別紙１ 帯広市新型インフルエンザ等対策 発生時継続業務区分表

総務部

総務部
強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・他部局または他課等の応援に関すること

行
政
推
進
室

･国･道との連携及び調整に関すること
・物資と資材の備蓄に関すること
・車両の確保及び配車に関すること（広報車・遺体搬送等に係る）
・その他：新型インフルエンザ等発生時に必要な総合的な対策に
関すること

・本庁舎の維持管理及び庁中の管理に関すること
・庁内の案内及び電話交換業務に関すること
・防災会議及び災害対策本部に関すること
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関すること
・車両の事故処理の調整に関すること

総
務
課

職
員
課

・職場内の感染予防対策に係わること
・職員の給与支給に関すること
・職員の感染状況の把握に関すること
・職員の予防接種計画の策定と接種の実施に関すること（特定接
種）
・職員の動員、応援体制に関すること

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

契
約
管
財
課

縮小業務（Ｂ）
・異議申立て、訴訟、和解等の調整
・市議会との連絡調整
・公平委員会との連絡調整
・固定資産評価審査委員会との連絡調整
・公告式
・情報公開
・個人情報保護

・儀式、ほう賞及び表彰に関すること
・文書の収受発送（郵便等）
・庁内印刷業務
・公印の使用・管理
・統計調査事務（国所管）
・乗用車（他課の所管に属するものを除く。）及び共用車の安全運行に関すること
・集中管理車両の維持管理に関すること
・本庁舎駐車場の維持管理に関すること

・職員の任用退職、分限及び懲戒に関すること
・職員の服務に関すること
・職員の昇給、昇格に関すること
・職員の福利厚生及び健康管理に関すること
・職員の公務災害に関すること
・職員の安全衛生管理に関すること
・職員の恩給、退職年金及び共済制度等に関すること
・職員住宅の貸与及び管理に関すること
・物品の入札及び契約に関すること
・工事の入札及び契約に関すること
・資格審査委員会及び指名委員会に関すること
・公有財産台帳の記録整備及び保管に関すること
・公有財産の取得、処分及び登記(他の部課の分掌として規定したものを除く)に関するこ
と
・普通財産の管理及び貸付に関すること
・財産等及び車両の保険に関すること
・不動産の評価に関すること
・帯広市土地開発公社との連絡調整に関すること
・物品の検収に関すること
・備品の統括管理及び管理指導に関すること
・工事に係る設計の指導及び審査に関すること
・工事に係る施工の指導及び検査に関すること
・設計委託業務等に係る審査、検査及び業務の指導に関すること

中断業務（Ｃ）
・行政運営の推進
・行財政改革推進本部
・行財政改革推進施策の調査研究
・行政組織及び事務改善の推進
・事務分掌の調整
・自治体法務の調査、研究
・条例、規則等一般法規文書の審査
・市議会提出議案及び重要成案文書の審査
・教育委員会との連絡調整
・選挙管理委員会との連絡調整
・監査委員との連絡調整
・人権擁護委員
・例規集の編集発行
・図書の選定及び整理保存
・市の境域に関すること
・自衛官募集に関すること
・私学の振興に関すること
・文書管理システムの維持管理
・ファイリング用品の管理
・文書事務の取扱（研修）
・電子文書管理システムの検討
・電磁的記録文書の管理
・文書のマイクロ化・管理
・文書の浄書
・ＬＧＷＡＮの管理
・共通封筒の作成・管理
・帯広市統計協議会事務
・統計情報の公開・管理
・帯広市統計書の発行
・市民経済計算推計
・その他、他課の所管に属さないこと
・職員の表彰に関すること
・職員の定数管理に関すること
・旅費の基準に関すること
・特別職報酬等審議会に関すること
・職員福利厚生会及び職員会館に関すること
・職員の研修に関すること
・職員の給与その他の勤務条件の調査研究及び改善に関すること
・職員団体及び職員の労働組合に関すること
・職員の人材育成に関すること
・不用品の処分に関すること
・工事及び物品の入札参加資格の審査及び登録に関すること
・小規模修繕契約希望者の登録に関すること
・庁用備品の修繕に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・ネットワーク及び機器等の管理・保守
・災害対策
・住民記録、宛名管理業務等の総括
・税・収納管理、滞納管理業務等の総括
・保健福祉部所管業務等の総括
・水道関係業務等の総括
・国保課所管業務の総括
・公共施設予約業務の総括
・財務会計等の総括
・その他連携業務の総括
・機器及びシステムの運用
・市ネットワークの運用・維持管理業務
・事後処理業務のシステム構築・運用業務

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

・市民税（個人市民税）の調査及び課税
・市民税（法人市民税）の調査及び課税
・軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の調査及び課税
・市税に係る諸証明発行及び閲覧事務
・自動車臨時運行許可事務
・苦情処理に関する事務
・課税免除、減免に関する事務
・交付金の調査及び調定に関する事務
・非課税団体売り払い等調査及び処理に関する事務
・路線価公開に関する事務
・公示送達に関する事務
・登記異動通知整理に関する事務
・不動産取得等に係る価格等の通知に関する事務
・現所有の調査及び処理に関する事務
・相続税法58条の報告に関する事務
・分割納付に関する事務
・固定資産税・都市計画税の調定に関する事務
・家屋評価事務の進行管理に関する事務
・ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑに関する事務
・家屋評価基準の運用に関する事務(冷蔵倉庫用基準改正含む)
・固定資産税の価格決定、総評価見込み提示平均価格に関する事務
・未申告者に対する催告及び申告指導に関する事務

情
報
シ
ス
テ
ム
課

市
民
税
課

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

資
産
税
課

縮小業務（Ｂ）

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

・土地の現況調査及び評価事務
・概要調書に関する事務
・普通交付税に関する事務
・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ(宛名・固定資産ｼｽﾃﾑ)に関する事務
・全筆調査に関する事務
・評価の適正化(下落修正)に関する事務
・総評価見込及び提示平均価格に関する事務
・価格等の決定に関する事務
・納税通知書の出力・発送に関する事務
・GISﾃﾞｰﾀ修正、更新、保存に関する事務
・縦覧・閲覧事務
・税額更正に関する事務
・審査の申出、不服申立に関する事務
・高齢者等居住改修工事(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修)に関する事務
・住宅耐震改修工事に関する事務
・熱損失防止改修工事(省エネ改修)
・長期優良住宅特例措置(新築から5年分1/2減額)
・不動産取得税(法73条の22)及び評価依頼及び照会に関する事務
・建築確認申請に関する事務
・一戸調査に関する事務
・未登記名変・現所有に関する事務
・滅失家屋に関する事務
・配分、大規模償却資産に関する事務
・申告書の発送、受理、審査及び入力に関する事務
・家屋の実地調査及び評価事務に関する事務
・完成家屋入力に関する事務
・過年度課税データ管理に関する事務
・固定資産課税台帳(補充台帳)未登録、無資産、滅失証明に関する事務
・固定資産税関係資料交付、民事執行法に基づく資料交付請求に関する
事務

中断業務（Ｃ）
・地域情報化推進プランの進行管理
・地域情報化プランに基づく情報化計画の作成
・情報通信基盤の整備促進
・情報格差の是正（デジタルディバイド）
・十勝情報化推進協議会の運営等
・ネットワーク及び機器等の更新
・地域公共ネットワーク
・ネットワークシステムの管理
・アウトソーシングに向けた移行作業
・情報セキュリティー・ポリシーの運用
・データの安全管理
・コンピュータウィルス対策等
・各種システムの開発、導入の総括
・北海道ＨＡＲＰ構想に関する業務の総括
・アウトソーシングの総括
・既存業務システムの再構築業務
・システム再構築後の業務システム運用・維持管理業務
・情報システム全般に対するヘルプデスク業務
・市の情報化に関するコンサルティング業務
・市税条例改正（個人市民税・法人市民税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税）
・税務統計資料事務

・特例及び用途非課税全般に関する事務
・事業の企画総括に関する事務
・関係機関との連絡調整に関する事務
・条例改正に関する事務
・特別土地保有税に関する事務
・住登外電算処理等に関する事務
・位置指定道路等諸調査及び処理に関する事務
・評価替え方針、評価ﾏﾆｭｱﾙに関する事務
・納税管理人に関する事務
・字名改正及び住居表示実施地区の異動処理に関する事務
・課税標準等の特例・独立行政法人の貸付資産に関する事務
・用途非課税土地に関する事務
・地目変換調等に関する事務
・評価資料の収集(売買価格資料)
・電算入力・処理方法等の調査連絡に関する事務
・GISﾃﾞｰﾀ利用の他課ｼｽﾃﾑとの調整に関する事務
・滞納共有者の納税通知(告知)に関する事務
・固定資産評価員に関する事務
・照会文書に関する事務
・広告料に関する事務
・課税台帳の磁気化に関する事務
・電算業務の連絡調整に関する事務
・各種証明書等の整理に関する事務
・広報・ホームページに関する事務
・家屋評価ｼｽﾃﾑの運用及び研修に関する事務(ﾊｲﾊｳｽ)
・評価調書の保管に関する事務
・実地調書(法人)の企画、総括に関する事務
・償却資産事務の研修に関する事務
・未申告者対策の企画、総括に関する事務
・実地調査(個人)の企画、総括に関する事務
・国税決算書の閲覧に関する事務
・申告義務者及び課税客体の補足に関する事務

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・他部局または他課等の応援に関すること

納
税
課

消
防
推
進
室

・とかち広域消防事務組合との連絡調整に関すること。

・消防機械器具の整備及び維持管理に関すること。
・消防の用に供する公有財産の整備及び管理に関すること。

縮小業務（Ｂ）
・コンビニ収納の総括に関すること
・滞納処分に関すること
・納税指導及び相談に関すること
・徴収金の交付要求に関すること
・徴収嘱託及び受託に関すること
・徴収猶予に関すること
・公売処分に関すること
・公金収納管理システムの総括に関すること
・消防団総合演習及び出初式に関すること。
・消防団の儀式、報償及び表彰に関すること。
・消防団の任用退職、分限及び懲戒に関すること。
・消防団の報酬及び費用弁償の支給に関すること。
・消防水利施設の整備に関すること。

中断業務（Ｃ）
・納税貯蓄組合に関すること
・十勝圏複合事務組合十勝市町村税滞納整理機構との連絡調整に関するこ
と

・消防団の総合施策に関すること。

政策推進部
強化・拡充業務（Ｓ）
政
策
室

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・他部局または他課等の応援に関すること

・他部局または他課等の応援に関すること

・地域活性化統合本部
・東京事務所連絡調整
・全国市長会・北海道市長会
・ふるさと融資・各種補助金

・感染対策関係予算に関すること

・予算及び決算に関すること
・地方交付税及び地方譲与税等に関すること
・市債に関すること
・一時借入金に関すること
・債務負担行為の管理に関すること
・債権の管理に関すること
・基金の管理に関すること
・財政統計に関すること
・財政事情の公表に関すること
・交際に関すること

企
画
課

財
政
課

秘
書
課

・本部長及び副本部長の秘書に関すること

広
報
広
聴
課

・対策本部の市民への情報提供、周知、広報に関すること

中断業務（Ｃ）
・市の重要施策の総合的な企画及び調整に関すること
・市政方針に関すること
・庁議に関すること
・広域行政に関すること
・総合計画（進行管理）
・市民まちづくりアンケート
・土地利用
・人口
・まちづくり基本条例推進
・地区別懇談会
・まちづくり情報誌
・ＰＰＰ・ＰＦＩ
・ユニバーサルデザイン
・国・道等の計画の進捗状況
・移住・ちょっと暮らし
・ふるさと応援寄附金の広報
・その他庁内調整
・十勝圏複合事務組合
・十勝ふるさと市町村圏計画
・十勝圏活性化推進期成会
・地方拠点計画
・十勝圏航空宇宙産業基地構想研究会
・北海道高速鉄道開発株式会社
・十勝ふるさと市町村圏の広域連携促進事業
・その他要望（自民党・民主党・道議会等）
・北海道基地協議会
・財政計画に関すること
・自主財源の確保に関すること

・市長及び副市長の秘書に関すること
・渉外に関すること
・報道機関との連絡に関すること

・行政一般の周知宣伝及び広報紙の編集発行に関すること

・市勢要覧の編集発行に関すること

・情報の伝達に係る広報活動に関すること

・市ホームページに関すること

・住民対話に関すること

・報道機関との連絡調整に関すること
・市内の新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等による被害状況に関する記録に関する
こと

・写真、点字及び声の広報に関すること

・施設見学に関すること

・電波等による広報に関すること
・市民の陳情・要望その他広聴に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

中断業務（Ｃ）

・関係団体等との連携及び連絡調整に関すること

事
東
務
京
所

市民活動部
強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・コミュニティ施設の管理に関すること
・町内会を通じた市民への広報や町内会との連携・連絡に関する
こと

・コミセン等管理人、事務嘱託員の管理・連絡調整等
・一般市民相談対応

・コミュニティ施設の管理に関すること
・町内会を通じた市民への広報や町内会との連携・連絡に関する
こと

・交通安全及び防犯に係る関係機関との連絡調整

市
民
活
動
推
進
課

安
心
安
全
推
進
課

中断業務（Ｃ）
・市民協働指針の推進・管理
・市民協働推進に関わる市民活動等の支援
・帯広市町内会連合会の事務局関連事務
・道町連・十町連関連事務
・町内会の法人化（地縁団体）に関する事務
・コミセン等運営委員会との連絡調整
・コミセン等の管理運営に係る経理事務
・コミュニティ施設の建設・改築
・コミュニティ施設の改修・修繕
・地域会館の建設補助金の交付事務
・町内会自治活動費の交付
・町内会防犯灯維持管理費の補助事務
・町内会防犯灯の新設への補助事務
・無料法律相談の弁護士、行政相談員との連絡調整
・市民相談に関する関係機関との情報交換及び連絡調整
・核兵器廃絶平和都市宣言実行委員会事務
・核兵器廃絶平和都市宣言の事業実施
・ＮＰＯ団体等の活動促進に関する事務
・ボランティア団体等への支援策の検討
・交通安全計画に係る施策の推進及び調整
・交通安全運動の推進、交通安全思想の普及啓発及び交通安全の指導
・交通安全に係る団体の育成、指導及び事務
・帯広市交通安全対策会議、帯広市交通問題市民委員会及び帯広市交通安
全対策委員会
・防犯に係る施策の推進及び調整
・防犯運動の推進及び防犯思想の普及啓発
・防犯に係る団体の育成、指導及び事務
・帯広食品消費生活安定協議会に関すること
・生活関連物資小売価格調査及び情報の収集・提供に関すること
・消費生活モニターに関すること
・消費者保護審議会及び苦情処理部会に関すること
・消費生活アドバイスセンターに関すること
・消費者被害等に係る情報交換会及び地域消費者被害防止ネットワークの検
討に関すること
・ネットワークシステム（パイオネット）に関すること
・家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法に関すること
・消費者相談カードの整理、統計に関すること
・「みんなの消費生活展」に関すること
・消費者月間に関すること
・消費者被害の予防啓発に関すること
・消費者被害の予防教育に関すること
・消費者講座及び講演会に関すること
・「みんなの暮らし」の原稿作成に関すること
・情報の収集、広報・HP等による意識啓発・情報提供に関すること
・(社)帯広消費者協会に関すること
・補助金等に関すること
・各関係機関との連絡、調整に関すること
・定期検査に関すること
・立入検査に関すること
・計量思想の普及に関すること
・計量車の運行管理に関すること
・計量の執行体制に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・外国人の支援に関すること。
・他部局または他課等の応援に関すること。

・関係団体・機関（JICA、NRC等）との連携
・森の交流館・十勝 管理業務
・外国人への情報提供・相談業務
・通訳・翻訳業務

・外国人の支援に関すること。
・他部局または他課等の応援に関すること。

・配偶者からの暴力被害者相談・支援事務

親
善
交
流
課

男
女
共
同
参
画
推
進
課

中断業務（Ｃ）
・国際姉妹都市等との交流業務
・市民の国際交流支援業務
・外国人留学生活動奨励事務
・各種イベント・行事の企画運営
・森の交流館・十勝 運営業務
・国内姉妹都市等との交流業務
・市民の国内交流支援業務
・十勝インターナショナル協会業務
・帯広市国際親善交流市民の会業務
・国際理解教育・学校訪問事業
・青年技術研修・草の根事業
・情報紙の発行
・男女共同参画プラン推進事務
・関係機関、各種会議等の調整事務
・男女共同参画プラン推進市民会議事務
・男女共同参画推進員事務
・男女共同参画リーダー派遣研修事業事務
・男女共同参画講座事務
・社会参画支援講座事務
・女と男の一行詩事務
・男女共同参画セミナー事務
・男女共同参画情報誌編集・発行事務
・女性人権相談事業等事務
・生涯学習・女性情報コーナー事務
・仕事と家庭・地域生活の両立促進
・女性活動の促進

議会事務局
強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・本会議招集関連事務
・本会議
・議員の新型インフルエンザ等の感染予防対策の啓発及び情報提供
・常任委員会、特別委員会招集関連事務
・議員の新型インフルエンザ等の感染状況の把握に関すること
・常任委員会、特別委員会
・議会運営委員会関連事務
・請願・陳情関連事務
・議決及び決定事項の通知、報告
・会議録作成関連事務
・市議会への連絡調整に関すること

総
務
課

縮小業務（Ｂ）
・議員報酬関連事務
・市議会共済会関連事務
・議長日程調整事務
・各種儀式祝辞等作成事務
・秘書事務（随行）
・儀式、交際
・議会諸規程の制定改廃関連事務
・議事堂その他議会関係各室の管理
・全国、全道、道東支部各種会議関連
・政務調査費関連事務
・交際費執行
・情報公開

中断業務（Ｃ）
・議員履歴簿整理、表彰関連事務
・議員会事業
・議会要覧関連事務
・議会図書室及び図書整理保管
・議会史関連
・議員派遣
・傍聴人名簿の整理、保存
・調査及び政策法務関連事務
・各種資料、統計及び情報の収集整備
・議会時報関連事務
・各派代表者会議関連事務
・行政視察受入れ
・会議録検索システム、ホームページの運用
・議会先例の整備

選挙管理委員会
強化・拡充業務（Ｓ）
・他部局の応援に関すること

選
挙
課

一般継続業務（Ａ）
・選挙の管理執行に関すること
・選挙人名簿の調製、縦覧、閲覧に関すること
・直接請求に関すること
・期日前投票及び不在者投票に関すること
・農業委員会委員選挙に関すること
・土地改良区総代選挙に関すること

縮小業務（Ｂ）

中断業務（Ｃ）
・選挙管理委員会の運営に関すること
・人事に関すること
・公印の保管に関すること
・選挙の争訟に関すること
・政治活動に関すること
・投票区、開票区に関すること
・選挙啓発に関すること
・裁判員候補者予定者の選定に関すること
・検察審査員候補者予定者の選定に関すること
・全国市区選挙管理委員会連合会に関すること
・条例、規則等の制定改廃に関すること

会計管理者
強化・拡充業務（Ｓ）
会
計
管
理
者

・新型インフルエンザ等対策における会計に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・窓口業務（指定金派出所を含む）
・収入金受入業務
・支出負担行為の確認、支出命令審査
・出納、口座訂正・組戻し、小切手の振出
・出納例月（検査を含む）
・決算の調整
・現金及び財産の記録管理等

中断業務（Ｃ）
・指定金融機関等に関する業務（検査含む）
・出納員等に関する業務（検査含む）

監査委員事務局
強化・拡充業務（Ｓ）
・他部局の応援に関すること

監
査
委
員
事
務
局

一般継続業務（Ａ）
・住民監査請求に関すること

縮小業務（Ｂ）
・監査委員協議会に関すること
・決算審査の実施に関すること
・例月現金出納検査に関すること
・健全化判断比率等審査の実施に関すること
・十勝圏複合事務組合監査事務（例月現金出納検査に関すること）
・十勝圏複合事務組合監査事務（定期監査に関すること）
・十勝圏複合事務組合監査事務（決算審査に関すること）
・十勝環境複合事務組合監査事務（例月現金出納検査に関すること）
・十勝環境複合事務組合監査事務（定期監査に関すること）
・十勝環境複合事務組合監査事務（決算審査に関すること）
・十勝中部広域水道企業団監査事務 （例月現金出納検査に関すること）
・十勝中部広域水道企業団監査事務 （定期監査に関すること）
・十勝中部広域水道企業団監査事務 （決算審査に関すること）

中断業務（Ｃ）
・監査事務の企画立案に関すること
・監査結果の意見調整及び講評並びに作成報告に関すること
・条例、規則等に関すること
・人事記録の管理、各関係機関との調整及び通知に関すること
・定期監査の実施に関すること
・行政監査に関すること
・随時監査に関すること
・市税・国保料（税）等の収納状況に関すること
・各種監査・審査結果の公表事務に関すること
・全都監・北都監・道東監に関すること
・十勝圏複合事務組合監査事務（条例、規則、人事記録等に関すること）
・十勝環境複合事務組合監査事務 （条例、規則、人事記録等に関すること）
・十勝中部広域水道企業団監査事務（条例、規則、人事記録等に関すること）

帯広市新型インフルエンザ等対策 発生時継続業務区分表

医療部

保健福祉部
強化・拡充業務（Ｓ）
・要援護者の支援に関すること

社
会
課

・障害者への情報提供及び支援に関すること
・要援護対象の障害者の感染状況の把握と情報提供及び支援に
関すること

障
害
福
祉
課

・在宅要援護者及び高齢者の感染状況の把握及び支援に関する
こと
・地域包括支援センターとの連携に関すること。

高
齢
者
福
祉
課

一般継続業務（Ａ）
・災害援護に関すること
・行旅病人及び行旅死亡人取扱いに関すること
・墓地、埋葬等に関する法律に定める身寄りなき死亡人の埋葬又は火葬
に関すること

縮小業務（Ｂ）
・民生委員児童委員に関すること
・生活館の管理運営に関すること
・グリーンプラザの管理運営に関すること
・成年後見制度に関すること
・日本赤十字社帯広地区に関すること

・障害者生活支援センター業務（相談など）
・帯広市医療的ケア支援事業
・身体障害者送迎事業連絡調整（社協）及び事務処理
・緊急通報システム事業事務
・自立支援医療（精神通院医療）給付
・自立支援医療（更正医療）給付
・特別障害者手当等支給
・更生指導台帳管理
・重度医療支払事務
・障害福祉サービス支払事務
・重度タクシー交付事務
・補装具・日常生活用具・自助具、支給決定
・手話通訳者、要約筆記奉仕員派遣事業
・重度心身障害者医療費の支給決定
・障害者控除の認定・決定通知の交付
・NHK放送受信料の免除認定
・地域生活支援給付費支払い事務
・自立支援給付費支払い事務
・独自軽減制度 自立支援サービス費支払い事務
・自立支援給付 高額障害福祉サービス費支払い事務
・障害福祉サービス支給事務
・地域生活支援事業支給事務
・相談支援事業

・高齢者バス券交付事務
・ねたきり高齢者等寝具類クリーニングサービス事務
・ねたきり高齢者等理美容サービス事務
・短期入所施設利用等移送サービス事務
・高齢者在宅生活援助サービス事務
・家族介護用品支給事務
・地域包括支援センター運営事務
・独居登録者及びねたきり登録者への定期訪問、相談、安否確認
・緊急通報システムの推進事務
・ひとり暮らし高齢者訪問活動事務
・高齢者虐待防止ネットワーク事務
・高齢者総合相談の推進事務
・食の自立支援事務

中断業務（Ｃ）
・戦没者の遺族、戦傷病者、引揚者及び未帰還者の援護に関すること
・旧軍人、軍属等の援護に関すること
・アイヌ福祉推進に関すること
・健康生活支援審議会に関すること
・社会福祉及び独立行政法人福祉医療機構法に定める社会福祉法人に対す
る必要な措置に関すること
・社会福祉団体に関すること
・身体障害者デイサービス事業
・障害者社会参加事業（センター実施分）
・ふれあい交流事業（心の健康フェスティバル）
・自動車改造費、運転免許取得費助成事業
・社会参加促進事業連絡調整及び事務処理（音声、スキー教室、水泳教室、
プール開放事業等）
・スポーツ大会等事業事務
・福祉バス運行業務
・精神障害者手帳交付事務
・身体障害者手帳交付事務
・理美容・クリーニングサービス事務
・手話奉仕員、要約筆記奉仕員養成講座
・福祉のひろば
・巡回入浴サービス
・通所交通費助成
・障害程度区分認定・自立支援審査会事務
・福祉ガイド発行事務
・係事務の企画総括
・条例、規則、規定及び要綱の制定改廃
・ノーマライゼーションエリア推進事業連絡調整
・福祉ホームに関する事務
・地域活動支援センターに関する事務
・寄附物件受納事務
・自立支援協議会
・地域生活体験事業
・障害者計画
・老人クラブ活動推進事務
・敬老祝金支給事務
・特定高齢者介護予防事務
・介護予防特定高齢者把握事務
・介護予防普及啓発事務
・地域介護予防活動支援事務
・生活管理指導短期宿泊サービス事務
・福祉電話貸与事務
・通所入浴サービス事務
・地域密着型サービスの整備事務
・在日外国人高齢者の福祉の推進事務
・家族介護者リフレッシュ事務
・家族介護慰労金支給事務
・老人福祉施設の整備事務
・高齢者保健福祉計画の策定事務
・認知症高齢者見守り事務

強化・拡充業務（Ｓ）

介
護
保
険
課

・対策本部事務局に関すること。
・新型インフルエンザ等の発生状況等の情報収集に関すること
・市民の相談窓口に関すること
・市民への情報提供（啓発・感染予防）に関すること
・国・道・医師会との連携及び調整に関すること
・感染防御のための資器材・消毒剤の備蓄、調達等に関すること
・市民の予防接種に関すること（住民接種）

健
康
推
進
課

一般継続業務（Ａ）

・介護事業者への情報提供に関すること（啓発・感染予防等）
・介護保険料に係る相談、苦情処理に関すること
・介護事業者ならびに利用者に関するまん延防止対策に関するこ ・介護保険事業の被保険者の資格管理に関すること
と
・生活保護受給者に関すること
・介護事業者ならびに利用者の感染状況の把握に関すること
・介護保険料の滞納処分(給付制限)に関する事務
・介護保険の賦課に係る所得照会に関すること
・介護保険料の特別徴収に関すること
・介護保険料の普通徴収に関すること
・介護保険料の更正決定事務に関すること
・養護老人ホームへの措置に関すること
・入所判定会議に関すること
・老人保護措置費に関すること
・被措置者に係る費用徴収事務に関すること
・生活支援ハウスに関すること
・介護認定審査会に関すること
・認定申請の受付に関すること
・認定通知に関すること
・訪問調査に関すること
・かかりつけ医の意見書に関すること
・介護認定資料に関すること

縮小業務（Ｂ）
・介護保険条例・規則・要綱等に関すること
・介護保険システムに関すること
・介護保険事業と関連するシステムに関すること
・介護保険事業状況報告に関すること
・介護保険料の賦課徴収に係る企画調整及び総括に関すること
・滞納者に対する収納対策の企画立案に関すること
・介護保険料の法定減免に関すること
・介護保険料の独自軽減事務に関すること
・介護保険料の督促に関すること
・介護保険料の還付・充当に関する事務に関すること
・介護保険料の納付証明に関する事務に関すること
・介護保険料の口座振替事務に関すること
・地域支援事業に関する交付金等の補助申請事務に関すること
・国・道の補助申請事務に関すること
・介護保険給付費の支出事務に関すること
・職員給与費の推計及び支出事務に関すること
・介護給付費準備基金に関すること
・要介護（支援）認定等に関する企画調整、進行管理
・介護認定の相談、苦情処理に関すること
・認定・給付システムに関すること
・更新申請に関すること
・延期通知に関すること
・特養入居優先度判定指針に関すること
・おむつに係る費用の医療費控除に関すること
・認定情報の提供（開示）に関すること
・障害者控除認定にかかわる情報提供に関すること
・給付実績管理に関すること
・償還払支給に関すること
・福祉用具購入費支給に関すること
・住宅改修費支給に関すること
・高額介護サービス費支給に関すること
・高額医療合算介護サービス費に関すること
・（特定）負担限度額認定審査に関すること
・利用者負担減額認定審査に関すること
・訪問介護利用者負担額減額認定に関すること
・社会福祉法人等利用者負担額認定に関すること
・軽減法人利用者負担額軽減認定に関すること
・主治医意見書作成料に関すること
・居宅（介護予防）サービス計画作成依頼の届出に関すること
・軽度者に対する福祉用具貸与に関すること
・保健福祉センター施設管理業務に関すること
・健康増進センターに関すること
・地域医療体制の推進に関すること
・がん検診事後指導に関すること
・肝炎ウイルス検査事後指導に関すること
・健康相談（栄養含む）に関すること
・食中毒対策に関すること
・感染症（普及啓発）に関すること
・訪問指導（健康・栄養）に関すること

中断業務（Ｃ）
・介護保険事業の企画調整、進行管理に関すること
・介護保険事業の啓蒙普及の企画立案に関すること
・介護保険事業計画に関すること
・介護保険課ホームページに関すること
・その他各種統計に関すること
・不現住者の調査及び管理に関すること
・滞納者に対する収納対策事務に関すること
・介護保険料の延滞金に関すること
・介護保険料の納付指導及び相談に関すること
・介護保険料徴収相談員の指導に関すること
・地域包括支援センターとの委託契約に関すること
・地域支援事業の運営に関すること
・介護保険給付費の推計に関すること
・サービス事業者及びケアプラン作成事業者の指導育成に関すること
・地域密着型サービス事業者の指定・指導・監督に関する調整
・介護予防支援事業者の指定・指導・監督に関する調整
・ケアプランの作成支援に関すること
・認定調査員の指導に関すること
・給付管理票に関すること
・第三者行為に関すること
・給付適正化に関すること
・事業所情報に関すること
・地域密着型サービス事業者の指定・指導・監督
・介護予防支援事業者の指定・指導・監督

・健康診査等（がん検診、健診等）に関すること
・結核予防（検診）に関すること
・健康増進事業補助申請に関すること
・車両管理に関すること
・公衆浴場対策（送迎バス）に関すること
・エキノコックス症対策に関すること
・被爆者団体等との調整に関すること
・予防接種・結核予防に関すること
・産業廃棄物に関すること
・臓器提供に関すること
・献血思想の普及推進に関すること
・介護老人保健施設（整備）に関すること
・地域医療の推進に関すること
・複合事務組合等との調整に関すること
・覚せい剤乱用防止等に関すること
・公衆浴場対策（補助申請）に関すること
・医師会等との連絡調整に関すること
・保健衛生功労者表彰事務に関すること
・感染症の予防に関すること
・健康増進事業補助申請に関すること
・特定保健指導等に関すること
・健康まつりに関すること
・健康講座に関すること
・歯科保健に関すること
・難病に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

健
康
推
進
課

保
護
課

・要援護対象の被保護受給者の感染状況の把握と支援に関すること ・定例扶助費支給業務
・随時扶助費支給業務
・医療券及び介護券の発行事務
・嘱託医の執務
・新入学児童調査及び入学準備金等の支払業務
・就職支度金、技能取得費の認定作業及び支払業務
・冬季生活需要費支給
・生活保護受付窓口及び面接相談
・定例・随時扶助費入力事務
・急迫保護業務
・中国残留邦人等の入力及び支給に関すること
・中国残留邦人等の医療券及び介護券の発行事務

・医療・介護扶助に関わる報告、レセプト点検事務
・高校就学費の認定
・長期入院、外来患者実態把握
・中国残留邦人等の医療・介護扶助に関わる報告及びレセプト点検事務

中断業務（Ｃ）
・リラクゼーション室に関すること
・骨粗鬆症検診に関すること
・健康づくりガイドに関すること
・集団健康教育に関すること
・広報等に関すること
・食生活改善推進員に関すること
・健康づくり推進員に関すること
・けんこう帯広21推進に関すること
・身体障害者体力向上トレーニング事業に関すること
・条例、規則及び規程等の設定、改廃
・生活保護実施方針の作成
・指定医療機関及び介護機関の進達
・63・78条返還金事務
・備品・帳票管理
・教材費の支給事務
・負担金・補助金交付申請及び実績報告事務
・監査資料作成
・各種統計事務
・全国一斉調査事務
・訪問計画各付の策定
・査察指導票作成
・扶養義務履行調査
・管外扶養義務者実地調査
・病状の把握調査
・世帯分離世帯要否検討
・収入認定適正調査
・管外入院患者訪問調査
・生活保護動能調査
・自立更生世帯の状況確認
・勤労世帯の賞与等調査
・スケートの保有及び認定調査
・雇用保健受給者調査
・保育所入所申請指導及び決定調査
・中国残留邦人等の支援相談業務

こども未来部
強化・拡充業務（Ｓ）
・市内（私立含む）保育所・幼稚園内の園児の感染状況の把握に関すること

こ
ど
も
課

・保育所・幼稚園の感染拡大時の臨時休業措置に関すること
・保育所職員の体制の確保に関すること

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）
・保育所の入所承諾等に関すること
・保育所の設置及び管理運営に関すること
・児童館及び児童保育センターに関すること
・児童手当及び子ども手当に関すること
・乳幼児医療の給付に関すること
・母子家庭等の自立支援に関すること
・ひとり親家庭等医療費特別給付金に関すること
・児童扶養手当に関すること
・助産施設に関すること

中断業務（Ｃ）
・保育業務
・給食
・消毒清掃・環境整備
・一時保育（すずらん・日赤東）
・休日保育（すずらん）
・幼稚園教育の振興に関すること
・特別保育事業に関すること
・共同保育所に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）
・保護を要する子どもの対策に関すること

子
育
て
支
援
課

・他部局または他課等の応援に関すること

青
少
年
課

一般継続業務（Ａ）
・母性相談室（母子手帳・受診票交付）
・児童虐待に関すること
・母子栄養食品支給事務

縮小業務（Ｂ）
・母性相談室（相談対応）
・特定不妊治療費助成事務
・さわやか電話相談室
・新生児・産婦訪問指導
・親子支援システム事務
・10か月児健診事務
・妊婦健康診査事務
・幼児歯科健診事務
・子育てメールに関すること
・特別児童扶養手当に関すること
・障害児自立支援事務に関すること
・家庭児童相談室の管理運営に関すること

・街頭指導の実施
・ヤングテレホン相談、事後指導

中断業務（Ｃ）
・乳幼児健診
・すくすく教室
・ほんわかファミリー教室
・すこやか親子教室
・2才児相談
・栄養相談
・食育に係わること
・歯科行事に関すること
・関係機関ケース連絡
・母子保健に係わる健康教育
・健康まつりに関すること
・養育センター等関係機関に関すること
・広報に関すること
・子どもの感染予防に関すること
・予防接種に係る保健指導に関すること
・こども未来プランに関すること
・虐待予防に関すること
・就学指導委員会に関すること
・子育て支援事業の総括に関すること
・農村部助っ人ファミリー事業の実施に関すること
・子育て支援事業の実施に関すること
・子育て支援団体に関すること
・先輩ママさん訪問員制度に関すること
・絵本との出会い事業に関すること
・肢体不自由児発達支援に関すること
・家庭教育学級の実施に関すること
・子ども１１０番の家
・新総合計画・公約調書
・こども未来プラン
・成人の集い
・中学生からのメッセージ
・子どもの居場所づくり
・学校・家庭・地域の連携
・放課後子ども広場
・ボランティア養成講座
・居場所づくり未実施校への啓発事業
・新設校の開設
・土曜あそびの森
・放課後子ども教室運営委員会
・青少年問題協議会
・青連協の各委員会事務
・十勝地区子ども会連絡協議会
・帯広市農業青年団体連絡協議会
・土曜ボランティアスクール
・ジュニアリーダーあるふあの会事務
・青少年センター運営協議会
・大型店等青少年非行防止対策協議会
・関係機関等との連絡調整
・禁煙及び薬物乱用防止の教育推進
・「青少年センターだより」の発行
・「すこやかネットワーク会議」の運営
・十勝広域補導連絡協議会
・社会環境実態調査
・中心街・郊外・深夜の特別巡回指導
・ブロック活動、「ブロックだより」の発行
・有害環境浄化活動に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

縮小業務（Ｂ）
・管理運営に関すること

中断業務（Ｃ）
・わくわくこどもまつり
・児童会館冬まつり
・児童会館公開講座
・親子おもしろ教室
・岩内自然の村指定管理
・出前講座
・親子科学実験教室
・宿泊学習受入
・JICA理科実験研修
・中学生科学研究発表会
・総合的学習の受入
・青少年のための科学の祭典
・各種研修受入
・博物館・インターンシップ
・自然体験クラブ
・星空のコンサート
・野草園の管理運営
・星の観察会
・理科クラブ
・少年少女発明クラブ
・ものづくり体験教室
・親子エンジョイ将棋
・児童劇団の企画・運営
・全十勝小中学生将棋大会
・親子囲碁入門教室
・もっくんひろば、木の遊園地の遊具管理
・人形劇公演
・もっくん教室
・図書コーナーの利用
・天文・地学の指導及び実験、実習
・物理の指導及び実験、実習
・化学の指導及び実験、実習
・生物の指導及び実験、実習

児
童
会
館

学校教育部
強化・拡充業務（Ｓ）
・学校施設における感染状況の把握に関すること
・臨時休校措置に関すること
・学校閉鎖中の教育体制と教育対策に関すること
・予防接種の実施の協力に関すること

企
画
総
務
課

一般継続業務（Ａ）
・委員会事務局における部間調整に関すること

縮小業務（Ｂ）
・学校に係る物品の購入及び契約に関すること
・学校施設の管理及び営繕に関すること
・部内他課に属しないこと
・学校用務に関すること
・公印の管守に関すること

中断業務（Ｃ）
・委員会の会議に関すること
・儀式、表彰及び交際に関すること
・条例、規則等一般法規文書の審査に関すること
・職員の任免、その他人事、給与に関すること
・職員の研修及び福利厚生に関すること
・職員の服務に関すること
・学校教育に関する計画の企画立案及び進行管理に関すること
・委員会所管に係る予算及び決算の総括に関すること
・小中学校の適正配置に関すること
・学校の設置及び廃止に関すること
・学校の建設、整備に関すること
・学校教育の用に供する財産の管理に関すること
・学校林に関すること
・自家用電気工作物の保安に関すること
・学校プール及び学校リンクの管理に関すること
・特別支援学級補助業務

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・学校施設における感染状況の把握に関すること
・臨時休校措置に関すること
・学校閉鎖中の教育体制と教育対策に関すること
・予防接種の実施の協力に関すること

縮小業務（Ｂ）
・就学援助・特別支援教育就学奨励費補助
・学校保健
・入学期日の通知、学校の指定

学
校
教
育
課

・他部局または他課等の応援に関すること

学
校
教
育
指
導
室

・校長会・教頭会事務局対応に関すること
・子どもの安全ネットワークに関すること
・事故報告・交通安全に関すること

・教育相談・要保護体制・各種相談員に関すること
・ひろびろ・Ｓカウンセラー・Ｓソーシャルワーカーに関すること

中断業務（Ｃ）
・学級編成に関すること
・小規模特認校に関すること
・教育関係団体との調整
・高校間口対策
・教科書採択
・障害者高等教育補助
・特別支援教育に関すること
・生活介助員に関すること
・特別支援教育補助員に関すること
・就学指導・就学指導委員会に関すること
・盲・聾・養護学校への就学に関すること
・私立高等学校生徒授業料補助
・私立高等学校教材教具補助
・教材の整備
・学校配当予算
・教材備品管理
・学校図書の整備
・ニューメディア教育機材の整備
・スクールバスに関すること
・環境衛生検査、不要薬品の処分
・学校保健会
・十勝管内結核対策委員会事務
・通学区域に関すること
・通学路に関すること
・教科用図書・副読本の給与
・アイヌ高等教育支援事業
・中体連・文科系団体派遣補助に関すること
・複式教育・障害児教育団体補助金・負担金
・奨学金の貸付・償還、高校入学資金の償還
・日本スポーツ振興センター災害給付事務
・学齢簿の編成
・就学義務の猶予、免除
・教職員の任免（人事異動、代替配置等）
・教職員の服務（争議、事故、免許申請等）
・教職員の福利厚生
・教職員住宅整備、入退去、使用料
・教育課程編成・実態調査に関すること
・学校教育指導の重点の作成に関すること
・学校教育指導訪問に関すること
・学習指導要領改訂に関すること
・学校評価・学校評議員制度に関すること
・活力ある学校づくり支援事業に関すること
・道徳教育・人間尊重の教育に関すること
・国際理解教育・外国人派遣事業に関すること
・全国学力・学習状況調査に関すること
・特別支援教育に関すること
・教職員研修に関すること
・在外教育施設派遣・海外派遣研修に関すること
・公開研究会・教育実践論文・管内教委連に関すること
・郷土体験学習・自然体験学習に関すること
・乗り物利用学習・修学旅行に関すること
・食に関する指導に関すること
・全国体力・運動能力等調査に関すること
・各種統計・調査に関すること
・いじめ・不登校・非行等の問題行動に関すること
・学校図書館に関すること
・進路指導・高校間口・キャリア教育に関すること
・各種表彰・推薦に関すること
・指導室広報の発行に関すること
・福祉教育・情報教育に関すること
・本市独自の取組に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・他部局または他課等の応援に関すること

教
育
研
究
所
・炊き出しに関すること

・施設の維持、修繕及び保守管理業務
・給食賄材料等の購入契約及び支出事務
・副食の購入計画
・保健所との連携
・給食費未納者への督励及び徴収
・嘱託報酬、賃金の支出

学
校
給
食
共
同
調
理
場

・学校施設における感染状況の把握に関すること
・臨時休校措置に関すること
・学校閉鎖中の教育体制と教育対策に関すること
・予防接種の実施の協力に関すること

南
商
業
高
等
学
校

・教職員の人事及び給与事務
・入学者選抜試験に係る受付業務

・学年積立金に関する事務
・ＰＴＡの各会計事務
・生徒会の会計事務
・諸証明の発行
・公印の管守

中断業務（Ｃ）
・教育の思潮、理論、実践等に関する研究と紹介
・教育内容や方法技術に関する研究調査
・児童生徒、学校、地域社会等の実態について調査研究
・所員並びに教職員の研究助成と成果の発表
・学校その他の機関との協力研究
・調査、研究物の出版事業
・その他必要な調査研究事業
・共同調理場運営委員会
・調理員、臨時職員等の調整管理
・条例、規則等の改廃
・場内の業務打合せ会議
・給食予定表の作成
・小麦・米の需要調査
・ボイラー業務の委託契約及び連絡調整
・公有財産及び備品等の管理
・各学校への事務費等の配当
・パン、米飯、牛乳等の発注及び検収
・給食人員台帳の整理
・給食物資の検収保管、出庫指示
・献立の作成、学校配布
・調理指導業務
・バイキング、ふるさと給食等の実施
・給食調理業務
・場内の衛生、厨房機器類の保守点検
・給食業務に関する臨時職員の調整
・アレルギー児童の対応
・配送業務委託契約、支出事務
・配食通知書の作成
・配送業者との連絡調整
・食品及び場内の衛生管理指導
・学校訪問指導
・嗜好品調査
・徴収指導員の指導及び調整
・学校収納事務員の指導及び調整
・給食費滞納台帳等の整理
・学校等関係機関との調整
・新調理場建設計画
・学校沿革の記録、整理
・職員の服務・研修
・教職員住宅の管理
・各種統計調査
・学校施設の維持管理
・学校基本調査
・産業教育施設台帳等整備
・奨学金事務
・諸納金の徴収・督促
・同窓会、PTAに関する事務
・行政財産の使用許可
・学校開放講座
・セミナーハウスの使用に関する事務
・物品等購入事務
・契約事務
・時間講師等に関する事務
・備品台帳の整備保管
・外国人英語指導助手に関する事務
・学校施設の保全
・セミナーハウスの管理
・学校用務の連絡
・入学料等の徴収事務
・高Ｐ連の医療費請求

とかち広域消防事務組合
強化・拡充業務（Ｓ）
と
か
ち
広
域
消
防
事
務
組
合

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・患者の移送・搬送に関すること
・職員の感染予防対策に関すること
・感染期の救急搬送体制の強化と火災等の消火・救助体制の維持

とかち広域消防事務組合のＢＣＰは別途作成するため、強化拡充業務のみ掲載。

中断業務（Ｃ）

帯広市新型インフルエンザ等対策 発生時継続業務区分表

生活環境部

市民環境部
強化・拡充業務（Ｓ）
・発生段階に応じた業務体制の構築

一般継続業務（Ａ）
・国民健康保険事業、老人保健事業及び後期高齢者医療事業の被保険
者に関すること
・国民健康保険事業の保険給付に関すること
・国民健康保険料（以下「国保料」という）の調査及び賦課に関すること
・後期高齢者医療事業の保険給付に関すること
・後期高齢者医療事業の保険料の徴収に関すること

国
保
課

縮小業務（Ｂ）
・国保料等の収入整理に関すること
・国保料等の納付指導及び相談に関すること
・国保料等の滞納処分に関すること

中断業務（Ｃ）
・国民健康保険事業、老人保健事業及び後期高齢者医療事業の企画調整及
び運営に関すること
・国民健康保険事業等の啓発普及に関すること
・国民健康保険運営協議会に関すること
・国民健康保険事業等の統計に関すること
・国民健康保険法に規定する特定健康診査及び特定保健指導の実施に関す
ること
・十勝圏複合事務組合十勝市町村税滞納整理機構との連絡調整に関するこ
と
・北海道後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること
・後期高齢者健康診査の受託に関すること

・遺体の収容に関すること
・埋火葬に関すること

・戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に係る届出、申請書の受付並びにこ
れらに基づく書類の交付に関すること
・住民基本台帳及び戸籍の附票の記録整備に関すること
・住民基本台帳に係る職権記載及び諸通知に関すること
・住民票等の閲覧に関すること
・諸証明の交付に関すること
・窓口扱い手数料及び使用料の収入に関すること
・国民健康保険被保険者の資格の受付に関すること
・介護保険被保険者の資格の受付に関すること
・埋火葬の許可に関すること
・胞衣産わい物焼却場の使用許可に関すること
・転入、転居に伴う転入学通知書の交付に関すること
・住民基本台帳システムに関すること
・住居表示地域における住居表示番号の決定に関すること
・戸籍住民課分室に関すること
・戸籍・除籍・改正原戸籍等の記録整理及び記録発行システム等に関する
こと

戸
籍
住
民
課

環
境
都
市
推
進
課

・外国人登録に関すること
・犯罪人名簿、破産者名簿及び成年後見人名簿等に関すること
・人口動態報告及び相続税法による通知に関すること
・火葬場の管理運営に関すること
・火葬場の施設管理業務に関すること
・火葬業務に関すること
・被保険者の資格記録に関すること
･窓口対応及び諸届の受理・送付に関すること
・年金相談・年金説明会等に関すること
・特例任意加入に関すること
・無年金者に関すること
・ねんきん記録問題に関すること
・保険料の免除・猶予に関すること
・国民年金新規加入に関すること
・被保険者資格の得喪及び変更に関すること
・学生納付特例に関すること
・障害年金に関すること
・特別障害者給付金に関すること
・転入者に関すること
・20歳到達者に関すること
・拠出年金に関すること
・老齢福祉年金に関すること
・感染期における環境対策
・公害防止対策の企画調整・推進に関すること
・野鳥における鳥インフルエンザの監視等と市民への情報提供に ・畜犬取締り及び野犬掃とうに関すること
関すること

・住民基本台帳に係る住民実態調査に関すること
・住民基本台帳に係る各課との連絡調整に関すること
・墓地・納骨堂の管理運営に関すること
・中島霊園事業計画に関すること
・墓地の使用許可に関すること
・墓籍台帳の整備・保管に関すること
・墓地の管理業務に関すること
・国民年金処理結果の点検・補正に関すること
・農業者年金基金事務の調整に関すること
・システム再構築電算処理に関すること
・国民年金基金に関すること

・畜犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること

・環境保全対策の企画調整・推進に関すること
・自然環境対策の企画調整・推進に関すること
・環境基本計画に関すること
・環境審議会に関すること
・環境管理システムに関すること
・帯広市町内会連合会環境衛生部会に関すること
・動物の飼養等の許可等に関すること
・環境美化に関すること
・地球温暖化防止対策に関すること
・市民行動基本計画に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・廃棄物の処理に関すること

・委託業者の指導業務
・サポート収集業務
・可燃ごみ・不燃ごみ収集業務
・資源ごみ収集業務
・大型ごみ収集業務
・収集車両との連絡調整業務
・人員配置及び車両編成に係る業務
・車両の維持管理及び整備に係る業務

・発生段階に応じた業務体制の構築

・戸籍及び住民基本台帳に関すること
・印鑑登録に関すること
・諸証明に関すること
・埋火葬の許可に関すること
・母子手帳の交付に関すること
・諸税その他歳入金の収入に関すること
・国民健康保険被保険者の諸届出に関すること
・後期高齢者医療被保険者の諸届出に関すること
・国民年金の諸届出の受付に関すること
・乳幼児医療の諸届出に関すること
・老人医療の諸届出に関すること
・介護保険被保険者の諸届出に関すること
・自動車臨時運行許可に関すること
・原動機付自転車および小型特殊自動車（トラクター）の標識交付に関す
ること

清
掃
事
業
課

川
西
支
所

・発生段階に応じた業務体制の構築

大
正
支
所

縮小業務（Ｂ）
・一般廃棄物処理業の許可、更新等
・浄化槽台帳管理業務
・清掃施設の維持管理業務
・指定ごみ袋・処理券の収納管理業務
・減免ごみ袋に係る業務
・ごみの適正排出指導業務（電話対応含む）
・許可業者への指導業務
・排出事業所の指導業務
・不法投棄に係る業務
・委託業者との連絡調整
・大型ごみ受付センターとの連絡調整
・庁舎周辺環境整備等の業務
・堆肥化容器等購入助成に係る業務
・広報等市民周知業務
・資源集団回収奨励金・協力金支出業務

中断業務（Ｃ）
・各種調査及び照会対応業務
・清掃事業概要作成業務
・浄化槽の現地調査業務
・家電リサイクル法に係る業務
・旧埋め立て処分場に係る業務
・移動便所の設置及び管理に係る業務
・ごみ処理基本計画策定業務
・ごみ減量等審議会の運営業務
・ごみ懇談会に係る業務
・イベント企画に係る業務

・児童手当及び子ども手当の諸届出の受付に関すること
・転入、転居に伴う転入学通知書の交付に関すること
・畜犬登録に関すること
・各種申請書等の受理および交付に関すること
・地域住民の文書の受託に関すること
・その他市長の指示する事務に関すること
・戸籍及び住民基本台帳に関すること
・印鑑登録に関すること
・諸証明に関すること
・埋火葬の許可に関すること
・母子手帳の交付に関すること
・諸税その他歳入金の収入に関すること
・国民健康保険被保険者の諸届出に関すること
・後期高齢者医療被保険者の諸届出に関すること
・国民年金の諸届出の受付に関すること
・乳幼児医療の諸届出に関すること
・老人医療の諸届出に関すること
・介護保険被保険者の諸届出に関すること
・自動車臨時運行許可に関すること
・原動機付自転車および小型特殊自動車（トラクター）の標識交付に関す
ること
・児童手当及び子ども手当の諸届出の受付に関すること
・転入、転居に伴う転入学通知書の交付に関すること
・畜犬登録に関すること
・大正戸籍住民課分室の管理に関すること
・各種申請書等の受理および交付に関すること
・地域住民の文書の受託に関すること
・その他市長の指示する事務に関すること

中 ・他部局または他課等の応援に関すること
振
島
興
地
室
区

・中島地区の土地利用に関すること
・霊園用地の用地買収（緑地、墓域）に関すること

商工観光部
強化・拡充業務（Ｓ）
商
業
ま
ち
づ
く
り
課

・事業者に対する事業活動自粛要請（特措法の基づく）等情報提
供に関すること

一般継続業務（Ａ）
・中小企業の金融対策に関すること
・交通機関に関すること

・市内の生活関連物資の安定対策に係わる協力要請に関すること
・企業・事業者における新型インフルエンザ対策の把握と連携に関
すること

・事業者に対する事業活動自粛要請（特措法の基づく）等情報提
供に関すること
・市内の生活関連物資の安定対策に係わる協力要請に関すること
・企業・事業者における新型インフルエンザ対策の把握と連携に関
すること

工
業
労
政
課

観
光
課

空
港
事
務
所

縮小業務（Ｂ）
・商業団体との連携に関すること
・中小企業経営診断に関すること
・中小企業の経営改善及び経営相談に関すること
・商店街振興組合等の設立認可等に関すること
・商工業従事者の能力開発に関すること
・市街地再開発事業の促進に関すること

・企業立地補助金、工業団地立地奨励金の交付等
・協同組合等の工業団体等との連携
・十勝圏振興機構との連絡調整等
・産業開発公社との連携
・季節労働者等生活資金に関すること
・労働者貸付金に関すること
・十勝勤労者共済とそれに係る町村との連絡調整、補助金に関すること
・労働団体等との連絡調整及び補助金に関すること
・帯広地方職業能力開発協会補助金に関すること
・職業能力開発施設の整備に関すること
・庁内雇用対策に関すること
・職業相談及び労働相談に関すること
・帯広市高年齢者職業相談室の運営、連絡調整に関すること
・いきいきプラザの運営に関すること
・シルバー人材センターの補助金に関すること
・雇用対策事業に関すること（パッケージ事業含む）
・子育て応援事業に関すること
・地域提案型雇用創造促進事業
・通年雇用促進支援事業
・緊急雇用対策

・観光客への情報提供に関すること
・イベントの開催の自粛協力要請に関すること

・スポット等航空会社との調整
・検疫所との連携による入国者への対応に関すること
・空港利用者に対する感染予防対策等（まん延防止）の周知に関 ・空港管理業務委託に関する事務
すること
・制限区域立入に関する事務
・空港内の保安維持に関する事務
・空港消防、航空機災害の対策
・空港施設の使用許可に関する事務
・空港照明施設の維持補修業務
・空港土木施設の維持補修業務
・航空灯火、電気施設の維持管理業務
・航空情報に関する業務
・電気施設の災害復旧

・車両管理及び更新計画
・空港構内営業許可に関する事務
・空港施設の設計・施工・監督業務
・航空灯火等の設置変更に関する業務
・空港整備事業

中断業務（Ｃ）
・商業の基盤整備に関すること
・商業の高度化促進に関すること
・駐車場の管理運営に関すること
・都市地区整備事業の企画調整に関すること
・都市地区の振興計画に関すること
・都市地区の道路再整備促進に関すること
・都市地区の交通施設整備促進に関すること
・都心地区の開発促進に関すること
・駅北多目的広場の管理運営に関すること
・市民活動交流センターの管理運営に関すること
・西20条北工業団地の分譲促進等
・企業立地動向・工場適地の調査
・ものづくり総合支援補助金
・工業統計の分析
・工業ゼミナール
・共同研究開発の促進等
・発明相談、帯広発明協会、特許等の閲覧
・技術資料及び情報の収集・提供
・デザインの振興及び開発
・北愛国交流広場指定管理者との調整、使用許可
・リサーチ＆ビジネスパーク構想推進
・産学官連携拠点
・都市エリア産学官連携促進事業
・アグリバイオ産業創出のための人材育成事業
・帯広市産業振興会議
・帯広十勝地域産業活性化協議会
・帯広産業クラスター研究会
・労働行政事務の情報収集及び調査研究に関すること
・事業所雇用実態調査に関すること
・移動季節労働者の健康診断に関すること
・労働安全衛生に関すること（特殊健康診断を含む）
・労働五官庁等関係機関との連絡調整に関すること
・帯広地方高等職業訓練校及び帯広高等技術専門学院との連絡調整
・人材誘致事業及び雇用促進に関する情報収集に関すること
・雇用促進に関する関係機関との連絡調整、情報収集に関すること
・帯広市産業経済功労者表彰に関すること
・観光事業の推進及び観光宣伝
・物産の普及・宣伝
・観光団体との連携
・観光資源の開発
・観光施設の管理運営
・空港保安管理規程等作成
・空港利用促進に関する事務

農政部
強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・安全・安心な農畜産物の生産に関すること
・家きんにおける鳥インフルエンザの監視等に関すること
・家きん飼育農場への鳥インフルエンザ等の情報提供（啓発・感染 ・家畜防疫等に関すること
予防）に関すること
・農業災害対策に関すること
・農業技術センターの管理運営に関すること
・農業団体との連絡調整に関すること

農
政
課

農
村
振
興
課

ば
ん
興
え
室
い
振

・営農用水施設の整備及び管理運営に関すること（施設関係）
・家きんにおける鳥インフルエンザの監視等に関すること
・家きん飼育農場への鳥インフルエンザ等の情報提供（啓発・感染 ・簡易水道施設の整備及び管理運営に関すること（施設関係）
予防）に関すること
・農村下水道施設の整備及び管理運営に関すること（施設関係）
・林道等の開設及び維持管理に係る企画・調整に関すること（監督、補修）
・受託工事等の設計、監督に関すること
・農業農村に係る災害復旧工事に関すること

・ばんえい競馬の開催自粛要請協力に関すること
・感染期における担当施設の管理に関すること。（ばんえい競馬の
開催・運営

・農業農村整備事業の計画、調査、設計、施行及び監督に関すること
・営農用水施設の整備及び管理運営に関すること
・簡易水道施設の整備及び管理運営に関すること
・農村下水道施設の整備及び管理運営に関すること
・農村集落の活性化に関すること
・農業地域における土地利用計画に関すること
・林業の振興に関すること
・市有林の造成及び管理に関すること
・林道等の開設及び維持管理に係る企画・調整に関すること
・林野火災予防及び民有林火入れ許可等に関すること
・市有林内雑産物採取及び立入調査等の許可に関すること
・有害鳥獣の駆除及び捕獲の許可に関すること
・農業基盤整備団体等との連絡調整に関すること
・帯広市土地改良区との連絡調整及び管理体制整備に関すること
・ばんえいの寄附に関すること
・ばんえいの寄附に関すること競馬の開催業務
・ばんえいの振興に関する業務

中断業務（Ｃ）
・農業・農村基本計画の企画立案及び進行管理に関すること
・農業施策の調査研究に関すること
・農業生産振興に関すること
・園芸生産振興に関すること
・酪農及び畜産振興に関すること
・環境保全型農業に関すること
・農業技術の振興に関すること
・生産環境の改善に関すること
・農業経営の高度化推進に関すること
・農業資金に関すること
・農業研修に関すること
・水産に関すること
・農業理解の促進に関すること
・農畜産物の消費拡大に関すること
・帯広の森市民農園の管理運営に関すること
・とかち大平原交流センターの管理運営に関すること
・八千代公共育成牧場の管理運営に関すること
・畜産研修センター及び畜産物加工センターの管理運営に関すること
・農業統計に関すること
・農作業の安全に関すること
・農業委員会との連絡調整に関すること
・林業団体との連絡調整に関すること
・水道一元化に関すること
・民有林の育成に関すること

産業連携室
強化・拡充業務（Ｓ）
産
業
連
携
室

・商業まちづくり課、工業労政課の応援に関すること

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

中断業務（Ｃ）
・フードバレーとかち推進業務
・地域資源活用促進事業
・バイオマスタウン構想進行管理
・農産物付加価値向上推進業務
・ふるさと雇用再生支援業務

都市建設部
強化・拡充業務（Ｓ）
・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

一般継続業務（Ａ）
・用途地域、地区計画照会
・都市計画図、都市計画現況図販売
・都市計画法第53条、都市計画施設区域内・市街地開発事業区域内の建
築許可
・駐車施設の附置条例に関する審査・指導
・土地区画整理第76条の届出
・国土利用計画法及び公拡法の届出
・地価公示法の調査報告及び閲覧

都
市
計
画
課

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

・占用工事、除雪等の交通規制に関する事務
・道路の掘削、工事に係る事務（融雪機等の設置及び融資を含む）
・露店に関する事務

管
理
課

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

建
築
指
導
課

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

土
木
課

・道路、橋梁、河川等の工事の設計、施工および監督に関すること

縮小業務（Ｂ）
・帯広圏都市計画区域の整備、開発保全の方針に関すること
・市街化区域及び市街化調整区域に関すること
・都市計画審議会に関すること
・都市環境デザイン委員会に関すること
・帯広圏広域都市計画協議会に関すること
・道路の都市計画決定に関すること
・公園・緑地・下水道の都市計画決定に関すること
・自転車・歩行者道の計画に関すること
・その他都市施設に関すること
・北海道横断自動車道に関すること
・十勝ｽｶｲﾛｰﾄﾞ利用促進協議会に関すること
・高規格幹線道路・地域高規格道路に関すること
・土地区画整理事業の指導及び助成
・土地区画整理事業認可等法手続き
・開発行為の相談、審査及び許可
・未利用助成
・住宅サポートシステムの構築
・道路の認定、変更及び廃止事務
・河川等の指定、登録及び廃止事務
・道路、河川等の台帳事務
・境界確認事務
・道路、河川等の監察及び取締り
・樋門・樋管の受託事務
・町の区域及び住居表示事務
・公共基準点の管理保全事務
・道路占用に係る事務
・放置車両、不法占用物件の撤去指導、処分
・特殊車両の通行許可及び一般乗合旅客自動車運送事業免許申請事務
・屋外広告物に関する事務
・河川等にかかる許可、承認事務
・都市計画法32条(開発行為）に伴う承認工事に関する事務
・占用料等に関する事務
・放置自転車等の防止及び自転車等駐車場の維持管理
・路外駐車場施設等の届出及び調整事務
・砂利採取法に基づく通知に関する事務
・河川に係る市の意見回答に関する事務
・建築確認申請等手数料事務
・建築審査会に係る事務
・建築基準法に基づく許可、認定事務
・建築基準法に基づく確認、検査事務
・建築物動態調査等行政報告事務
・建築基準法に基づく定期報告に関する事務
・概要書閲覧事務
・道路位置指定廃止に関する事務
・建築法に基づく処分に係る証明事務
・浄化槽の届出構造審査事務
・省エネルギー法に基づく届出等事務
・北海道福祉のまちづくり条例に基づく届出
・バリアフリー法に基づく審査認定事務
・住宅家屋証明事務
・ユニバーサルデザイン住宅の融資補助貸付事務
・木造住宅耐震診断・耐震改修に係る融資・補助事務
・長期優良住宅認定事務
・災害関連融資住宅審査現場検査事務
・建設リサイクル法に基づく届出事務
・条例・規則の制定改廃事務
・道路、橋梁、河川事業の事業認可に関すること
・道路、橋梁、河川事業の補助申請に関すること
・災害復旧工事に関すること
・道路及び河川整備事業に係る公共用地取得に伴う損失補償に関すること
・用地取得に係る土地及び支障物件に係る補償積算に関すること
・用地取得、支障物件等に係る関係者協議及び契約に関すること
・取得用地の登記に関すること
・租税特別措置法による事前協議及び諸証明に関すること
・土地収用法に関すること

中断業務（Ｃ）
・都市計画の企画調整及び推進に関すること
・都市施設計画の企画調整に関すること
・帯広市都市計画マスタープランに関すること
・おびひろまち育てプランに関すること
・都市景観基本計画・整備計画に関すること
・公園大通グレードアップ事業に関すること
・景観百選に関すること
・都市環境主要建築物に関すること
・まちづくりデザイン賞に関すること
・広域道路交通網に関すること
・居住環境ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝに関すること
・住宅地及び住宅の総合調整及び推進
・違反建築の是正指導
・都市計画変更（西地区第一、緑商第二）

・道路、河川等の用地の寄付受納及び処分事務
・未処理用地の整理及び登記事務
・管理の電子化に関する事務
・道路情報便覧作成事務

・既存建築物の防災査察、是正指導事務
・建築基準法係る指導・相談事務

・道路、橋梁、河川事業の企画調整に関すること

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）
・公園樹木、街路樹の剪定及び植樹枡の維持管理に関すること
・公園緑地事業に係る設計及び監督に関すること
・受託工事に関すること

・緑化推進及び進行管理に関すること（慶事記念樹）
・緑化協議に関すること
・帯広の森基金・寄付採納に関すること
・国庫補助金の完了報告、請求、事務費の使途協議に関すること
・帯広の森・はぐくーむに関すること
・十勝飛行場周辺の帯広の森づくり
・㈱帯広緑化振興公社に関すること
・指定管理者制度に関すること
・委託業務等の検収に関すること
・委託業務の設計・施工・監督・支払いに関すること
・修繕工事の設計・施工・監督・支払いに関すること
・公園緑地の巡視及び点検に関すること
・街区公園の管理謝礼の支払いに関すること
・公園緑地の占用許可、行為許可に関すること
・公園緑地用地の借用に関すること
・河川占用申請及び更新に関すること
・公園緑地の除雪に関すること
・みどりと花のセンターの管理に関すること
・事業予算及び実施計画に関すること
・公園緑地の事業認可（変更）に関すること
・補助事業の申請に関すること
・公園緑地事業の設計審査、検定に関すること
・公園緑地事業の連絡調整に関すること
・補助事業に係る補助金交付申請に関すること
・単価・歩掛り・積算に関すること

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

・市営住宅等の維持管理
・修繕業務(発注・経理等)

・設備管理に関する委託業務
・行政財産使用許可等財産管理
・交付金申請事務
・窓口業務
・家賃算定業務
・収入申告・収入調査
・住宅使用料減免及び再認定業務
・住宅使用料及び駐車場使用料の調定
・国庫補助金等申請・実績報告等
・ユニバーサルデザインモデル住宅管理委託
・建替事業関連業務
・起債申請
・高齢者向け優良賃貸住宅制度関連事務
・ストック総合活用計画推進
・借上市営住宅制度関連事務

み
ど
り
の
課

住
宅
課

建
築
営
繕
課

道
路
維
持
課

縮小業務（Ｂ）

・他部局または他課等の応援に関すること

・建築物に係る建築工事・建築
・建築物に係る電気設備、機械
・建築物に係る建築工事・建築
・建築物に係る電気設備、機械

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

・発生段階に応じた業務体制の構築
・他部局または他課等の応援に関すること

・道路維持パトロールに関すること
・道路除排雪に関すること

修繕工事等の監理、監督に関する事
設備等の監理、監督に関する事
修繕工事等の審査、検査に関する事
設備等の審査、検査に関する事

中断業務（Ｃ）
・緑化計画の推進に関すること
・用地取得事務に関すること
・帯広市緑のまちづくり条例に関すること
・フラワー通り整備に関すること
・花コミュニケーションとかちに関すること
・緑化キャンペーンに関すること
・緑の募金に関すること
・花壇コンクールに関すること
・大分市みどりの親善交流に関すること
・保全地区・保存樹林に関すること
・帯広の森の利活用に関すること
・自然観察会に関すること
・苗木の払い出し及び苗圃の管理に関すること
・帯広の森植樹・育樹に関すること
・帯広の森間伐に関すること
・帯広市都市公園条例に関すること
・財産の管理（取得・処分等）に関すること
・都市公園台帳、河川占用台帳に関すること
・街路樹の新植・補植に関すること
・街路樹の移植に関すること
・街区公園の地域管理状況点検に関すること
・緑の健康相談に関すること
・緑の健康講習会等に関すること
・帯広を花と緑で美しくする運動実行委員会に関すること
・チビッコ広場の新設及び管理に関すること
・帯広市チビッコ広場連絡協議会に関すること
・パネル、園芸グッズの展示に関すること
・公園緑地の企画、調整に関すること
・条例規則・議会資料等調整・改定
・電波障害に関する業務
・住宅審議会運営
・民事調停・裁判
・収納率向上計画策定・執行計画
・指定管理者制度関連業務
・入居計画
・退去修繕・退去調査
・住宅使用料、駐車場使用料等の徴収
・納付督励及び収納率向上
・収納管理
・市営住宅募集・抽選・入居契約
・敷金調定
・入退去処理
・市営住宅駐車場使用許可・管理
・総合計画推進
・住宅マスタープラン推進
・公営住宅及び特定公共賃貸住宅整備計画
・重点団地の建替計画推進
・まちなか居住推進計画関連事務
・建築物に係る建築工事・建築 修繕工事等の調査、設計に関する事
・建築物に係る電気設備、機械
設備等の調査、設計に関する事
・公共施設保全システム管理業務
・建築物に係る建築工事・建築 修繕工事等の相談に関する事
・建築物に係る電気設備、機械
設備等の相談に関する事
・建築工事の単価作成
・建築設備工事の単価作成
・道路、橋りょう、河川及び排水路の維持補修並びに清掃に関すること
・道路側溝の整備及び維持補修に関すること
・道路照明灯の維持管理に関すること
・道路車両センターの管理運営に関すること
・土木建設機械及び除雪機械の運行並びに維持管理に関すること
・土木資器材の保管管理に関すること

上下水道部
強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

・発生段階別における水道の安定供給に関すること。
・他部局または他課等の応援に関すること。

総
務
課

・発生段階別における水道の安定供給に関すること。
・他部局または他課等の応援に関すること。

料
金
課

・発生段階別における水道の安定供給に関すること。
・他部局または他課等の応援に関すること。

水
道
課

・発生段階別における水道の安定供給に関すること。
・他部局または他課等の応援に関すること。

下
水
道
課

・使用水量等の苦情処理に関すること
・水道料金及び下水道使用料の調定に関すること
・水道料金及び下水道使用料の口座振替に関すること
・公金収納事務委託に関すること
・水道使用の開始及び休止に関すること
・水道使用者の異動整理に関すること
・水道料金及び下水道使用料の収入整理に関すること
・メーターの新設、維持管理等に関すること
・送配水管の維持管理に関すること
・浄水の製造に関すること
・原水及び浄水の水質管理に関すること
・水質試験に関すること
・水源保全及び監視に関すること
・浄水場及び配水池等の維持管理に関すること

・公共下水道管渠施設等の維持管理に関すること
・帯広川下水終末処理場の管理運営に関すること

縮小業務（Ｂ）

中断業務（Ｃ）

・公印の管守に関すること
・公文書の公開及び個人情報の開示に関すること
・職員の任命、身分、服務及び給与に関すること
・工事の請負、入札、契約等に関すること
・工事及び物品購入等の指名参加業者の登録に関すること
・広報、宣伝に関すること
・庁舎の維持管理に関すること
・支出負担行為の確認及び支払伝票等の審査に関すること
・資金計画及び資金運用に関すること
・現金及び有価証券の出納保管に関すること
・収入及び支払に関すること
・予算及び決算に関すること
・条例、規程等重要文書の審査及び例規の編纂に関すること
・企業債の申請、借入、償還に関すること
・十勝中部広域水道企業団に関すること
・業務状況の公表に関すること
・試算表の作成に関すること
・使用水量の計量及び認定に関すること
・検針業務の委託に関すること

・部内の連絡調整に関すること
・職員の研修に関すること
・公営企業経営審議会に関すること
・指定金融機関に関すること
・災害対策の総括に関すること
・経営計画及び財政計画に関すること
・諸統計に関すること
・たな卸資産の出納保管に関すること
・財産及び備品の総括管理に関すること
・固定資産台帳の記録整理に関すること
・不要品の処分に関すること
・寄附採納関係事務手続に関すること
・その他、他課の所管に属さないこと

・事業に係る国、道などへの認可及び届出等に関すること
・工事の各種申請に関すること
・補助事業の要望、申請及び実績報告に関すること
・企業債の申請に関すること
・市民要望に関すること
・工事調査設計等の委託業務に関すること
・工事に係る計画調査、設計、積算及び施工に関すること
・工事及び委託業務の審査、検査に関すること
・開発行為等に伴う施設整備の指導、連絡調整に関すること
・補助事業の補助金の請求、調定及び完了検査に関すること
・簡易専用水道の検査に関すること
・給水装置の工事受付、設計審査及び検査に関すること
・配給水管台帳図等の図面の閲覧及び交付に関すること
・事業に係る国、道への認可及び届出等に関すること
・工事の各種申請に関すること
・補助事業の要望、申請及び実績報告に関すること
・企業債の申請に関すること
・市民要望に関すること
・工事調査設計等の委託業務に関すること
・工事に係る計画調査、設計、積算及び施工に関すること
・工事及び委託業務の審査、検査に関すること
・開発行為等に伴う施設整備の指導、連絡調整に関すること
・補助事業の補助金の請求、調定及び完了検査に関すること
・流域下水道に関すること
・排水設備改造資金の貸付に関すること
・排水設備の工事受付、設計審査及び検査に関すること
・排水設備工事施工図等の図面の閲覧及び交付に関すること
・処理施設改修工事及び施工並びに監督に関すること
・処理水の水質検査に関すること
・公共下水道への流入水の水質監視及び指導に関すること

・水道に係る災害対策計画に関すること
・漏水調査等の委託業務に関すること
・給水装置の器材及び工法の調査研究及び改良に関すること
・給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること
・施設整備の計画調整に関すること
・工事に係る設計、積算に関すること
・事業の実績に関すること

・簡易水道等料金徴収の受託に関すること
・水道料金及び下水道使用料の滞納整理に関すること

・施設整備の計画調整に関すること
・工事に係る設計、積算及び資材の技術的研究等に関すること
・事業の実績に関すること
・下水道受益者負担金の賦課及び徴収に関すること
・排水設備の普及促進に関すること
・排水設備工事業者の指定及び指導に関すること
・公共下水道台帳に関すること
・下水道に係る災害対策計画に関すること

生涯学習部
強化・拡充業務（Ｓ）
生
涯
学
習
課

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

・とかちプラザの管理運営に関すること

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

・市民文化ホールの整備及び管理運営
・市民ギャラリーの管理運営
・グリーンステージ管理事務
・文化事業の共催、後援
・文化施設の事前予約及びシステム管理

文
化
課

ス
ポ
ー
ツ
振
興
室

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

図
書
館

・社会体育施設整備事業
・社会体育施設管理運営業務

・総合型地域スポーツクラブ育成事業
・キッズ・スポーツ少年団育成事業
・青少年冬季スポーツ振興事業
・スポーツ指導者育成事業
・スポーツ団体育成事業
・スポーツ大会派遣支援事業
・健康スポーツ都市宣言事業

・図書館情報システムの管理
・図書館のホームページ管理
・館の維持管理
・図書購入計画、選定
・書誌データベース
・図書の装備仕様
・図書の発注、受入
・逐次刊行物の受入

中断業務（Ｃ）
・社会教育委員に関すること
・生涯学習の調査研究及び推進に関すること
・社会教育機関及び関係団体に関すること
・成人教育及び高齢者教育の実施に関すること
・とかちプラザ運営審議会に関すること
・イオル再生事業
・ふるさと文化基金事務
・国、北海道の文化財等の保護支援
・帯広市指定文化財保護事務
・アイヌ文化の保存活用
・審議委員会の開催事務
・帯広市文化賞及び文化奨励賞事務
・徴収事務委託、指定管理者
・市民主体の文化活動支援
・帯広市の美術保存活用
・道立帯広美術館特別企画展共催
・運営審議会の開催事務
・文化団体の育成財政援助
・文化団体情報の収集、提供
・学校施設の文化開放
・行政財産の使用許可事務
・学校開放事業
・地域スポーツ振興事業
・体育施設利活用促進事業
・中・高生スポーツ活動支援事業
・大会・合宿誘致事業
・プロスポーツ誘致事業
・スポーツ交流事業
・日韓スポーツ交流事業
・スケート競技振興事業
・新総合体育館整備事業
・市民協働管理運営促進事業
・条例・規則に関すること
・政策・施策、事務事業評価
・視察、見学対応及び非定型的な諸事業
・実習、研修、総合学習受け入れ
・子どもの読書活動推進計画
・利用統計
・図書館ＰＲ、広報
・諸室の運営管理
・読書団体
・利用者カードの作成（小１～４）
・中城ふみ子賞
・市民文芸誌
・図書館協議会
・十勝管内公共図書館協議会
・学校公共図書館研究会
・図書のリサイクル
・図書館ボランティア
・図書資料の貸出等
・サービスマニュアル
・学校図書館支援活動
・未返却図書の催告
・地域行政資料の選定、受入
・地域行政資料の電子化
・吉田巌資料の整理・保存
・中城ふみ子資料の整理・保存
・帯広叢書
・レファレンス
・蔵書点検及び除籍
・読書週間行事等定型的な諸事業

強化・拡充業務（Ｓ）

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）

図
書
館

百
年
記
念
館

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

・施設内感染予防対策に関すること
・施設の活動自粛要請（特措法）に係わること
・施設閉鎖中の管理体制に関すること
・他部局または他課等の応援に関すること

・百年記念館の維持及び管理
・埋蔵文化財

・動物の飼育管理に関すること

中断業務（Ｃ）
・寄贈図書の受入
・移動図書車の運行
・地域図書コーナー
・市民文庫
・館外図書の選定、受入、装備等
・視聴覚資料の管理・貸出等
・ 広域事業の推進
・ 百年記念館運営審議会
・ 使用許可及び使用料
・ 歴史・民俗・自然・芸術等の教育普及活動
・ 特別企画展の開催
・ 工芸調査研究・普及活動・技能指導
・ 資料の収集、保管、調査、活用
・再整備
・車両、備品等の保守管理、修繕
・管理施設、遊具の保守管理、修繕
・条例、規則の改廃
・帳簿等書類の整理、保管
・環境基本計画
・飼育管理、計画等
・飼料に関すること
・修繕に関すること
・動物の台帳及び月別動物異動の集計
・動物の調査及び依頼文書
・他園館、日動水協関係機関との渉外
・動物舎の修繕、消耗品、原材料の購入
・飼育に関する資料等の管理及び整理
・動物の購入、売却、交換、BL等
・動物台帳の管理
・総合的な獣舎、付属施設の計画、立案
・診療簿の管理
・診療についての調査、研究
・感染症及び防疫
・放射線の取扱
・治療薬、治療器具の購入、管理
・野生動物についての調査、研究
・オジロワシの国内血統登録調査
・国内外の血統登録及びBL
・生涯学習事業の企画、実施の統括
・博物館の運営、活動
・教育、普及活動
・総合学習、インターンシップ、実習
・動物園のホームページ
・動物の台帳管理及び集計

・管理運営の統括
・委託業務の管理運営
・収納金
・飼料の購入並びに管理点検
・野生傷病鳥獣の救護、収容、診察

動
物
園

農業委員会
強化・拡充業務（Ｓ）
・他部局または他課等の応援に関すること

農
地
課

一般継続業務（Ａ）

縮小業務（Ｂ）
・農地法第３条、あっせん
・農地法第４条、第５条、転用計画
・農用地利用集積計画、農地法第２０条
・現況調査、各種証明書の発行、登記地目の変更等
・交換分合
・農地移動適正化あっせん事業
・農地保有合理化促進事業
・農業経営基盤強化促進法
・総会、部会開催に伴う事務
・生前贈与等納税猶予
・資金貸付協議、認定農業者等
・選挙人名簿登載
・経営改善支援センター会議
・十勝農業委員会連合会事務局に関する事務

中断業務（Ｃ）
・農地事務施行計画の立案、進行管理、権限移譲
・和解の仲介
・事業の調査研究、標準小作料
・農業委員会だより
・農地信託
・農地基本台帳情報処理、台帳作成等
・その他流動化対策等
・農業委員の選挙、選任等
・農業生産法人
・農業者年金、帯広市農業者年金協議会
・帯広市農業者結婚推進協議会、人材養成

