
令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

15,767 13,900 13,900

147,120 144,200 144,200

2,148 1,351 1,351

46 31 31

171 171 171

244,104 244,104 244,104

347,352 347,352 347,352

1,187,771 1,187,771 1,187,771

47,298 47,298 47,298

50 50 50

1,998 1,068 1,068

16,860 12,954 12,954

1,020 950 950

指定避難所等の環境整備

一斉情報伝達システムの導入（新規）

備蓄資材の整備（拡充）

国土強靭化地域計画の策定（新規）

健康マイレージ事業（新規）

地域介護・福祉空間整備事業

私立保育所運営業務（拡充）

市民の健康意識や運動意欲の向上を図るため、歩数計
アプリを活用したインセンティブ制度を導入

事業費・事業内容の精査

ロタウイルスワクチン予防接種事業（新規） ロタウイルスワクチンの定期接種化 事業費・事業内容の精査

ひとり親家庭等日常生活支援事業（拡充）
ひとり親家庭に対する家庭生活支援員の派遣等につい
て、就業上の理由により定期利用できる対象家庭の範
囲を拡大

要求どおり

被保護者健康管理支援事業（新規）
生活保護受給者に対する生活習慣病予防等の健康管
理支援

へき地保育所6所の認可化及び民間移管 要求どおり

要求どおり

事業費・事業内容の精査

認定こども園等施設給付事業（拡充）
私学助成幼稚園から認定こども園又は施設型給付幼稚
園に移行する5園と、新たに開設する認定こども園分園
に対する給付

要求どおり

児童保育センター運営事業（拡充） 入所児童数の増加に伴い5クラブを追加開設 要求どおり

指定避難所のボイラーを更新 事業費・事業内容の精査

事業費・事業内容の精査

事業概要 要求額
最終
予算額

停電時においてもトイレ、水道を使用できるようにするた
め、水道直圧化工事を実施

地域防災強化事業

事業名 査定内容

携帯電話やスマートフォンを持たない市民に対し、災害
などの緊急情報を固定電話やＦＡＸに一斉配信するた
めのシステムを導入

事業費・事業内容の精査

事前防災、減災と迅速な復旧復興に資する（仮称）帯広
市国土強靭化地域計画の策定

乳児のための液体ミルクの備蓄 事業費・事業内容の精査

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく介護
保険施設等の整備費を支援

要求どおり
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

300 300 300

94,750 88,688 88,688

28,866 28,866 28,866

5,530 2,477 2,477

136,132 136,132 136,132

7,071 7,071 7,071

43,809 43,519 43,519

6,303 6,042 6,042

67,148 41,523 41,523

3,000 2,000 2,000

5,513 5,513 5,513

12,000 12,000 12,000

起業家育成事業

創業・起業を身近に感じてもらう事業の一環として、十
勝管内の中高校生を対象に、Webページやスマホアプリ
の制作体験を通じて、新しいことに挑戦する楽しさを学
ぶプログラムを実施

事業費・事業内容の精査

フードバレーとかち人材育成事業

帯広畜産大学との共同事業として、食・農畜産業分野で
の新製品開発や販路拡大などの実践的な講義や実習
を行うことにより、地域の経済発展に寄与する人材を育
成

要求どおり

とかち・イノベーション・プログラム
十勝地域で新たな事業創発や起業を目指す人材が、地
域外の革新的な事業者などから新事業着想の刺激を
受け、新事業の構想を練り上げるプログラムの実施

要求どおり

道営水利施設等保全高度化事業

多面的機能支払推進事業（拡充）

林道等整備事業
平成28年度の台風により被害を受けた林道の復旧に向
けた橋りょう周辺工事及び林道改良工事

事業費・事業内容の精査

市有林造成事業 帯広市森林施業計画に基づく整備 事業費・事業内容の精査

市有林収穫事業 帯広市森林施業計画に基づく間伐材等売払 事業費・事業内容の精査

十勝・イノベーション・エコシステム推進事
業

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

担い手の育成・支援と生産性・収益性の向上を図るた
め、農業基盤整備を実施

要求どおり

森林整備促進事業（拡充）
国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止
等のため森林環境譲与税を活用し、森林整備及び担い
手確保等を支援

要求どおり

地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理、
農村環境の保全向上の取り組みに対する支援

要求どおり

明渠橋健全度調査 明渠橋の健全度調査 事業費・事業内容の精査

火葬場整備事業
昭和63年度に建設した火葬場について、安定的な稼働
の確保に向け施設の長寿命化改修などを実施

事業費・事業内容の精査

日高山脈襟裳国定公園国立化推進事業
（新規）

国立公園の新規指定に向けた地元の機運醸成を図る
ため、帯広市及び関係5町村でPR事業を実施

要求どおり
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

5,300 5,300 5,300

15,000 15,000 15,000

新事業創発加速化事業

13,485 13,485 13,485

1,769 1,769 1,769

8,500 8,500 8,500

10,500 10,500 10,500

30,000 30,000 30,000

9,443 5,090 7,943

企業立地促進事業

工業団地立地奨励金（見直し）
西19条北工業団地の分譲開始に伴い、工業団地立地
奨励金の対象区域を変更

フードバレーとかち構想推進事業
乳の価値向上の推進、十勝の食の高付加価値化、新た
な地産地消モデルの構築を目指した地域連携、大規模
6次産業化の推進

事業費・事業内容の精査

土地開発公社の資金調達に対する損
失補償

帯広市土地開発公社が西19条北工業団地造成のため
に必要な資金を金融機関から借り入れることに伴う損
失補償

世界に新たな価値を発信するベンチャー企業が次々に
生まれている先進地域の調査・視察を実施

要求どおり

十勝ものづくり総合支援事業
十勝帯広におけるものづくり産業の発展を図るため、十
勝地域の中小企業等を対象として、製品開発から技術
導入、販路開拓までを総合的に支援

要求どおり

フードバレーとかちプロモーション事業
十勝への投資と人的交流を活性化するため、十勝の先
進的な取り組みを首都圏に発信

要求どおり

事業創発拠点事業
創業・起業、事業創発を目指す地域の人材や支援者等
が集い、新たなチャレンジに向けた情報交換や勉強会
等を行うことができる拠点「ＬＡＮＤ」の管理・運営

要求どおり

十勝の起業家磨き上げ事業
十勝の起業家の事業磨き上げのため、旧起業家支援
財団（神奈川県）に関係する経営者等の協力を得て、十
勝と神奈川によるビジネス交流会を開催

要求どおり

事業創発先進地視察事業

十勝ドリームマップ会議
事業創発へのモチベーションを向上させ、新たな人脈形
成につなげるため、十勝の起業家人材と地域内外のイ
ノベーター等による交流イベントを開催

要求どおり

総合コーディネート機能整備事業
十勝・イノベーション・エコシステムを推進するため、とか
ち財団に事業者や起業希望者の総合的なコーディネー
トを行うコーディネーターを配置

要求どおり
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

5,000 2,500 5,000

925,726 925,641 925,641

31,570 31,570 31,570

2,500 2,500 2,500

204 204 204

5,428 4,987 4,987

24,464 24,464 24,464

432,000 226,000 226,000

38,400 32,700 32,700

4,000 4,000 4,000

1,711 1,711 1,711

813,820 528,750 528,750

371,890 369,500 369,500

10,500 10,500 10,500

観光振興財源検討事業（新規）
観光振興に係る新たな財源に関する検討を行うため、
有識者による検討委員会を開催

要求どおり

十勝アウトドアブランディング事業 株式会社デスティネーション十勝に対する運営支援 要求どおり

アイヌ伝統舞踊観光コンテンツ化事業（拡
充）

アイヌ舞踊の認知向上と演舞の観光コンテンツ化による
将来的な収益事業化

要求どおり

元気な中心市街地づくり促進事業（新規）

中心市街地活性化基本計画の成果指標に寄与する事
業者（人材）の発掘及び育成のため、中心市街地活性
化協議会委員の審査や助言を活用した補助制度を新
設

要求どおり

西3・9周辺地区市街地再開発事業
中心市街地の活性化を図るため、旧イトーヨーカドービ
ル及び周辺施設の一体的な再開発事業に対する補助

事業費・事業内容の精査

企業立地促進条例（見直し）
企業立地促進条例について、労働生産性の向上に対す
る加算要件の新設や設備投資者と操業者が異なる場
合に対応した要件の追加

橋梁長寿命化事業
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

事業費・事業内容の精査

交通安全施設整備事業 歩道の再整備 要求どおり

朝陽市との国際友好都市締結20周年記念事業として、
訪問団の相互派遣交流を実施

事業費・事業内容の精査

特殊舗装整備事業 特殊舗装打替工事、オーバーレイ工事 事業費・事業内容の精査

道路側溝整備事業 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水枡新設） 事業費・事業内容の精査

国際姉妹都市相互交流事業

除雪機械整備事業 官貸車の増車 要求どおり

道路舗装の計画的な補修 要求どおり

近接目視・打音検査による道路標識の点検 要求どおり

道路ストック修繕事業

道路新設改良事業 道路の新設改良舗装整備（大和通線　外） 事業費・事業内容の精査
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

506,929 340,029 340,029

13,700 13,700 13,700

131,408 131,408 131,408

23,500 23,500 23,500

34,400 34,400 34,400

22,300 22,300 22,300

2,035 2,035 2,035

36,051 36,051 36,051

503,566 503,566 503,566

14,471 14,471 14,471

2,229 2,229 2,229

42,124 42,124 42,124

1,962 1,509 1,509十勝川水系音更川水防演習
水害発生時の消防団の迅速な活動及び水防技術の向
上のため、北海道開発局が主体となって実施する水防
演習に参加

事業費・事業内容の精査

消防車両整備事業 水槽付消防ポンプ自動車の更新 要求どおり

組合ネットワーク構築事業
とかち広域消防局の事務の効率化を図るため、各署を
繋ぐネットワークを構築するとともに、システムを統合し
組織体制を強化

要求どおり

要求どおり

地域優良賃貸住宅整備事業 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助 要求どおり

柏林台出張所整備事業
消防署西出張所と隣接地区にある消防署緑ヶ丘出張所
等を統合し、地域の防災力を集約した新出張所を整備

要求どおり

帯広の森整備事業 帯広の森の利活用のための園路の整備 要求どおり

公園バリアフリー化事業

公園施設更新事業

公営住宅整備事業 公営住宅の整備（大空団地3街区空1、2号棟　外） 要求どおり

耐震改修促進計画の策定（新規） 第3期耐震改修促進計画の策定に向けた調査等

要求どおり

中島緑地整備事業 中島地区エコタウン整備エリアにおける緑地整備

トイレ、園路の整備による公園のバリアフリー化 要求どおり

公園施設長寿命化計画に基づく公園施設等の更新 要求どおり

要求どおり

街路整備事業 街路の整備（青柳通　外） 事業費・事業内容の精査

既存公園整備事業

街区公園整備事業 北西第4児童公園、南町中央公園の整備

公園整備事業
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

390 390 390

0 0 0

4,204 4,204 4,204

410 410 410

4,196 4,196 4,196

10,556 9,346 9,346

1,904 1,847 1,847

1,149,478 1,149,478 1,149,478

28,800 25,000 25,000

35,350 32,926 32,926

67,520 39,320 39,320

13,073 10,887 10,887

準要保護就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の
新入学学用品費等の支給単価を引き上げ

事業費・事業内容の精査

義務教育施設整備事業

学校施設長寿命化改修事業

就学援助費支給事業（拡充）

個別改修事業

学校における情報セキュリティの強化 要求どおり

子どもの学びの質を高めるとともに、情報活用能力を育
成する教育環境を整備するため、小・中学校の各普通
教室等に教材等を映し出す大型提示装置（モニター）及
び実物投影機を設置

事業費・事業内容の精査

情報セキュリティ強靭化事業（拡充）

教材教具整備事業（拡充）

国の高等学校等就学支援金制度改正に伴い、私立高
等学校生徒授業料が実質無償化されるため、市補助金
を廃止

要求どおり
私立高等学校生徒授業料軽減事業（廃
止）

「ふるさと帯広」に対する誇りと愛着を育み、地域社会の
一員として地域づくりに関わる子どもを育てるため「おび
ひろ市民学」を実施

要求どおり

教職員住宅整備事業 老朽化に伴う教職員住宅の改築 要求どおり

おびひろ市民学推進事業（新規）

コミュニティ・スクール推進事業（拡充）
学校運営に保護者や地域住民が参画する「コミュニ
ティ・スクール」実施校の拡充

要求どおり

学校トイレ洋式化事業

煙突用断熱材除去事業

大空小学校と大空中学校を統合した施設一体型の義
務教育学校の整備

要求どおり

市内の各学校における劣化状況が著しい部位について
の改修

事業費・事業内容の精査

小・中学校の和式便器を洋式便器に改修 事業費・事業内容の精査

煙突用断熱材の石綿対策工事 事業費・事業内容の精査

教育環境デジタル化推進事業（拡充）
中学校のパソコン教室の端末等更新に合わせ、一部の
端末を普通教室でも使用できる分離型タブレット端末に
更新

事業費・事業内容の精査

大空地区義務教育学校整備事業
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

1,760 1,760 1,760

3,000 3,000 3,000

11,000 11,000 11,000

2,000 2,000 2,000

1,000 1,000 1,000

300 300 300

198 198 198

1,778,725 1,778,725 1,778,725

669,859 669,859 669,859

202,107 202,107 202,107

29,087,268 29,087,268 29,087,268

45,100 45,100 45,100

1,731,900 1,731,900 1,731,900

510 510 510水道料金・下水道使用料体系の検証 公営企業経営審議会を開催 要求どおり

要求どおり

2020フードバレーとかちマラソン開催事業

国民健康保険の持続的な運営

ばんえい競馬の開催 ばんえい競馬開催 要求どおり

要求どおり

東京2020パラリンピック参加国の合宿を受け入れ、ホス
トタウンとして地域交流事業を実施

要求どおり

空港整備事業 滑走路・灯火の改良工事等 要求どおり

空港管理の民間委託に必要な準備作業などについて
専門的知見をもった業者に委託

要求どおり

東京2020パラリンピック合宿誘致事業
（新規）

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）

要求どおり

後期高齢者医療制度の運営
保険料の定時改定、保険料特例軽減の見直し
（事業費は一般会計繰入金）

動物園魅力アップ事業

東京2020パラリンピック競技会採火式
事業（新規）

第35回日本クラブユース選手権（U-15）大会の開催 要求どおり

東京2020オリンピック競技会開催に伴う聖火リレー関連
イベントの開催

要求どおり

来園者が感じるおびひろ動物園の魅力動画を募集する
とともにこれを活用したプロモーション動画を制作し、広
報及び教育事業に活用

動物園魅力アップ・発信事業（新規）

動物園施設整備事業（拡充）

日本クラブユースサッカー選手権大会
開催事業

東京2020オリンピック競技会聖火リ
レー事業（新規）

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

要求どおり

大会・合宿等誘致事業

要求どおり

入園者が安全・快適に過ごすことのできる施設の整備

東京2020パラリンピック競技会開催に伴う採火式の開
催

要求どおり

低所得高齢者の介護保険料の軽減強化
平成27年度より段階的に実施されている介護保険料の
軽減について、令和2年4月より完全実施

要求どおり

空港民間委託アドバイザー事業
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令和2年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業概要 要求額
最終
予算額

事業名 査定内容

746,570 746,570 746,570

稲田浄水場等施設整備事業

稲田浄水場設備機器更新 238,400 238,400 238,400

中島配水場耐震診断 9,284 9,284 9,284

12,000 12,000 12,000

3,140 3,140 3,140

30,591 30,591 30,591

11,803 11,803 11,803

27,599 27,599 27,599

513,500 513,500 513,500

71,000 71,000 71,000

66,000 66,000 66,000

2,000 2,000 2,000

58,501 58,501 58,501農村下水道整備事業
下水道未整備地区の住宅の生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置

要求どおり

帯広川下水終末処理場施設改修事業
十勝川流域下水道事業への汚水処理統合に向けた施
設の改修等

要求どおり

災害対策事業 災害対応のための備蓄資器材の充実 要求どおり

公共下水道整備事業 雨水管・汚水管整備 要求どおり

下水道長寿命化事業 管渠長寿命化事業 要求どおり

末端給水地点の水質計測を自動化するため、自動水質
監視装置を設置

要求どおり残留塩素計の設置

災害対応のための備蓄資器材等の充実 要求どおり災害対策事業

稲田浄水場の老朽化対策として、機器設備の更新を実
施

要求どおり

中島配水場の安全対策として、耐震診断を実施 要求どおり

配水管整備事業 管路整備 要求どおり

川西配水池等耐震化事業
川西配水池及び大正配水池の耐震診断及び実施設計
を実施

要求どおり

川西地区受水切替事業
十勝中部広域水道企業団からの受水に向けた送水管
布設の実施設計を実施

要求どおり

減圧弁室更新事業 簡易水道施設の老朽化による機器更新工事 要求どおり
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