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　　　（単位：千円・％）

平成　３１　年度 平成　３０　年度

 会計名 予　 　算　 　額 ６月補正後予算額 増減率

83,165,000 82,744,507 420,493 0.5 

国民健康保険会計 16,281,455 15,950,406 331,049 2.1 

後期高齢者医療会計 2,403,564 2,256,368 147,196 6.5 

介護保険会計 14,781,284 14,701,218 80,066 0.5 

中島霊園事業会計 62,654 61,704 950 1.5 

簡易水道事業会計 112,394 89,813 22,581 25.1 

農村下水道事業会計 141,854 143,599 △ 1,745 △ 1.2 

ばんえい競馬会計 23,568,441 21,501,095 2,067,346 9.6 

駐車場事業会計 83,661 83,600 61 0.1 

空港事業会計 2,191,489 908,137 1,283,352 141.3 

59,626,796 55,695,940 3,930,856 7.1 

収　入 6,018,498 5,723,242 295,256 5.2 

支　出 7,516,795 6,964,717 552,078 7.9 

収　入 6,083,358 6,386,250 △ 302,892 △ 4.7 

支　出 7,474,189 7,616,657 △ 142,468 △ 1.9 

収　入 12,101,856 12,109,492 △ 7,636 △ 0.1 

支　出 14,990,984 14,581,374 409,610 2.8 

収　入 154,893,652 150,549,939 4,343,713 2.9 

支　出 157,782,780 153,021,821 4,760,959 3.1 

平成３１年度　各会計　予算総括表

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

1



（単位：千円・％）

各会計 予算額の推移
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（単位：億円）

会計

年度 予　算　額 伸　率 予　算　額 伸　率 予　算　額 伸　率 予　算　額 伸　率

80,646,567 5.4 41,300,775 1.3 13,156,457 △ 9.3 135,103,799 2.5

80,371,000 △ 0.3 42,756,298 3.5 12,660,140 △ 3.8 135,787,438 0.5

78,345,000 △ 2.5 43,687,321 2.2 14,026,044 10.8 136,058,365 0.2

77,911,000 △ 0.6 44,448,720 1.7 12,737,843 △ 9.2 135,097,563 △ 0.7

79,654,175 2.2 45,328,445 2.0 15,394,326 20.9 140,376,946 3.9

81,807,000 2.7 50,086,804 10.5 15,318,344 △ 0.5 147,212,148 4.9

83,731,000 2.4 51,824,008 3.5 15,171,329 △ 1.0 150,726,337 2.4

83,782,000 0.1 54,495,392 5.2 14,575,831 △ 3.9 152,853,223 1.4

82,744,507 △ 1.2 55,695,940 2.2 14,581,374 0.0 153,021,821 0.1

83,165,000 0.5 59,626,796 7.1 14,990,984 2.8 157,782,780 3.1

※平成22年度、平成26年度、平成30年度は骨格予算を編成した年度であり、６月補正後の金額である

一般会計 特別会計 企業会計 全会計

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３１年度

平成３０年度
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(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 22,954,949 27.6 22,254,575 26.9 700,374 3.1 

10. 地 方 譲 与 税 1,060,019 1.3 1,100,614 1.3 △ 40,595 △ 3.7 

15. 利 子 割 交 付 金 37,750 0.0 40,863 0.1 △ 3,113 △ 7.6 

16. 配 当 割 交 付 金 57,996 0.1 36,174 0.1 21,822 60.3 

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 49,814 0.1 52,769 0.1 △ 2,955 △ 5.6 

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 3,630,883 4.4 3,585,283 4.3 45,600 1.3 

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 75,042 0.1 234,133 0.3 △ 159,091 △ 67.9 

31. 環 境 性 能 割 交 付 金 44,766 0.0 0 0.0 44,766 皆増

35. 国有提供施設等所在
市町村助成交付金 223,122 0.3 217,262 0.3 5,860 2.7 

37. 地 方 特 例 交 付 金 310,470 0.4 107,852 0.1 202,618 187.9 

40. 地 方 交 付 税 13,635,946 16.4 13,661,909 16.5 △ 25,963 △ 0.2 

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 25,220 0.0 28,903 0.0 △ 3,683 △ 12.7 

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 538,567 0.6 659,987 0.8 △ 121,420 △ 18.4 

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,328,275 2.8 2,422,683 2.9 △ 94,408 △ 3.9 

60. 国 庫 支 出 金 14,959,233 18.0 15,245,418 18.4 △ 286,185 △ 1.9 

65. 道 支 出 金 5,610,451 6.7 4,996,100 6.0 614,351 12.3 

70. 財 産 収 入 62,122 0.1 140,642 0.2 △ 78,520 △ 55.8 

75. 寄 附 金 1 0.0 7,151 0.0 △ 7,150 △ 100.0 

80. 繰 入 金 398,327 0.5 335,712 0.4 62,615 18.7 

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

90. 諸 収 入 12,096,038 14.5 11,893,792 14.4 202,246 1.7 

95. 市 債 5,066,008 6.1 5,722,684 6.9 △ 656,676 △ 11.5 

83,165,000 100.0 82,744,507 100.0 420,493 0.5 

平 成 31 年 度 平成30年度6月補正後 比　較　増　△　減

合 計

平成３１年度　一般会計　当初予算　歳入歳出総括表
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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 359,196 0.4 358,714 0.4 482 0.1 

10. 総 務 費 2,487,413 3.0 2,282,463 2.8 204,950 9.0 

15. 民 生 費 31,795,538 38.2 31,342,896 37.9 452,642 1.4 

20. 衛 生 費 3,244,806 3.9 3,329,604 4.0 △ 84,798 △ 2.5 

25. 労 働 費 101,440 0.1 100,464 0.1 976 1.0 

30. 農 林 水 産 業 費 3,849,606 4.6 3,198,710 3.9 650,896 20.3 

35. 商 工 費 9,865,507 11.9 10,357,281 12.5 △ 491,774 △ 4.7 

40. 土 木 費 4,656,383 5.6 5,178,791 6.3 △ 522,408 △ 10.1 

45. 消 防 費 1,881,941 2.3 1,760,826 2.1 121,115 6.9 

50. 教 育 費 5,517,739 6.6 5,086,900 6.2 430,839 8.5 

53. 災 害 復 旧 費 0 0.0 50,906 0.1 △ 50,906 皆減

55. 公 債 費 8,645,328 10.4 8,971,973 10.8 △ 326,645 △ 3.6 

60. 諸 支 出 金 1,406,827 1.7 1,416,176 1.7 △ 9,349 △ 0.7 

65. 職 員 費 9,313,276 11.2 9,268,803 11.2 44,473 0.5 

70. 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0 0 0.0 

83,165,000 100.0 82,744,507 100.0 420,493 0.5 

平 成 31 年 度 平成30年度6月補正後 比　較　増　△　減

合 計
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一 般 会 計　市 債 の 状 況

市債残高の推移

（単位：億円）

（単位：億円）

市債発行額の推移
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一 般 会 計　基 金 の 状 況

基金残高の推移

（単位：億円）
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産業振興 

☆TVドラマを活用したプロモーション活動          

                 （50,000千円） 

・十勝アウトドアブランディング  （43,610千円） 

・フードバレーとかちマラソンの開催 

                               （11,000千円） 

・ツール・ド・北海道2019の開催   （500千円） 

・空港民間委託に向けた準備業務 （79,200千円）     

観光振興・交流人口の拡大 少子化対策・子育て支援の充実 教育環境の充実 

・コミュニティ・スクールの導入   （150千円） 

◎外国語指導講師（ALT）の増員  （29,318千円） 

・小学校机・椅子の更新            （4,070千円） 

☆スクールロッカーの整備     （8,001千円） 

◎大型提示装置等の整備               （10,690千円） 

◎小学校パソコン教室の端末更新  （23,172千円） 

 一部分離型タブレット端末に更新 

☆学校施設の長寿命化             

 ・大空地区義務教育学校の設計  （85,720千円） 

 ・個別改修           （24,160千円） 

・学校トイレの洋式化      （162,772千円） 

・動物園の魅力向上         （298千円）                

（仮称）おびひろ動物園魅力アップ推進プランの策定  等 

・新総合体育館の整備運営     （157,771千円） 

 

・地域防災の強化 

 ・ハザードマップの更新       （3,000千円） 

 ☆長期停電時の通信機能及び上下水道の確保 

                  （16,327千円） 

 ・指定避難所等の暖房設備の更新（173,200千円） 

 ☆電気自動車の導入             （1,087千円） 

◎がん対策の取り組み強化         （137,427千円） 

 胃内視鏡検診の導入 

・除雪車両の増車            （40,235千円） 

◎バス路線、通学路等の除雪の強化（681,311千円） 

・（仮称）柏林台出張所の整備    （401,850千円） 

・水槽付消防ポンプ自動車の更新  （39,736千円） 

・上下水道の災害対策        （140,238千円） 

 備蓄資器材の購入、雨水管整備 等 

 

防災・安全安心 

・次期総合計画、各個別計画の策定                （17,064千円） 
☆地方税共通納税システムの導入                   （12,602千円） 
 法人市民税及び市道民税（特別徴収）の電子納税開始 

・農村上下水道法適用化等の準備                  （19,155千円） 
・諸証明のコンビニ交付サービスの導入          （31,400千円） 
・パスポート発行等窓口の移転                      （2,337千円） 

 

 

 

高齢者福祉の充実 

・介護保険施設等の整備支援    （318,230千円） 

・低所得者の介護保険料の軽減強化 

                      （87,895千円） 

◎在宅医療・介護連携の推進       （3,000千円） 

  医療・介護に携わる多職種の関係者の連携体制を構築 

社会基盤の整備 

         ・インフラの整備（3,044,252千円） 

        道路、公園、上下水道の整備 

   ・公営住宅の整備             （399,872千円） 

    大空団地3街区（空）の建替え 

     ・個別排水処理浄化槽の整備（50,111千円） 

※1  事業費には3月補正予算による繰越（予定）額を含む  ※2  ☆新規事業、◎拡充事業  ※3 事業費については総額を記載 

自治体経営の推進 公共施設等の適切な管理 

人材の育成・確保 

☆UIJターンの促進               （3,000千円） 
◎ひとり親家庭の教育訓練等に対する助成拡大   （1,320千円） 
◎ひとり親家庭の高等職業訓練に対する助成拡大 （25,086千円） 

☆幼児教育・保育の無償化         （168,718千円） 
☆子育て相談体制の強化                  （941千円） 
◎児童扶養手当支給回数の増      （1,276,727千円） 

☆未婚の児童扶養手当受給者に対する給付金の支給 
                            （4,550千円） 
・へき地保育所認可化に向けた整備 （100,544千円） 

◎児童会館プラネタリウム番組の拡充  （970千円） 
 キャラクターアニメ番組の導入、投影回数の拡大 

・地域優良賃貸住宅の整備支援       （36,000千円） 

 子育て世帯向け優良賃貸住宅整備に対する支援 

           ◎産後ケアの拡大  （728千円） 
            デイケア型に加え、訪問型を実施 

         ◎フッ化物洗口の実施校の拡大 
                                                          （977千円） 
 

総額 4,446,062千円 
         

総額 2,125,683千円 

総額 8,985,394千円 

地域経済の将来発展の基盤をつくる 未来に向けて活躍できる人をつくる 

安全安心に暮らし続けられるまちをつくる 

・職員会館の解体                          （38,429千円） 
・公共施設のトイレ洋式化                          （9,471千円） 
 コミュニティセンター（6ヶ所）、児童会館、緑ヶ丘公園 

・公共施設の長寿命化                           （683,626千円） 
 橋りょう、公営住宅、火葬場、下水道 

・道路ストックの補修                              （127,000千円） 

・空港滑走路・灯火等の更新改良                 （1,335,600千円） 
・稲田浄水場等の施設整備                      （818,763千円） 
・終末処理場の施設改修                          （44,610千円） 

 
      

全ての市民の幸せ 

ひと 

 

 
まち 

・十勝・イノベーション・エコシステム  （39,813千円） 
 起業家の育成 

 フードバレーとかち人材育成   

 とかち・イノベーション・プログラムの実施 

 十勝ドリームマップ会議の開催 

 総合コーディネート機能の整備  

☆新事業創発の加速化             （77,342千円）             

 起業家がつながる拠点づくり 

 十勝の起業家磨き上げ 

 事業創発先進地視察 

 十勝ものづくり総合支援 

・フードバレーとかち構想の推進           （5,761千円） 

 十勝産農畜産物の付加価値向上、販路拡大 等 

・西19条北工業団地の造成 
・西3・9周辺地区の市街地再開発     （2,093,622千円） 

・ICT農業等に対する支援           （235,470千円） 
・畜産・酪農施設の整備支援              （304,244千円） 
☆長いも選果・出荷設備の整備支援  （1,505,500千円） 

しごと 

環境保全 

◎新エネルギー導入の促進 
        （21,300千円） 
◎農村地区の多面的機能保全向上 

                        に対する支援（157,988千円） 
☆森林環境振興基金の設置      （15,604千円） 
・中島緑地の整備         （112,674千円） 

 
      

総額 15,557,139千円 
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

職員会館解体事業 38,429 34,500 3,929 職員会館の廃止に伴う、建物の解体工事
市債

34,500

コミュニティ施設整備事業 4,207 3,100 1,107 コミュニティセンターの和式便器を洋式便器に改修
市債 　・改修基数　12基

3,100

国内姉妹都市相互交流事業 325 325

　・日程　8月中旬（おびひろ平原まつり開催時）　2泊3日予定
　・人数　35人程度

地域防災強化事業

ハザードマップの更新 3,000 1,500 1,500 地域づくり総合交付金活用
道補助金 暮らしと防災ガイドに掲載

1,500

通信機能の確保（新規） 230 230

　・対象中継局　防災無線広野中継局

4,770 4,770

　・配備施設
　　指定避難所（52ヶ所）、川西支所、農業技術センター、
　　車両センター、清掃センター

総 務 費

国及び道管理河川の新たな最大浸水想定区域図が公表される
ことから、ハザードマップを更新

平成31年8月解体完了予定

徳島市との姉妹都市締結35周年記念事業として、阿波おどり親
善訪問団の受入

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

長期停電時に、防災無線中継局がバッテリーの枯渇により通信
不能とならないように、発電機から電力供給を行えるよう改修

長期停電時に、指定避難所や災害時拠点施設の防災無線機等
の電源を確保するため、発電機を配備

備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

上下水道の確保（新規） 11,327 11,200 127 簡易水道事業会計にて計上
市債

11,200 　・対象施設及び内容　　
　　拓成ポンプ場　　発電機の更新
　　大正配水池　　　発電機の設置
　　川西浄水場　　　発電機燃料タンクの増量

指定避難所等の環境整備 173,200 173,200 指定避難所等のボイラーを更新 教育費にて計上
市債 　・対象施設

173,200 　 　光南小、開西小、森の里小、南商高、とかちプラザ
　・学校施設については天然ガス化

電気自動車の導入（新規） 1,087 1,087

市税収納管理事業（新規） 12,602 12,602

　・運用開始日　平成31年10月

住民票等交付事業

各種証明書コンビニ交付事業 31,400 1,046 30,354
手数料

1,046 　・サービス開始日　 '平成31年6月上旬
　・提供証明書　　　　 住民票、印鑑証明書、戸籍、戸籍の附票
　・提供可能日時  　　年末年始を除く毎日　6：30～23：00
　・発行手数料　　　　 窓口による交付と同額

パスポート発行等窓口の移転 2,337 2,337

　・駅分室廃止日 平成32年3月上旬

住民票、印鑑証明書、戸籍などのコンビニ交付サービスに向け
たシステムの構築及びサービスの開始

帯広駅戸籍住民課分室を廃止し、パスポート発行等業務を本庁
舎に移転することに伴い、窓口カウンターを改修するとともに、
利用者増による混雑解消のため番号発券機を導入

長期停電時に、施設の稼動停止等の発生を防ぐため、簡易水
道施設の自家発電機を強化

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

停電災害を想定し、電力供給が行える電気自動車（プラグイン
ハイブリット車）をリースにより導入

法人市民税及び市道民税（特別徴収）の電子納税を可能とする
ため、地方税共通納税システムを導入

9



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

子ども発達支援事業（見直し） 999 999 委託事業である「幼児ことばの教室」のうちことばの訓練業務 幼児教育・保育の無償化により
を児童発達支援事業所へ移行 平成31年10月以降の利用者負
　・移行時期　平成31年4月 担は無料
　・経過措置　平成30年度から継続して通所する児童の利用 ことばの相談業務については
　・経過措置　者負担額については、半年間無料とする 引続き委託

地域介護・福祉空間整備事業 318,230 318,230 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
道補助金 設の整備費を支援

318,230 　・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1施設（定員各29人）
　・小規模特別養護老人ホーム●●a●   1施設（定員各29人）
　・認知症高齢者グループホーム　　　　　 2施設（定員各18人）
　・認知症高齢者グループホーム（増床）　1施設（定員増 9人）

幼児教育・保育の無償化（新規） 168,718 118,110 50,608 3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳までの市民税非課税 幼児教育の無償化に係る地方
負担金 世帯の子どもの保育料等を無償化 負担分として、地方特例交付金

△163,993 　・実施時期　平成31年10月 （一般財源）を計上
使用料 　・対象施設　認可保育所、認定こども園、幼稚園、障害児通園

△52,887 　・対象施設　施設等
国庫負担金

183,805
国庫補助金

37,969
道負担金

84,707
道補助金

28,509

備　　　　　　　考

民 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

子育て世代包括支援センター事業

利用者支援事業（基本型）（新規） 941 5,356 △4,415 健診時や転入時にセルフプランを作成し、個々の家庭の状況 利用者支援事業（母子保健型）
国庫補助金 に合った保育所、幼稚園や地域の子育て支援事業等に関する と一体的に実施

2,678 情報提供や計画的な支援を行うとともに、必要に応じて支援
道補助金 プランを作成し、子育て等の不安軽減や問題の深刻化を予防 一部総務費にて計上

2,678 　・対象　概ね3歳以上の子どもとその家庭
　・実施体制

　コーディネーターとして専任保育士1名を配置
　健康管理システムの活用

認定こども園等施設給付事業（拡充） 35,147 22,998 12,149 平成31年度より、施設型給付に移行予定の幼稚園に対して
国庫負担金 給付を実施

11,738 　・移行予定園　　北明やまざと幼稚園
道負担金

11,260

児童扶養手当支給事業（拡充） 260,239 86,746 173,493 児童扶養手当の支払回数について、現行の年3回から年6回に 事業費総額　1,276,727千円
国庫負担金 変更

86,746 　・変更時期　平成31年11月

（仮称）未婚の児童扶養手当受給者に対する 4,550 4,550 児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親である者を対象に
臨時・特別給付金（新規） 国庫負担金 給付金を支給

4,550 　・支給金額　　17,500円（年額）
　・対象世帯　　260世帯

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

母子家庭等自立支援事業

自立支援教育訓練給付金（拡充） 1,000 750 250 ひとり親家庭の親の就労による自立を促進するため、教育訓練 事業費総額　1,320千円
国庫補助金 を受講した場合に支給する給付金の支給対象講座を追加

750 　・追加となる支給対象講座
　　雇用保険の専門実践教育訓練の指定を受けた専門資格の
　　取得のための講座
　・支給額
　　受講費用の6割（上限20万円×修学年数、最大80万円まで）

高等職業訓練促進給付金（拡充） 3,840 2,880 960 ひとり親家庭の親の専門資格取得を目的とした修学期間中の 事業費総額　25,086千円
国庫補助金 生活の負担を軽減するため、給付金の支給期間を延長すると

2,880 ともに支給月額を増額
　・支給期間
　　修学年数に応じて3年まで　⇒　修学年数に応じて4年まで
　・支給月額

へき地保育所整備事業 100,544 78,700 21,844 平成32年度からのへき地保育所6所の認可化に向けた施設
市債 整備

78,700  ・保育室の拡張、給食調理設備の整備　等

児童会館管理運営事業（拡充） 970 1,183 △213 プラネタリウムの番組内容を見直し、キャラクターアニメ番組を
使用料 導入するとともに、投影回数を拡大

1,183 　・投影回数
　　平日※※ 1回　⇒ 最大4回
　　土日祝日 3回　⇒ 4回

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

現 行 拡 充 後

市民税非課税世帯 100,000円 100,000円、修学最終年のみ140,000円

市民税課税世帯 70,500円 170,500円、修学最終年のみ110,500円
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

児童会館施設整備事業 3,240 2,400 840 児童会館の和式便器を洋式便器に改修
市債 　・改修基数　　6基

2,400

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

産後ケア事業（拡充） 130 65 65 現在実施しているデイケア型（医療機関に通所）に加え助産師 事業費総額　728千円
国庫補助金 が自宅を訪問して乳房ケアや育児指導等を行う訪問型を実施

65 　・対象者
　　　身近に支援者がおらず、心身の不調や育児不安等により
　　　支援が必要な産後57日未満の産婦とその乳児
　・件数　 　10件

休日歯科診療事業（見直し） 3,181 3,181 十勝歯科医師会による休日歯科診療について、診療時間を
見直し
　・診療時間　　現　 行　 ： 9時～16時
　・診療時間　　変更後　 ： 9時～13時

　　　　　　　　　　　　　　（年末年始・黄金週間は9時～16時）

がん検診事業（拡充） 6,951 6,951 がんの予防及び早期発見のため、がん対策の取り組みを強化 事業費総額　137,427千円
　・胃内視鏡検診導入（施設検診） 一部総務費に計上
　　　開始時期 平成31年8月
　　　対象者 50歳以上偶数年齢
　　　自己負担 3,700円　
　・広報紙などによる、がん対策に係る取り組みの周知・啓発

新エネルギー導入促進事業（拡充） 21,300 4,550 16,750 家庭部門からのCO2排出量削減を推進するため、補助金の
基金繰入金 対象となる機器を拡充

4,550

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

衛 生 費

単位：千円

補助率 上限額 件数

継続 1/10 50 100

新規 1/10 150 50

上限額見直し 1/10 30 240

新規 1/10 110 10

継続 1/2 100 5

廃止 - - -

太陽光

太陽光+蓄電池

エコキュート・エコジョーズ

エコジョーズ+コージェネレーション

木質ペレットストーブ

HEMS

補助対象機器
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

火葬場整備事業 78,712 68,900 9,812 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
市債 に向け施設の長寿命化改修などを実施

68,900 　・火葬炉長寿命化（7号炉）
　・新型火葬炉増設
　・待合室バリアフリー化

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） 3,000 2,250 750 UIJターン促進及び中小企業等の担い手不足対策のため、東 地方創生推進交付金活用
道補助金 京圏から市へ移住し、就業した者又は起業した者に対し、移住

2,250 に係る経費を補助
　・支援対象
　　　東京23区に直近5年以上在住した者
　　　東京圏に直近5年以上在住し、かつ、東京23区に所在する
　　　事務所に直近5年以上勤務した者
　・補助額（上限）　　1,000千円

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

労 働 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

農林業育成資金貸付金 235,470 235,000 470 ICT等の先進技術を活用した機械等の導入を促進し、農作業の
貸付金元利収入 省力化・大規模化農業の普及促進を図るため、融資対象を拡大

235,000 　・融資対象 GPS受信機材・自動操舵機材等
⇒ICTなどの先進技術を活用した機械・施設

　・限度額 4,000千円⇒30,000千円
　・償還期間 10年以内
　・利率 無利子

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 304,244 304,244 国の畜産クラスター事業を活用した、チーズ向け原料乳の高品
道補助金 質化のための施設整備に対する支援

304,244 　・対象団体　　帯広市川西畜産クラスター協議会
　　　　　　　　　　（取組主体：酪農家2戸）
　・補助率　 　　1/2
　・整備内容　　牛舎建設、附帯設備、家畜導入

多面的機能支払推進事業（拡充） 71,813 53,860 17,953 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 事業費総額　157,988千円
道補助金 境の保全向上の取り組みに対する支援

53,860 　・市独自設定単価から北海道基本単価への変更による増
　　　畑　　 740円/10a　⇒　1,360円/10a
　　　草地　125円/10a　⇒　　220円/10a

明渠橋健全度調査 2,590 2,590 明渠橋の健全度調査
　・調査対象　　明渠橋7橋

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

道営水利施設等保全高度化事業 138,376 129,207 9,169 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 全体事業費　1,100,600千円
道補助金 基盤整備を実施 （道営事業全体分）

102,807 　・川西西2地区 区画整理・暗渠・土層改良
市債 　・大正中島地区 区画整理・畑地かんがい（支線）

26,400 用水施設（畑地散水型）
　・川西北2地区 区画整理・暗渠・土層改良
　・大正北2地区 区画整理・暗渠・土層改良
　・大正南2地区 道計画樹立

5,940 5,076 864 平成28年度の台風により被災し、復旧工事後も著しく水はけの 全体事業費　29,700千円
道補助金 悪い農地への客土を実施 （道営事業全体分）

2,776 　・対象地区　 　　　大正中島地区
市債 　・面積　　　 　　　　約10ha

2,300 　・農家負担割合 　7.5％⇒負担無し

市有林造成事業 40,043 36,180 3,863 第12次帯広市森林施業計画（平成28～32年度）に基づく整備
道補助金 　・新植、下刈、地拵、間伐、受光伐、補植等

17,380
市債

18,800

市有林収穫事業 5,493 20,967 △ 15,474 第12次帯広市森林施業計画（平成28～32年度）に基づく間伐
財産収入 材等売払

20,967 　・皆伐売払、間伐等売払等

林道等整備事業 22,000 20,920 1,080 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
道補助金 設計調査及び橋りょう周辺工事

11,220 　・石山第2線（清水町羽帯）
市債

9,700

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

帯広市森林環境振興基金の設置（新規） 15,604 4 15,600 平成31年度より（仮称）森林環境譲与税が創設され、森林の整 基金条例制定　平成31年3月
財産収入 備及びその促進のため、帯広市森林環境振興基金を設置

4

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

十勝・イノベーション・エコシステム推進事業 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 地方創生推進交付金活用
支援体制を整備することにより、持続的な事業創出を実現す
るための仕組みを構築

起業家育成事業 2,000 1,637 363 起業家予備軍となる若年層人材を対象に、ワークショップなど
国庫補助金 を通じて、新たな事に挑戦するための考え方を身に付けるプロ

363 グラムの実施
基金繰入金

1,274

フードバレーとかち人材育成事業 5,513 2,756 2,757 帯広畜産大学との共同事業として、食・農畜産業分野での新製
国庫補助金 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

2,756 り、地域の経済発展に寄与する人材を育成

とかち・イノベーション・プログラム 12,000 9,824 2,176 十勝地域で新たな事業創発起業を目指す人材が、地域外の革
国庫補助金 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

2,176 想を練り上げるプログラムの実施
基金繰入金

7,648

十勝ドリームマップ会議 5,300 4,339 961 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
国庫補助金 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

961 よる交流イベントを開催
基金繰入金

3,378

総合コーディネート機能整備事業 15,000 7,500 7,500 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
国庫補助金 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

7,500 ィネーターを配置

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

新事業創発加速化事業（新規）

起業家がつながる拠点づくり事業 53,366 53,366 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、
基金繰入金 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

53,366 きる場所を整備
　 　・場所　　　　市内中心部
　 　・運営方法　とかち財団が事務所を賃借・管理運営

十勝の起業家磨き上げ事業 2,976 2,976 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
基金繰入金 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

2,976 るビジネス交流会を開催

事業創発先進地視察事業 10,500 10,500 地域の起業家などが、世界に新たな価値を発信するベンチャー ※
基金繰入金 企業が次々に生まれている先進地域の調査・視察を実施

10,500

十勝ものづくり総合支援事業 10,500 10,500 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 既存のものづくり総合支援事業
基金繰入金 の事業者を対象として、製品開発から技術導入、販路開拓まで は廃止

10,500 を総合的に支援する補助制度をとかち財団に創設
　・補助対象者
　　　地元中小企業者又は、主に地元中小企業者で構成された
　　　団体・グループ
　・補助限度額等

　　　※毎年度重点事業を設定し、補助率2/3以内、補助限度額
　　　　 400万円を予定

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

事業 補助率 補助限度額
新製品
新技術
新サービス　開発
販路開拓（国内外）

2分の1以内 200万円
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

中小企業振興融資事業（拡充） 事業承継円滑化のため、中小企業振興融資制度の対象者要件 事業費総額　6,200,000千円
を拡大
　・「事業承継により、株式を取得する後継者個人」を追加
　・事業継続年数の要件については、旧代表者との親族関係に
　・関わらず、旧代表者の開業日から計算するよう変更

西19条北工業団地の分譲開始に伴い、工業団地取得資金にお
　 ける対象区域を拡大

　・対象区域　西19条北工業団地内を追加

フードバレーとかち構想推進事業 5,761 5,761 十勝の食の高付加価値化
　・加工業との連携による付加価値向上(商品開発)
　・首都圏・関西圏（消費地）への販路拡大

新たな地産地消モデルの構築を目指した地域連携
　・収益性の高い地産地消の実現に向けて、地域連携の手法を
　　検証
　・地域事業者との協議

大規模6次産業化の推進
　・十勝産農作物にニーズのある域内外企業の発掘

工業団地造成事業 　

土地開発公社の資金調達に 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 債務負担行為限度額変更
対する損失補償 な資金を金融機関から借り入れることに伴う損失補償 （平成30～35年度）

　・用地取得・補償 限度額　537,500千円
　・造成工事 　　　　⇒　1,443,900千円

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

（ 債 務 負 担 行 為 限 度 額 変 更 ）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

土地開発公社が先行取得する 西19条北工業団地周辺の都市計画道路整備のため、市からの 土木費にて債務負担行為
土地の買戻し 依頼により帯広市土地開発公社が先行取得する道路用地の買 限度額変更

戻し （平成30～35年度）
　・北2線通　西19条北2丁目～北3丁目　1,659㎡ 限度額　7,600千円
　・西8号通　西19条北2丁目　1,804㎡ 　　　　⇒　19,800千円

西3・9周辺地区市街地再開発事業 2,093,622 2,093,622 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
国庫補助金 及び周辺施設の一体的な再開発事業に対する補助

1,046,708 　・所在地○○西3条南9丁目、西4条南8～9丁目
市債 　・施行者○○アルファコート帯広西3・9地区開発株式会社

942,000 　・整備内容　 新築工事（分譲マンション棟、事務所・駐車場棟）
基金繰入金

104,914

フードバレーとかちプロモーション事業（新規） 50,000 50,000 TVドラマの放映を契機に、十勝への投資と人的交流を活性化
基金繰入金 するため、十勝の先進的な取り組みを首都圏に発信

50,000 　・十勝の人材と首都圏企業等の交流イベント
　・首都圏でのＵＩＪターンイベント
　・首都圏での十勝のイメージアップキャンペーン

菊まつり50周年事業 500 500 菊まつり開催50周年を記念して、まつりの成り立ちや菊花同好
基金繰入金 会の活動について情報発信するとともに、メイン展示である総

500 合花壇を拡大
　・開催時期　　平成31年10月31日～11月4日（予定）
　・開催場所　　とかちプラザ

平原まつり阿波おどり大会開催事業 900 900 平原まつりにおいて、徳島市から阿波おどり親善訪問団を招聘
基金繰入金 し、「平原まつり阿波おどり大会」を開催

900 　・開催時期　　平成31年8月中旬　　
　・開催場所　　平原まつり会場

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

（ 債 務 負 担 行 為 限 度 額 変 更 ）

23



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

十勝アウトドアブランディング事業 43,610 23,605 20,005 株式会社デスティネーション十勝に対する運営支援 地方創生推進交付金活用
国庫補助金 　・支援内容　 外部人材の招聘、事務所経費補助

21,805 　　　　　　　　　 広告・販売促進費補助
市債 アウトドア拠点施設の整備

1,800 　・対象施設○ポロシリ自然公園オートキャンプ場
　・整備内容○シャワー室・炊事場修繕

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

除雪機械整備事業 40,235 37,086 3,149 官貸車の増車
　　　 国庫補助金 　・除雪グレーダ　　　9台 ⇒ 10台

25,886
市債

11,200

市道除雪事業（拡充） 137,000 137,000 交差点周りの雪山処理及びバス路線、通学路、学校付近の幹線道 事業費総額　681,311千円
路における拡幅・排雪などを強化

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

特殊舗装整備事業 237,000 213,300 23,700 特殊舗装打替工事
市債 施　　工　　区　　間

213,300 西16南1・2号線 西16条南1丁目 L=165m、W=6m
南町東・6号線 西14条南29丁目 L=86m、W=5m
緑ヶ丘公園南・28号線 西11条～西12条南30丁目 L=227m、W=6m
緑ヶ丘公園南・11号線 西11条～西12条南30丁目 L=157m、W=5m
西4・5号国道北1線間・12号線 西14条北3丁目 L=97m、W=4m
南11丁目西乙線 西10条～西11条南12丁目 L=115m、W=6m
南町西・7号線 西17条南30丁目 L=79m、W=4m
大正・東2線線 大正町東2線 L=100m、W=3m
西16南6・7号線 西16条南6丁目 L=137m、W=5m
稲田町・東2線線 稲田町東2線 L=88m、W=6m
上帯広・19号線 上帯広町西1線19号 L=140m、W=4m
東7・8条仲通線 東8条南7丁目 L=111m、W=6m
豊成東・南9線線 西3条南38丁目 L=115m、W=5m
西18南5・17号線 西18条南5丁目 L=208m、W=5m
西17北3・2号線外4 西17北3丁目 L=279m、W=4m
西16北3・7号線 西16北3丁目 L=185m、W=5m

一部平成30年度3月補正
予算で債務負担行為新規
設定 47,000千円

オーバーレイ工事
施　　工　　区　　間

富士・豊西西5線線 富士町西5線（22～23号） L=550m、W=6m
富士・25号線 富士町西2～1線 L=550m、W=6m

道路側溝整備事業 16,200 14,500 1,700 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水枡新設）
市債 施　　工　　区　　間

14,500 西16南1・2号線 西16条南1丁目 L=105m、W=6m
道路側溝改良調査

事　業　内　容　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

事　業　内　容　等

事　業　内　容　等

路　　線　　名　　等

路　　線　　名　　等

路　　線　　名　　等
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

生活道路整備事業 231,500 205,000 26,500 施　　工　　区　　間
市債 西11条南乙線 西11条南11～12丁目 L=98m、W=20m

205,000 南25丁目西線 西1条南25丁目、西5条南25丁目 L=117m、W=20m
農村地区生活環境整備 川西地区・大正地区 L=1,158m
市道現況調査

一部平成30年度3月補正
予算で債務負担行為新規
設定 42,900千円

橋梁長寿命化事業 373,634 358,480 15,154 施　　工　　場　　所
国庫補助金 養鯉橋 西10条南9丁目 L=31m、W=8m

221,780 開広橋 西8条南5丁目 L=22m、W=10m
市債 南橋 西5条南31丁目 L=32m、W=21m

136,700 西13条橋 西13条南9丁目 L=22m、W=11m
南一線橋 西21条南1丁目 L=96m、W=11m
柏西台橋 西18条南1丁目 L=24m、W=19m
柳橋 西20条南3丁目 L=20m、W=19m
空南橋 稲田町西3線 L=37m、W=10m
西8条橋 西8条南3丁目 L=29m、W=7m
芙蓉橋 西8条南4丁目 L=21m、W=17m
愛国大橋 愛国町 L=602m、W=11m
補修詳細設計

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

9,000 南26丁目西線 西9条～西10条南26丁目 L=176m、W=4～5m
平成30年度3月補正予算
で債務負担行為新規設定

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

橋　　梁　　名　　等 事　業　内　容　等

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

都市計画道路整備事業 654,420 616,500 37,920 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等
国庫補助金 青柳通 西8条南31丁目～西9条南34丁目 L=90m、W=18m、下部工、用地、補償等

377,100 学園通 西15条南41丁目 用地、補償、物件調査等
市債 大和通線 西16条～西17条南1丁目 L=117m、W=14m、用地、補償等

239,400 川西・稲田西2線線 西19条南42丁目～稲田町西2線 用地、補償等
18条通（光西橋） 西18条～西19条南3丁目 予備設計

道路ストック総点検事業 127,000 121,720 5,280 道路舗装の計画的な補修
国庫補助金 施　　工　　区　　間

74,520 白樺通西甲線 西16条南2丁目～西17条南3丁目
市債 補修工法検討業務

47,200

公園整備事業

街区公園整備事業 14,800 14,000 800 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等
国庫補助金 新北西ウレシパ公園 西12条北8丁目 園路、遊具施設等の整備

7,400
市債

6,600

中島緑地整備事業 112,674 105,200 7,474 中島地区エコタウン整備エリアにおける緑地整備
国庫補助金 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等

39,200 中島緑地 西21条～西22条北4丁目
市債

66,000

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

路　線　名　等 事　業　内　容　等

公　　園　　名

公　　園　　名
用地取得、用地確定測量、実施設計

路　線　名　等

L=840m×4車線
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

既存公園再整備事業

公園バリアフリー化事業 12,100 11,450 650 施　　工　　場　　所
国庫補助金 めぐみ第1児童公園 西19条南2丁目

6,050 大和児童公園 西14条南4丁目
市債

5,400

公園トイレ洋式化事業 2,024 1,500 524 緑ヶ丘公園トイレの和式便器を洋式便器に改修
市債 　・改修基数　8基

1,500

公園施設更新事業 39,400 37,400 2,000 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 施　　工　　場　　所

19,700 西19条南2丁目
市債 西18条南5丁目

17,700 西20条南4丁目
西4条南9丁目
大通南20丁目
西5条南37丁目

帯広の森整備事業 7,900 7,550 350 帯広の森の利活用のための園路の整備
国庫補助金 　・築山周辺園路の整備　L=80ｍ

3,950 　・照明灯の設置
市債

3,600

公　　園　　名 事　業　内　容　等

公　　園　　名 事　業　内　容　等

バリアフリー化実施設計
園路・トイレ等の整備

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

めぐみ第１児童公園 遊具施設等の改築更新
わかくさ第1児童公園 木製遊具の更新
春駒第2児童公園 木製遊具の更新
さかえ児童公園 木製遊具の更新
大通公園 木製遊具の更新
豊成児童公園 木製遊具の更新
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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 36,051 36,000 51 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助
国庫補助金 　・子育て世帯向け       新規建設20戸

16,200 　・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32年度整備予定の事業者の選定

19,800 　　　（高齢者世帯向け　新規建設20戸）

公営住宅整備事業 449,752 449,465 287 団　　地　　名　　等 施　　工　　場　　所
国庫補助金 市営住宅建替

222,365  ・大空団地3街区 大空町1丁目 建設工事（2階建て2棟28戸）
市債 　　（空1・2号棟） 外構・駐車場工事

227,100 （平成31～32年度・継続費1年目）
ストック総合改善
 ・新緑団地 西21条南4丁目 外壁塗装
 ・川西団地 川西町西3線 屋根改修、外壁塗装
 ・アスベスト含有調査 新緑1棟

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

（仮称）柏林台出張所整備事業 50 50 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 平成31～32年度　建設工事
合し、地域の防災力を集約した新出張所を整備 平成32年9月運用開始予定
　・事業実施主体　　とかち広域消防事務組合
　・建設予定地　 　　柏林台西町2丁目 全体事業費　401,850千円
　・整備概要　　　　　太陽光発電　2.4kW （平成31年度組合事業全体分)

消防車両整備事業 39,736 36,600 3,136 水槽付消防ポンプ自動車の更新
市債 　・配置場所　　　川西第1分団

36,600

備　　　　　　　考

消 防 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

庁舎 資機材庫 訓練塔

構造 RC造2階建て S造平屋 鉄骨造3階建て

延床面積 922㎡ 37㎡
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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・スクール推進事業 150 150 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」を導入
　・導入予定時期 平成31年10月
　・運営協議会設置数 5協議会
　・協議会委員数 各協議会10人程度

外国語指導講師派遣事業（拡充） 4,189 4,189 次期学習指導要領における小学校での外国語授業の増加に 事業費総額　29,318千円
対応するため、外国語指導講師（ALT）を増員
　・6人⇒7人

教職員住宅整備事業 19,637 15,850 3,787 老朽化に伴う教職員住宅の整備
国庫補助金 　・清川小校長住宅（昭和51年築）

5,950 　　　改築工事
市債 　・大正小教頭住宅（昭和49年築）

9,900 　　　地耐力調査

小学校机・椅子更新事業 4,070 4,070 老朽化に対応するため小学校の机・椅子を更新 債務負担行為設定
　・机・椅子2,560セット　7年リース （平成31～38年度）
　・清川小（全学年）及び21校（5・6年生） 限度額　38,700千円

学習環境整備事業（新規） 8,001 8,001 児童生徒の携行品に係る配慮として、各学校において教科書等
教材を学校に置いて帰る「置き勉」が実施できるよう、スクール
ロッカーを整備
　・対象校 中学校　6校

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

教 育 費

（ 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

学校保健事業（拡充） 540 540 永久歯のむし歯予防として行うフッ化物洗口（フッ化ナトリウム 事業費総額　977千円
水溶液によるうがい）の実施校拡大
　・実施校　　　　  　　 　小学校　2校⇒4校
　・フッ化物洗口推進指導員の配置　　1人

教材教具整備事業（拡充） 10,690 10,690 子どもたち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、小学校の各普通教室等に教材
など映し出す大型提示装置（モニター）及び実物投影機を設置
　・大型提示装置　 60台（5・6年生）
　・実物投影機 48台

教育環境デジタル化推進事業（拡充） 18,219 18,219 小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 事業費総額　23,172千円
普通教室でも使用できる分離型タブレット端末に更新
　・更新台数 　 965台
　・分離型タブレット端末配置台数
　　　児童用パソコンのうち5台に1台
　　　（標準的な小学校の場合、40台に8台をタブレット化）

学校施設長寿命化改修事業（新規）
　

大空地区義務教育学校整備事業 85,720 77,100 8,620 大空小学校と大空中学校を統合した施設一体型義務教育学 平成34年4月開校予定
市債 校の整備に向けた実施設計

77,100 　・整備予定地　　現大空中学校敷地
　・整備内容
　　　既存校舎・体育館の長寿命化改修及び増築
　　　地域活動スペースの設置（コミュニティ・スクールの推進）
　　　児童保育センターとの複合化

個別改修事業 24,160 24,160 長寿命化改修等が当面の間実施されない学校における劣化状
況が著しい部位についての改修
　・受変電設備の更新（広陽小、啓北小、八千代中）
　・屋内体育館屋根の改修（翔陽中）

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

義務教育施設整備事業

学校トイレ洋式化事業 138,840 104,100 34,740 緑丘小学校のトイレ大規模改修
市債 　・和式便器の洋式化

104,100 　・省エネ機器への取替え・設置
　・トイレ床、配管等改修

23,932 17,900 6,032 小学校の和式便器を洋式便器に改修
市債 　・改修基数　74基

17,900

煙突用断熱材除去事業 37,900 36,000 1,900 煙突用断熱材の石綿対策工事
市債 　・実施校　　2校（光南小、花園小）

36,000 　・気中濃度測定において石綿の飛散なし

市民文化活動促進事業 1,000 1,000 第6回帯広市民オペラ公演の開催支援
基金繰入金 　・題目　 「カルメン」

1,000 　・公演日 平成31年12月14日～15日
　・会場 市民文化ホール（大ホール）

動物園管理運営事業 298 298 動物園の新たな魅力づくりに向けた取り組み
　・（仮称）おびひろ動物園魅力アップ推進プランの策定
　・飲食サービスの充実

2019フードバレーとかちマラソン開催事業 11,000 6,400 4,600 市民へのスポーツ機会の提供をはじめ、スポーツを通じた多
雑入 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

6,400 　・開催時期 平成31年10月下旬
　・参加人数 約5,500人

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

大会・合宿誘致事業

日本クラブユースサッカー選手権大会 2,000 2,000 第34回日本クラブユース選手権（U-15）大会の開催 東日本大震災に伴う影響により
開催事業 　・開催時期 平成31年8月中旬 平成23年度より帯広市で開催

　・開催場所 帯広の森球技場・陸上競技場　他
　・参加チーム 48チーム
　・参加選手・役員 約1,500人

ツール・ド・北海道2019開催事業 500 500 国際自転車競技連合公認の本格的なステージレースである
ツール・ド・北海道の開催
　・開催時期 平成31年9月上旬

体育施設利活用促進事業（見直し） 3,831 3,831 総合体育館などのスポーツ施設において、利用者への指導及
び安全管理を行っている専門指導員の廃止
　・専門指導員 27人
　・廃止の時期 平成31年12月

総合型地域スポーツクラブ育成事業（拡充） 400 400 新規スポーツクラブ立ち上げに対する運営費補助
　・クラブ数　　 4クラブ⇒6クラブ
　・新規クラブ活動拠点 新総合体育館等
　・補助額 200千円（1年目）

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

総合体育館整備運営事業

総合体育館整備運営事業 157,771 157,771 新総合体育館の整備及び運営
　・供用開始予定　　　 平成32年3月1日
　・整備概要
　　　延床面積 14,874㎡
　　　構　　　造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

地上3階建
　　　施設構成
　　　　1階　メインアリーナ（2,806㎡）
　　　　　 　　サブアリーナ、会議室・研修室、幼児室　等
　　　　2階　ランニングコース（275ｍ/周）、備蓄倉庫　等
　　　　3階　多目的室、トレーニング室　等

周辺道路整備事業 45,632 41,000 4,632 新総合体育館周辺の道路整備 土木費にて計上
市債 　・西1・2条仲通北線、北1丁目乙線　L=265m

41,000

学校給食事業 27,537 27,537 賄材料の高騰に伴う給食費の単価改定を行うとともに、給食提 事業費総額　670,824千円
雑入 供日数についても実提供日数を参考に基準日数を見直し

27,537 　・給食費単価
　　　小学校　1食あたり　230円⇒235円
　　　中学校　1食あたり　285円⇒291円
　・基準日数
　　　年間　190日⇒195日

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 1,820,820 734,545 1,086,275 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 　・北海道から示されている納付金　4,411,920千円

166,310
道負担金

568,235

平成31年度の保険料率は、5月
に所得等が判明し次第算定

　・賦課割合の変更（所得割：均等割：平等割）
　　50：30：20　⇒　50：31：19
　　※平成36年度まで段階的に変更
　・賦課限度額の改定
 　 医療保険分あああああ 58万円⇒61万円
　　後期高齢者支援金分あ19万円（据え置き）　　96万円
　　介護納付金分ああああ 16万円（据え置き）
　・保険料法定軽減（2割、5割）の基準額改定

後期高齢者医療制度の制度改正 638,306 375,345 262,961 保険料特例軽減の見直し 事業費は一般会計繰入金
道負担金 　・低所得者の所得割軽減

375,345 　　9割軽減該当者　　H31：8割軽減、H32以降：7割軽減
　　8.5割軽減該当者　H32：7.75割軽減、H33以降：7割軽減

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

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

（単位：円）

保険料率 平成30年度 平成31年度 増△減

所得割 12.34% 12%前後 △0.3%前後

均等割 39,700 42,000 2,300

平等割 40,080 38,000 △ 2,080

一人当たり賦課額 132,255 132,821 566
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

低所得高齢者の介護保険料の軽減強化 87,895 65,921 21,974 平成27年度より一部実施されている介護保険料の軽減につい 事業費は一般会計繰入金
国補助金 て、平成31年4月以降対象と軽減割合を拡大

43,947 　・保険料基準額に対する割合
道補助金

21,974

在宅医療・介護連携推進事業（拡充） 3,000 2,423 577 在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療・介護に携わ
介護保険料 る多職種の関係者の連携体制の構築

691 　・取組内容
国庫補助金 　　地域包括支援センターが担当する4圏域それぞれに基幹

1,155 　　となる協力医療機関を置き、それぞれ多職種への助言・
道補助金 　　協力を行うとともに、相談内容及び連携事例を集約

577

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

介 護 保 険 会 計

第１段階 第２段階 第３段階

軽減前 0.50 0.68 0.75

現行 0.45 0.68 0.75

平成31年４月～ 0.375 0.625 0.725

平成32年４月～ 0.30 0.50 0.70
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

上下水道事業一元化・ 19,155 19,000 155 上下水道事業一元化に向けた移行業務 一部農村下水道事業会計にて
農村上下水道事業法適用化事業 市債 　・GIS構築等 計上

19,000
農村上下水道事業の法適用化に向けた移行業務

減圧弁室更新事業 29,700 29,700 0 水道施設の老朽化による機器更新工事
市債 　・川西地区　 2箇所（昭和55年築）

29,700 2箇所（昭和56年築）

農村下水道整備事業 50,111 40,808 9,303 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　　　　　　18基

6,008
市債

34,800

ばんえい競馬の開催 23,568,441 23,568,441 ばんえい競馬開催
収益事業収入 　開催日　 151日 （平成30年度 ： 151日）
22,491,941 　ナイター開催　   94日 （平成30年度 ：  94日）

手数料 　・公正確保の対策・継続実施
1,427 　・報償費の増額、生産者支援

財産運用収入 　・情報提供及び来場者サービスの充実
1,397 　・更なるコスト削減

寄附金 　・中央競馬馬券発売体制の強化
1 　・厩舎建替及び競馬場エレベーター設置等施設整備への補助

繰入金 　　   事業実施主体　十勝農業協同組合連合会
459,628

雑入
614,047

ば ん え い 競 馬 会 計

農 村 下 水 道 事 業 会 計

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

簡 易 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

空港民間委託アドバイザー事業 79,200 79,200 空港管理の民間委託に必要な準備作業などを専門的知見を
もった業者に委託
　・各種契約手続及び事業継承に関する支援
　・モニタリング手法の検討支援　等

空港管理車両更新事業 133 133 滑走路等の摩擦係数（滑り具合）を測定するための車両の更新 債務負担行為新規設定
（平成31～37年度）
限度額　40,700千円
北海道市町村備荒資金組合譲
渡事業を活用

空港整備事業 1,335,600 1,313,300 22,300 滑走路・灯火の改良工事等 一部平成30年度3月補正予算で
国庫補助金 　・滑走路　　　　L＝1,180ｍ 債務負担行為新規設定

890,400 　・滑走路灯火　滑走路工事に伴う灯火設備の改良 1,023,000千円
道補助金 　・実施設計

22,300
市債

400,600

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 ）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

配水管整備事業 1,315,900 1,315,900 管路整備
企業債 　・第7次配水管整備事業〇〇〇〇〇〇1,393m 平成31年度末

604,400 　・管路近代化事業〇〇〇〇〇〇〇〇11,976m 　近代化率 91.9%
補償金 一部平成30年度3月補正予算で

160,000 債務負担行為新規設定
内部留保資金 456,700千円

551,500

稲田浄水場等施設整備事業 稲田浄水場等の老朽化対策や安全対策として、機器設備の
更新及び耐震診断を実施

稲田浄水場設備機器更新事業 794,213 794,213 　・中央監視設備、水質監視装置、沈殿設備等の更新 継続費2年目（平成30～31年度）
企業債 　　

794,200
内部留保資金

13

別府配水池耐震診断業務 24,550 24,550 　・別府配水池の耐震診断の実施
内部留保資金 　　　ＲＣ造配水池 9,200 ㎥

24,550

災害対策事業 6,974 6,974 災害対応のための備蓄資器材等の充実及び施設改修
内部留保資金 　・災害対策備蓄資器材等の充実

6,974 　　　応急給水コンテナ及び架台、応急給水栓　　 5セット
　　　発電機 　　　　　　  2台
　　　給水車保管車庫 　　　　　　  1棟
　・帯広の森減圧弁室の改修
　・緊急貯水槽作動信号受信装置の改修

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

水 道 事 業 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

カラーマンホール蓋の設置 707 707 下水道事業の周知や観光振興等を目的としたカラーマンホー
内部留保資金 ル蓋の設置及びマンホールカードの発行

707 　・設置箇所（帯広競馬場付近等）　　　　　　6箇所
　・作成枚数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000枚

公共下水道整備事業 498,800 498,800 汚水管整備 1,050 m 平成31年度末
国庫補助金 雨水管整備 1,460 m 　汚水整備率 99.2%

127,000 　雨水整備率 71.6%
企業債 一部平成30年度3月補正予算で

200,200 債務負担行為新規設定
内部留保資金 80,700千円

171,600

下水道長寿命化事業 142,000 142,000 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化工事 775 m

41,000 　・マンホール蓋調査 192 基
内部留保資金

101,000

終末処理場施設改修事業 44,610 43,630 980 設備老朽化に伴う更新計画策定等
国庫補助金 　・ストックマネジメント基本計画策定、設備更新実施設計等

14,000
企業債

9,000
内部留保資金

20,630

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

災害対策事業 133,264 133,264 災害対応のための施設整備及び修繕等
企業債 　・台風時に浸水被害のあった地域を優先した雨水管整備

78,800 　　　雨水管整備 350 m
内部留保資金 　・地下水浸入対策のための、汚水桝の取替等

54,464 　　　汚水桝の取替            176 箇所
　　　水位計の設置            113 箇所
　　　管更生調査 6,800 m　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

総合計画 2,425 2,425 次期計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　総合計画策定審議会の開催
　　　市民説明・意見交換会の開催
　　　パブリックコメントの実施
　　　計画書の印刷

行財政運営ビジョン 255 255 次期ビジョンの策定
　 　・計画期間　　平成32～36年度

  　　行財政運営ビジョン検討委員会の開催
　　　パブリックコメントの実施

男女共同参画プラン 713 713 第3次プランの策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　市民懇話会の開催
　　　パブリックコメントの実施
　　　計画書の印刷

消費生活基本計画 260 260 第三期計画の策定
　・計画期間　平成32～36年度
　　　消費生活審議会の開催
　　　パブリックコメントの実施

地域福祉計画 130 130 第三期計画の策定
　・計画期間　　平成32～36年度
　　　健康生活支援審議会の開催
　　　パブリックコメントの実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

次期総合計画と個別計画の策定
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

障害者計画 937 937 第三期計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　健康生活支援審議会の開催
　　　地域自立支援協議会の開催
　　　パブリックコメントの実施
　　　計画書の印刷

こども未来プラン 1,300 1,300 現行の「おびひろこども未来プラン（平成22～31年度）」、
「子ども・子育て支援事業計画（平成27～31年度）」を一本化
した計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　健康生活支援審議会の開催
　　　パブリックコメントの実施
　　　計画書の印刷

環境基本計画 1,716 1,716 第3期計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　環境審議会の開催
　　　パブリックコメントの実施
　　　計画書の印刷

一般廃棄物処理基本計画 395 395 第4次計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　廃棄物減量等推進審議会の開催
　　　パブリックコメントの実施

農業・農村基本計画 272 272 次期計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　基本計画策定委員会の開催
　　　パブリックコメントの実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

産業振興ビジョン 250 250 次期ビジョンの策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　産業振興会議の開催
　　　パブリックコメントの実施

中心市街地活性化基本計画 433 433 第3期計画の策定
　・計画期間　　平成32～36年度
　　　中心市街地活性化協議会への意見聴取
　　　パブリックコメントの実施

都市計画マスタープラン 2,269 2,269 第2期計画の策定
基金繰入金 　・計画期間　　平成32～51年度

2,269 　　　都市計画審議会の開催
　　　パブリックコメントの実施
　　　計画書の印刷

緑の基本計画 4,854 4,350 504 第2期計画の策定
国庫補助金 　・計画期間　　平成32～51年度

1,450 　　　緑化審議会の開催
基金繰入金 　　　市民アンケートの実施　　　

2,900 　　　緑被率・緑視率に係る基礎調査結果の評価、考察
　　　パブリックコメントの実施

教育基本計画 65 65 第2期計画の策定
　・計画期間　　平成32～41年度
　　　意見交換会の開催
　　　パブリックコメントの実施

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

上下水道ビジョン 790 790 次期ビジョンの策定
内部留保資金 　・計画期間　　平成32～41年度

790 　　　公営企業経営審議会の開催
　　　広報おびひろへの掲載

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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