）
1,511 　・ナイター開催　51日 （H22 ： 51日）

財産運用収入 売上げ確保対策
355 　・三連勝賭式の発売

寄附金 　・他主催者との連携による発売拡大
1 平成23、24年度実施

繰入金 　・付加賞金額　50～2.5万円
14,500 　・地方競馬全国協会による助成

市預金利子
1

雑入
439,685

オッズ等表示モニター賃借料
　・モニターの更新及び三連勝賭式の発売に伴う不足分の補充

　・日本中央競馬会（JRA）の馬券発売機能追加構築

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衆衛
生の向上を図るため、個別排水処理浄化槽を設置

備　　　　　　　考

農 村 下 水 道 事 業 会 計

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

（　債務負担行為新規設定　)

（　債務負担行為限度額変更　) 勝馬投票券発売払戻システム構築

ば ん え い 競 馬 会 計

2歳馬の早期入厩促進を図るため、2歳馬競走に付加賞金を助成
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

空港着陸料減免等 航空路線確保に向けた東京線着陸料の軽減
　・現在本則の1/3軽減としている着陸料を2/3軽減に拡大(5年間)

　・軽減による影響額　 △ 91,558 千円

空港利用促進事業 8,234 4,661 3,573 とかち帯広空港利用促進協議会を通じた利用促進事業
道補助金 　・東京線プロモーション

4,661 　　十勝管内、日高浦河地域でダブルトラッキング化による利便
　　性向上をPR
　　東京線での地場産品プレゼント利用促進キャンペーン
　・関西、名古屋線再就航に向けた要請活動
　・利用実態調査（緊急雇用創出推進事業） 一般会計　労働費で計上
　　今後の利用促進策検討材料としての実態調査

空港管理車両更新 69,765 50,100 19,665 スノーロータリーの更新
市債

50,100
便数の増に伴う除雪可能時間の短縮に対応し、より短時間での
除雪を可能とするため、老朽車両を従来より能力の高い車両に
更新（400馬力⇒600馬力）

空 港 事 業 会 計

備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

　・軽減額 （単位：円）

現在 4月以降

1/3軽減 2/3軽減

A300 290 250,530 167,019 - 退役
MD90 150 107,730 71,820 35,910 ＪＡＬ使用機材、２往復

B737-800 167 121,590 81,060 40,530 ＪＡＬ使用機材、２往復

B737-500 126 97,965 65,310 32,655 ADO使用機材、３往復

備考座席数 本則機種

30



主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

配水管整備事業 764,995 764,995 管路整備 一部12月補正（繰越予定）
国庫補助金 　・老朽管更新 4,616 m 194,000千円

66,500 　・道路工事関連移設更新 3,918 m
補償金

4,895 南町配水場周辺整備基本設計
企業債

671,900
内部留保資金

21,700

配水ブロック化事業 78,265 78,265 配水ブロック整備
内部留保資金 　・末端圧力計6箇所、流量計1箇所

78,265 　・仕切弁、ストッパー、排泥施設

稲田浄水場等施設改修事業 282,647 282,647 稲田浄水場配水池耐震補強等工事 一部12月補正（繰越予定）
国庫補助金 稲田浄水場太陽光発電設置工事（40ｋWｈ） 106,000千円

33,000 稲田浄水場導水ポンプ更新（３台）
企業債 稲田浄水場送水ポンプ更新

128,100 稲田浄水場管理棟温水ボイラー更新
内部留保資金 別府配水池テレメーター更新

121,547

おびひろ極上水製造販売事業 5,836 5,836 販売本数　91,800本
営業収益

6,426
内部留保資金

△ 590

備　　　　　　　考

水 道 事 業 会 計

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

公共下水道整備 464,800 464,800 汚水管整備 540 m 平成23年度末整備率
国庫補助金 汚水整備率98.4％

185,500 雨水管整備 1,977 m 雨水整備率68.1％
企業債 一部12月補正（繰越予定）

243,500 131,400千円
内部留保資金

35,800

合流式下水道改善事業 235,655 235,626 29 帯広川下水終末処理場 一部12月補正（繰越予定）
国庫補助金 　・高速ろ過施設新設工事 22,000千円

123,010 スクリーン設置
企業債 遮集管布設 91 m

112,600 浸透施設設置
内部留保資金

16

終末処理場施設改修事業 341,345 335,061 6,284 帯広川下水終末処理場 一部12月補正（繰越予定）
国庫補助金 　・第２最初沈殿池屋根更新工事 48,000千円

125,390 　・反応タンク耐震補強工事
企業債 　・反応タンク屋根更新工事

118,900 　・最終沈殿池鉄骨塗装改修工事
内部留保資金 　・浸水対策工事

90,771

下水道施設長寿命化事業 49,000 33,432 15,568 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化調査・計画策定（合流区域）

24,500
内部留保資金 処理場長寿命化事業

8,932 　・長寿命化基礎調査

備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

プラットフォームの構築
フードバレーとかちの推進 3,793 3,793 ・「フードバレーとかち」推進協議会の設立

・フードバレーとかち推進プランの策定
・オール十勝での施策の推進
・オール十勝での情報発信（ポータルサイト構築・講演会他）

農業を成長産業にする
フードバレーとかち食・農活性化事業 12,905 12,905 ・生産者、加工業者等のプレイヤー発掘及び需要調査

道補助金 ・プレイヤーや農産物・加工品などをまとめた情報紹介冊子を
12,905 製作

技術活用促進事業 1,500 1,500 ・新品種、新技術等に関するフォーラム等の開催
・試験研究段階からの生産者・加工業者等への情報提供

十勝型生産技術基盤形成事業 4,000 4,000

・ニーズを踏まえた作物の検討

ニューフロンティア資金の創設 ・融資対象者を農協組合員から全ての農業者へ拡大

土壌分析・飼料分析促進事業 13,150 13,150

・自給粗飼料の調査分析を行い生産力向上の取り組みを促進

先進的農業促進事業 1,618 1,618 ・『第4回精密農業アジア会議』開催の支援
・調査及び普及促進

・オール十勝での展開を見据えた農産物の安全・安心スタンダード
生産モデルの構築

（　　制　度　創　設　　）

・土壌分析に基づく効率的な施肥管理による減化学肥料栽培の促
進

事　　　　　　　業　　　　　　　名

フ ー ド バ レ ー と か ち 推 進 事 業

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

食の価値を創出する
６次産業化促進事業 2,000 2,000 ・生産者、加工業者、流通業者の連携機会の提供

・加工品づくりなどへの支援

食産業立地促進事業 2,000 2,000 ・市内から十勝管内へ企業等訪問先を拡大
・首都圏食品メーカー等への訪問強化

ニューフロンティア資金の創設 212,000 200,000 12,000 ・地域に優位性のある成長分野向けの新たな資金メニューの
貸付金元利収入 　創設

200,000

富士宮市とのフードバレー交流 482 482 ・十勝産小麦と富士宮焼きそば学会との連携

ベーカリーキャンプ2011 1,500 1,500 ・十勝産小麦を用いたパン作り講習会の開催
・十勝産小麦を中心とした「食観光」の推進

十勝の魅力を売り込む
東アジア展開事業 8,000 8,000 ・東アジアからのビジネスツアーの招聘

・東アジアでの商談会の開催
・輸出プレイヤーの組織化
・首都圏産業活性化協会と連携した海外団体との商談会開催

とかちまるごとPR事業 2,500 2,500 ・首都圏、関西圏への農畜産物の販路拡大

国際農業機械展　in　帯広 11,000 11,000

　期間：平成23年7月7日(木)～11日(月)
　会場：北愛国交流広場

中国観光プロモーション事業 4,000 4,000

フードバレーとかち食彩祭2011 3,500 3,500

・最新鋭機械の発表、先端技術・情報・環境農業の発信の場として
開催を支援

・北京、上海でのプロモーション活動を継続し、ツアー造成に向けた
訪問・招聘を実施

・国際農業機械展に併せ、「フードバレーとかち」を冠とした十勝の
食をPRするイベントを開催

事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費
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