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平成２１年度　各会計当初予算(案)総括表
　　　（単位：千円・％）

平成　２１　年度 平成　２０　年度

 会計名 予　 　算　 　額 予　 　算　 　額 増減率

カッコ内は特殊要因を除いた場合

76,496,000 75,185,000 1,311,000 1.7
( 74,178,955 ) ( 73,127,015 ) ( 1,051,940 ) ( 1.4 )

国民健康保険会計 17,039,328 16,664,791 374,537 2.2

老人保健会計 8,995 1,364,119 △ 1,355,124 △ 99.3

後期高齢者医療会計 1,611,321 1,685,835 △ 74,514 △ 4.4

介護保険会計 9,415,330 8,474,616 940,714 11.1

中島霊園事業会計 81,201 61,797 19,404 31.4

簡易水道事業会計 47,279 50,687 △ 3,408 △ 6.7

農村下水道事業会計 92,552 85,154 7,398 8.7

ばんえい競馬会計 11,727,262 12,184,961 △ 457,699 △ 3.8

駐車場事業会計 188,224 166,094 22,130 13.3

空港事業会計 574,168 577,823 △ 3,655 △ 0.6

40,785,660 41,315,877 △ 530,217 △ 1.3

収　入 6,173,228 6,688,934 △ 515,706 △ 7.7
支　出 7,423,431 7,864,563 △ 441,132 △ 5.6
収　入 5,806,468 8,826,151 △ 3,019,683 △ 34.2
支　出 7,086,578 10,079,372 △ 2,992,794 △ 29.7

収　入 11,979,696 15,515,085 △ 3,535,389 △ 22.8

支　出 14,510,009 17,943,935 △ 3,433,926 △ 19.1

収　入 129,261,356 132,015,962 △ 2,754,606 △ 2.1

支　出 131,791,669 134,444,812 △ 2,653,143 △ 2.0

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

区  分 比　較　増　△　減
備　　　　　　　考

一 般 会 計

＊特殊要因
Ｈ20：まちづくり債借換 600,000、公的資金繰上償還1,112,294、こども未
来基金創設122,891、高等教育整備基金借入金償還金（繰上償還分）
222,800

Ｈ21：まちづくり債借換792,000、公的資金繰上償還1,502,400、高等教育
整備基金借入金償還金（繰上償還分）22,645
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平成２１年度　一般会計当初予算（案）　歳入歳出総括表
(歳　　入) （単位：千円、％）

区分

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

5. 市 税 21,759,335 28.4 22,427,220 29.8 △ 667,885 △ 3.0

10. 地 方 譲 与 税 958,748 1.3 986,564 1.3 △ 27,816 △ 2.8

15. 利 子 割 交 付 金 139,320 0.2 155,782 0.2 △ 16,462 △ 10.6

16. 配 当 割 交 付 金 41,433 0.1 69,566 0.1 △ 28,133 △ 40.4

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 9,093 0.0 39,365 0.0 △ 30,272 △ 76.9

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,969,341 2.6 1,948,882 2.6 20,459 1.0

20. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5,863 0.0 4,131 0.0 1,732 41.9

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 163,358 0.2 207,188 0.3 △ 43,830 △ 21.2

35. 国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

90,097 0.1 82,406 0.1 7,691 9.3

37. 地 方 特 例 交 付 金 244,213 0.3 311,633 0.4 △ 67,420 △ 21.6

40. 地 方 交 付 税 14,224,336 18.6 13,803,734 18.4 420,602 3.0

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 41,600 0.1 54,000 0.1 △ 12,400 △ 23.0

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 798,230 1.0 803,828 1.1 △ 5,598 △ 0.7

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,257,694 2.9 2,274,197 3.0 △ 16,503 △ 0.7

60. 国 庫 支 出 金 10,366,932 13.6 9,889,374 13.2 477,558 4.8

65. 道 支 出 金 3,113,643 4.1 2,908,445 3.9 205,198 7.1

70. 財 産 収 入 177,972 0.2 374,954 0.5 △ 196,982 △ 52.5

75. 寄 附 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

80. 繰 入 金 703,946 0.9 564,054 0.7 139,892 24.8

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

90. 諸 収 入 11,162,594 14.6 10,884,275 14.5 278,319 2.6

95. 市 債 8,268,250 10.8 7,395,400 9.8 872,850 11.8

76,496,000 100.0 75,185,000 100.0 1,311,000 1.7合 計

平　成　２１　年　度 平　成　２０　年　度 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 327,089 0.4 325,248 0.4 1,841 0.6

10. 総 務 費 2,037,176 2.7 2,351,752 3.1 △ 314,576 △ 13.4

15. 民 生 費 20,931,373 27.4 19,664,929 26.2 1,266,444 6.4

20. 衛 生 費 2,995,553 3.9 2,823,823 3.8 171,730 6.1

25. 労 働 費 83,328 0.1 73,578 0.1 9,750 13.3

30. 農 林 水 産 業 費 2,703,962 3.5 2,660,613 3.5 43,349 1.6

35. 商 工 費 7,949,939 10.4 7,457,325 9.9 492,614 6.6

40. 土 木 費 8,539,868 11.2 8,681,847 11.6 △ 141,979 △ 1.6

45. 消 防 費 181,088 0.2 234,754 0.3 △ 53,666 △ 22.9

50. 教 育 費 5,268,536 6.9 5,276,931 7.0 △ 8,395 △ 0.2

55. 公 債 費 11,929,921 15.6 11,368,139 15.1 561,782 4.9

60. 諸 支 出 金 1,958,994 2.5 2,352,523 3.1 △ 393,529 △ 16.7

65. 職 員 費 11,549,173 15.1 11,873,538 15.8 △ 324,365 △ 2.7

70. 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

76,496,000 100.0 75,185,000 100.0 1,311,000 1.7

平　成　２１　年　度

合 計

平　成　２０　年　度 比　較　増　△　減
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

広報紙の配布箇所の拡大（拡充） 164 164 新たにコンビニエンスストアでの配布を実施
・配布箇所数 66箇所

（仮称）西地区福祉センター建設事業（新規） 104,293 78,404 25,889 (建設予定地) 西20条南5丁目 総事業費　162,323千円
国庫補助金 ( 構 ○○ 造 ) 木造平屋 （継続費設定）

5,904 ( 施 設 概 要 ) 敷地面積：1,500㎡
市債 延床面積：  370㎡

72,500 ( 供 用 開 始 ) 平成22年11月予定

交通安全指導・広報車及び 10,000 10,000 交通安全指導・広報車 1台更新 3月補正（繰越明許費）
交通交通安全教室資機材（新規） 寄附金 交通安全教室資機材 一式

10,000

国際姉妹都市との環境協力・連携調査（新規） 640 640
基金繰入金

640

環境保全対策の情報発信（新規） 500 500
基金繰入金

500

ＤＶ防止講演会（新規） 236 236
道委託金

236 ( 定 員 員 員 ) 150名
( 開 催 時 期 ) 平成21年7月

配偶者等への暴力が子供に与える影響について情報提供を行
うなど、ＤＶ防止の意識づくりに向けた講演会の実施

総 務 費

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

国際姉妹都市（マディソン市）における先進的取組を調査・研修
し、連携協力関係の構築を図る

ＪＩＣＡ帯広の研修員に対し、帯広市で実施している環境施策を
紹介した小冊子の提供
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

移住の促進（新規） 195 195 北海道移住促進協議会：
　参加自治体　80市町村

新たな広域連携の推進検討 11,489 11,489 消防の広域化について検討

地域防災無線デジタル化実施設計 7,350 6,600 750 平成21年度　実施設計
市債 平成22年度　設置工事・切替

6,600

洪水ハザードマップの作成 3,000 2,000 1,000 浸水想定河川：
国庫補助金 既存：十勝川、札内川

1,000 新規：売買川、帯広川
道補助金 新規：ウツベツ川、柏林台川

1,000

災害用品の備蓄整備 2,209 2,209 大規模災害発生時に備えた非常食等の更新、整備
　 　・アルファ米 2,400食

　・サバイバルフーズ 300食
　・災害用パック毛布 250枚
　・災害用簡易カイロ 2,500個

備　　　　　　　考

ＰＲ用リーフレットの作成・配布、北海道移住促進協議会を通じ
た情報発信

地域防災無線の現行のアナログ方式が平成23年5月31日をもっ
て使用できなくなることに伴い、デジタル方式への切替を行うた
めの実施設計

洪水時の浸水想定区域を表示した避難地図を改製し、最新の
防災情報を提供

事　　　　　　　業　　　　　　　名 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

農村地域ブロードバンド化 4,750 4,750 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

4,750 （実 施主 体） 株式会社帯広シティーケーブル
（実 施地 域） 富士町の一部

消費者行政活性化事業 1,520 1,520
道補助金

1,520

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

事業費 備　　　　　　　考

WiMAX（無線方式の高速通信）による農村地域ブロードバンド化
に対する支援

消費生活アドバイスセンターの機能強化、消費生活相談員の研
修充実及び消費者講座用のパンフレット作成

※消費者行政活性化交付金事
業を活用

6



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

高齢者・障害者に対する交通費助成の見直し 所得制限の見直し
（拡充） 　住民税又は所得税非課税世帯

　　⇒　住民税又は所得税非課税個人

高齢者バス券交付事業 81,298 81,298 対象者数：12,000人⇒19,243人
交付額は8,000円で据置

重度身体障害者等移動制約者タクシー 23,118 23,118 対象者数：3,010人⇒4,516人
料金助成事業

心身障害者（児）通所施設等交通費 14,679 14,679 対象者数：119人⇒210人
助成事業

精神障害者回復者通所施設交通費 5,880 5,880 対象者数：45人⇒123人
助成事業

障害者自立支援対策臨時特例交付金 36,384 28,788 7,596 平成20年度までの時限措置で利用者負担の軽減や事業所の
特別対策事業 道補助金 支援を実施。国の制度が継続されることとなったため、市でも

28,788 継続

ねんりんピック北海道・札幌2009帯広市実行 10,000 1,000 9,000 60歳以上の高齢者を中心とする、スポーツ、文化、福祉の総合 おもてなしイベントを実施
委員会負担金 雑入 的な祭典

1,000 13市3町で21種目が開催され、帯広市ではテニスを開催
（期間）平成21年9月5日(土)～7日(月)
（会場）帯広の森テニスコート
（参加者数）573人（見込み）
（その他）開始式については、ゲートボール（芽室町）、パーク
ゴルフ（幕別町）との合同開始式として、総合体育館で実施予定

備　　　　　　　考

民 生 費

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

障害児早期療育体制の拡充（拡充） 5,675 5,675

幼稚園就園奨励費補助（拡充） 138,594 46,198 92,396 国の制度改正に伴う補助の拡大
国庫補助金 ・補助単価の5％程度の引き上げ

46,198 ･第2子以降の保護者負担の軽減
　第1子の負担額を1とした場合の保護者負担額

　兄・姉が幼稚園児である第2子　　　　0.7⇒0.5（半額）
　兄・姉が幼稚園児である第3子以降　0.2⇒0（無償）
　兄・姉が小1～3である第3子以降　　 0.8⇒0（無償）

保育料コンビニ納付の開始（新規） 5,621 5,621

（開始期日）平成21年4月
（取扱店）セブンイレブン、ローソン、セイコーマート

栄・南保育所の民間移管 39,134 6,000 33,134 平成22年4月の民間移管へ向けた準備経費 移管先法人
・円滑移行人件費補助金　13,567千円×2ヵ所 　栄：池田社会福祉事業協会
・施設整備　12,000千円（2ヵ所） 　南：大谷菩提樹会

保育料（常設保育所、へき地保育所、児童保育センター）の納
付機会の拡大及び収納率向上対策として、コンビニ納付を開始

備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

養育に不安を持つ親子に対し相談指導するカンガルー教室の
委託を廃止し、地域の保育所で実施している「あそびの広場」を
拡大し、地域担当保育士により対象児を受入ることにより、地域
でのきめ細やかな対応を実施

現在のカンガルー教室で措置している児童については、経過措
置としてプログラム終了時までカンガルー教室を継続し受入
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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）

乳児保育の拡大 331,635 158,973 172,662 日赤東保育所等での乳児受入枠拡大（5人) 平成20年度施設整備済み
分担金

39,043
国庫負担金

79,954
道負担金

39,976

障害児保育の拡大 110,614 110,614 受入児童数
平成20年度：108人

※障害児及び要支援児3人に対し保育士2名配置に拡充 平成21年度：157人
　　（うち要支援児等55人）

延長保育の拡大 109,710 51,092 58,618 日赤東保育所での延長保育(18：00～19：00)を開始
国庫補助金 すいせい保育所の前延長（11：00～14：00）への補助

49,985
雑入

1,107

休日・一時保育の拡大 16,369 12,648 3,721
道補助金

6,990
雑入

5,658

病後児保育の見直し 4,287 2,858 1,429
道補助金

2,858
・ＣＨＩＰＳ　　 自由が丘6丁目
・ひなたぼっこ　　 西15条北4丁目
・延利用者:120人（予定）

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

障害児及び障害認定を受けていない要支援児童にも対応した
体制整備

森の子保育園で実施している病後児保育について、より一層の
利便向上と利用拡大を図るため、病後児保育を実施している民
間託児所2カ所での受入に見直し

すずらん保育所で実施している一時保育の補完として、日赤東
保育所で一時保育を実施（乳児3人）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

農村部児童保育センター開設（新規） 20,472 8,928 11,544 愛国児童保育センター開所
分担金 　（設置場所）愛国小学校教職員住宅（改修）

1,710 　（開所時期）平成21年5月中旬頃(予定)
道補助金 清川児童保育センター開所

7,218 　（設置場所）清川小学校教職員住宅（改修）
　（開所時期）平成21年5月中旬頃(予定)

大規模児童保育センターの分割 15,191 9,798 5,393
道補助金

9,798

・明和・・・学校内の多目的教室を活用予定
・広陽・・・学校内の多目的教室を活用予定
・稲田・・・現児童保育センターを間仕切りにより分割
・啓親・・・民間施設等による分室開設予定

児童保育センター待機児童対策 48,108 17,885 30,223 既設の緑ヶ丘、稲田は継続
分担金

7,980
道補助金 ・若葉　  ・・・わかば幼稚園内に分室を設置

9,905 ・柏林台 ・・・すずらん保育所内に分室設置(啓西小内から移転)
・豊成　　・・・民間施設を借用し分室設置

母子家庭高等技能訓練促進事業（拡充） 6,898 5,174 1,724 国の制度改正に伴い支給対象者・期間を拡大 平成21年度対象者(予定)
国庫補助金 （支給期間） 訓練促進費　7人

5,174 　従あ前：修業期間の最後の1/3に相当する期間　上限12カ月 修了一時金　3人
　拡大後：修業期間の最後の1/2に相当する期間　上限18カ月
（支給額）
　従あ前：訓練促進費　103,000円/月
　拡大後：訓練促進費　非課税世帯　103,000円/月
　拡大後：訓練促進費　課税世帯非　151,500円/月
　拡大後：修了一時金（新規）　非課税世帯　50,000円
　拡大後：修了一時金（新規）　課税世帯非　25,000円

事　　　　　　　業　　　　　　　名

平成21年度の入所希望者受付状況から、現在の施設では待機
児童が発生する見込みである児童保育センターについて、分室
を開設し対応

国のガイドラインにより入所児童が70人を超える児童保育セン
ターについては平成22年度から国庫補助の対象外となることか
ら、今後も継続的に入所者数が70人を超過する見込みの箇所
について、分室の設置や間仕切りの設置による分割で対応

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事業費

10



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

子どもの居場所づくり事業（拡充） 5,944 4,107 1,837 小学校を核として、地域ボランティアが運営する、放課後・週休 継続：居場所づくり　11校
道補助金 日等に児童が異なる年齢や地域住民と交流できる場「居場所」

2,000 を設置
基金繰入金 ・新規　2校

2,107 ・学校体育館開放事業を「土曜あそびの森」に名称変更し居場
　所づくり事業に位置付け

児童会館耐震診断（新規） 4,600 4,600 耐震診断（1次・2次）を実施

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

妊婦健康診査の拡大（拡充） 118,870 45,016 73,854 妊婦健康診査における公費負担を5回から14回へ拡大
道補助金 超音波検査1回から6回へ拡大（年齢制限撤廃）

45,016 　　委託料 28,414 千円 （5回分）
　　委託料 44,559 千円 （9回分）
　　委託料 45,474 千円 （超音波検査6回分）
　　事務費 423 千円

大腸がん検診機会の拡大（拡充） 14,209 14,209 施設検診の新設により受診機会を拡大し、受診率向上を図る
集団検診：9,616千円
施設検診：4,593千円

（仮称）環境モデル都市推進協議会設置 市民、企業、大学、行政などが一丸となって環境と経済が両立
（新規） する社会を目指し、ＣＯ2排出量削減の取り組みを推進

・5つのワーキンググループ
①住・緑・まちづくり ②おびひろ発　農・食
③創資源・創エネ ④快適・賑わうまち
⑤エコなくらし

新エネルギー事業調査（新規） 2,000 2,000 新エネルギーの導入に向けた市民参加型の（仮称）「市民エネ
ルギー基金」創設に向け、先行事例や、諸施策に関する動向を
調査し、導入手法や課題の抽出等、最適な基金のあり方を検討

国内クレジット制度排出削減事業（新規） 350 350 ＥＳＣＯ事業実施に伴い、削減したCO2排出量を国内クレジット
雑入 制度に基づき、売却

350 ・費用：審査手数料（平成21年度）
・収入：売却料　年350千円×4年＝1,400千円
（平成21～24年度）

備　　　　　　　考

衛 生 費

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

新エネルギー導入促進事業

木質ペレットストーブ導入促進補助金（拡充） 7,000 3,150 3,850 100千円×70件
国庫補助金

3,150

木質ペレットストーブ燃料費補助金（新規） 2,940 2,940 木質ペレットストーブ購入補助金と合わせて、導入年度のみ燃
料費の一部（年間使用料126千円の1/3相当）を補助
42千円×70件

住宅用太陽光発電システム導入促進 10,500 4,725 5,775 150千円×70件
補助金（拡充） 国庫補助金

4,725

住宅用太陽光発電システム導入促進 107,415 106,086 1,329 太陽光発電システム導入に係る資金の貸付
貸付金（新規） 国庫補助金 ・1,500千円×70件

1,086 ・手数料2,415千円（国庫補助金1,086千円）
雑入 ・無利子融資

105,000

（仮称）クリーンセンター整備事業 64,995 64,995 新たな一般廃棄物最終処分場の整備 組合事業費：1,560,499千円
・建設地 池田町美加登279番10
・埋立容量 252,000㎥
・埋立期間 15年間
・供用開始 平成23年4月

し尿処理施設整備事業 1,880 1,880 新し尿処理施設整備、し尿等移送管の河川横断等の方法検討 組合事業費：9,828千円
・事業内容　 河川横断可能性調査業務

備　　　　　　　考
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

一般廃棄物最終処分場廃止事業（新規） 8,435 8,435 （仮称）クリーンセンター供用開始に伴う現最終処分場の廃止 組合事業費：12,500千円
・事業内容　　　廃止に係る基本計画策定業務

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
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

（仮称）帯広市職業能力開発センター建設費 617 617 総事業費　408,166千円
補助金 （　債務負担行為限度額変更　） 限度額変更

・事業主体 (職)帯広地方職業能力開発協会 　23,700千円　⇒　528,100千円
・移転先 西22条北2丁目

十勝産業振興センター東側隣接地
・敷地面積
・延床面積
・共用開始 平成22年4月

（仮称）人材確保・マッチング事業（新規） 4,045 4,045

地域提案型雇用創造推進費補助金 3,955 3,955

季節労働者・離職者等の雇用対策事業 71,659 62,359 9,300 農林費、土木費、教育費に
道補助金 予算計上

62,359 ・市有林除伐枝打業務、間伐業務等、季節労働者等の就労対策※緊急雇用創出事業を活用
・正規就職までのつなぎとして、離職者等を直接雇用

季節労働者や離職者などの雇用促進に向けた総合的な対策の
推進

・季節労働者生活資金貸付金の制度を改正し、対象者に事業
主都合による離職者を加え、積立金の原資を増額
・正規就労へのマッチングを強化するため、求職登録や関係団
体が実施する企業説明会等への支援

旧産業技術センター併設施設の移転改築に伴う民間資金借入
金の償還費補助

適性検査を実施した優秀な求職者のデータを登録し、企業が求
めている人材の情報提供をすることにより、マッチングを図る

農業や農産物など地域資源を活かし、雇用機会創出、能力開
発、情報提供、相談事業などを展開

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

3,093.17㎡
1,559.17㎡

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 2,026 466 1,560 大正町幸福地区（1年目　300ha）
国庫補助金 ・一般啓発、土地調査

466

第4回アジア太平洋農業・環境教育研究大会 500 500
開催地補助（新規）

・アジア生産性機構（APO）の推薦する専門家による講演
・畜大学長、帯広市長などによるパネルディスカッション

食育の推進 2,098 1,049 1,049 連携予算
道補助金 保健福祉部　0,370千円

1,049 学校教育部　0,450千円
生涯学習部　1,000千円

農業体験・研修施設整備事業補助（新規） 15,000 15,000 総事業費　40,000千円
基金繰入金

15,000

良質堆肥生産振興対策 785 785

・農業や食文化への理解を深め、食への感謝の心を育むため、
小中学校への出前講座を開催

道内外からの農業体験や農業者の研修を受け入れるために、
農業団体が整備する研修施設整備に対する支援

耕種農家における低コストで良質な堆肥生産に向け、労力・経
費を含めた製造実証試験及び施用調査を行う

・帯広市食育推進計画の中間年にあたり、進捗状況を見極める
ためアンケートを実施
・食育フェスティバル等を開催し、広く市民の食への興味・関心
を育てる

農業及び環境に関する教育者の研究発展や情報交換などを目
的として、世界19カ国に会員を有している「アジア太平洋農業・
環境教育学会」の第4回研究大会開催に対する補助

備　　　　　　　考

農 林 水 産 業 費

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

農地・水・環境保全向上対策

営農活動支援事業 7,987 320 7,667 総事業費　30,668千円
道補助金 麦・豆類 030,000円/ha

320 ・以平地区(140ha)、桜木地区(420ha) いも・根菜類 060,000円/ha
・小麦95ha、馬鈴しょ248ha、豆類131ha、その他86ha 果菜類 180,000円/ha
・化学肥料、化学合成農薬を原則5割削減 葉茎菜類 100,000円/ha

地域共同活動支援事業 4,581 444 4,137 農業の基盤となる農地・水・環境を保全するために取り組まれ 総事業費　20,855千円
道補助金 る地域共同活動に対して支援（市負担1/4） 畑地 12,000円/ha

444 ・以平地区(788.4ha)、桜木地区(667.3ha) 草地 02,000円/ha
・明渠排水路の草刈・床ざらい等、農道点検、雑木処理等

道営草地整備事業（新規） 11,768 9,674 2,094 総事業費　720,000千円
道委託金 補助金国　360,000千円

116 ・農家　草地整備改良（一部について農家負担の軽減策を実施） 補助金道　180,000千円
市債 ・牧場　草地整備改良、施設整備 実施期間　平成21～25年度

5,400 整備面積　農家246.95ha（30戸）
雑入 整備面積　牧場133.5ha

4,158

家畜伝染病互助基金補助（新規） 1,000 1,000
（サルモネラ対策）

黒毛和牛生産振興対策 2,762 2,762 優良な繁殖雌牛の導入により八千代牧場での受精卵移植事業
を拡充し、黒毛和牛の生産振興と畜産経営の安定・強化を図る

酪農家及び八千代牧場の草地整備を実施し、自給飼料の増産
と経営基盤の安定を図る

サルモネラ症発生による経済的損失について、生産体制及び経
営の早期立て直しを図るため、生産者・ＪＡ・市の3者で互助補償
する制度を整備

化学肥料や化学合成農薬の大幅低減に取り組む営農活動に
ついて、取組み作物の面積応じて支援（市負担1/4）

備　　　　　　　考
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

道営畑地帯総合整備事業 92,985 76,800 16,185 道営事業 (平成20年度3月補正予定）
雑入 ・明渠排水整備：調査・設計・用地買収 　川西北地区　客土・暗渠

41,000 ・土層改良、暗渠排水整備：調査・設計 　　※繰越明許費
市債 ・計画樹立　 大正南地区

35,800 ・基本計画 川西中央地区（新規）

林道改良事業 10,302 9,494 808 林道村元の沢線の全線路盤改良工事 総事業費　76,840千円
道補助金 ・延長　260m 総延長費　2,381m

3,194 ・幅員　4m 実施期間　平成21～24年度
市債 ・盛土工　16㎡

6,300 ・切土工　446㎡
・排水施設工一式

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

川西北地区
大正北地区
川西西地区
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

帯広リサーチ＆ビジネスパーク構想の推進 3,000 3,000
（新規）

・帯広リサーチ＆ビジネスパーク構想推進協議会の設置
・産学官連携推進員の配置
・（仮称）研究成果活用連絡会議の設置
・情報交流サロンの設置

産業間連携事業

農商工連携・地域産業資源活用促進事業 230 230 農商工連携の促進のため講師を招聘し、セミナーを開催

農産物付加価値向上推進事業 1,322 1,322

中小企業振興融資（拡充） 6,969,605 6,866,300 103,305
貸付金元利収入

6,864,000 ・貸付金中小企業　H20：6,364,000千円→H21：6,864,000千円
雑入 ・保証料等補給金　H20：0,065,605千円→H21：0,105,605千円

2,300

中小企業研修連携会議（新規） 500 500

プレミアム付商品券事業（新規） 30,000 30,000 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

30,000

景気の低迷とともに消費意欲が減退している中、（仮称）帯広消
費拡大推進実行委員会が実施するプレミアム付商品券事業に
参画し、新たな消費換気を図る

商 工 費

産学官連携による地域産業の競争力強化、新産業創出を目的
としたリサーチ＆ビジネスパーク構想の推進

左の財源内訳
事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

中小企業の資金調達の円滑化を図るため、貸付金の拡充及び
保証料等補給金を増額

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

帯広市食産業振興協議会を通じ、地元産小麦の付加価値向上
に向けた試作品づくり等を推進

産業振興ビジョン推進にあたり、中小企業研修連携会議を創設
し、研修事業の充実・情報提供などを協議
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

中心市街地活性化基本計画事業 3,000 3,000

市街地再開発事業（新規） 48,276 24,100 24,176 総事業費　3,900,000千円
国庫補助金 実施期間　平成21～23年度

24,100
・事業主体 市街地再開発準備組合
・所在地 西8条南6丁目
・地区面積 12,249㎡
・計画内容 高齢者住宅、一般分譲マンション、商業施設など

企業立地の促進

企業立地促進法による企業立地の推進 600 600 帯広十勝地域産業活性化基本計画による企業立地の推進

・帯広市企業立地促進条例の改正等
（対象業種の拡充、固定資産税等の免除措置等）

企業立地活動 3,647 3,647 ・西20条北工業団地の販売促進活動及び支援（産業開発公社）
・東京・関西・出先帯広会による企業情報収集
・企業訪問活動

平原まつり阿波おどり大会の開催（新規） 900 900

備　　　　　　　考
左の財源内訳

中心市街地活性化基本計画の推進組織「中心市街地活性化協
議会」の運営支援及び基本計画の推進を図る

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

・道内の阿波踊りを愛好する連（10連）も参加し、全道阿波おど
り大会を同時開催

・帯広十勝地域産業活性化協議会を通じた、企業誘致フェアの
出展や人材養成、技術支援事業の実施

帯広市中心市街地活性化基本計画の「住実ゾーン」形成モデル
地区として、高齢者に対応した生活・福祉サービスの提供等、多
世代が交流できる環境の形成を図る

第62回帯広平原まつりにおいて、姉妹都市である徳島市から
「徳島市阿波踊り親善訪問団」を招聘し、平原まつり阿波おどり
大会を開催
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

集客交流地域活性化推進事業（新規） 5,000 5,000

（6月～9月までの毎週日曜催行）

恋人の聖地幸福駅セレモニー広場整備（新規） 500 500 ・幸福の鐘の木製アーチ塗装
・カリオン（鐘）の取り替え

恋人の聖地愛国駅イベント業務委託（新規） 300 300 恋人の聖地に認定された愛国駅で「恋人の聖地誕生祭」を開催
・選定プレート設置式
・ミニコンサート

幸福駅利活用計画策定（新規） 2,000 2,000

地域公共交通総合連携計画実施事業（新規） 5,888 5,888

・適切なバスネットワークの形成
・マイカーからバスへの転換など、公共交通利用促進の推進

バス事業者、利用者、行政などで構成される協議会において、
国の支援を受けて実施

左の財源内訳
事業費

幸福駅周辺の利活用と将来像について検討し、民間活力の導
入に向けた計画を策定

交流人口の拡大と地域活性化対策として、ホコテン、ばんえい
競馬等の地域資源を活用し、道東地区を中心に道内からの集
客事業に対する補助

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　　　　　業　　　　　　　名
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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 100,000 93,700 6,300 特殊舗装打替工事 （予算内容）
市債 　西16南1・10号線外17路線　　　　　　　L=2,300m 工事請負費

93,700
オーバーレイ工事
　川西・上清川基線線　　　　　　　　　　　L=1,500m

道路側溝整備事業 50,000 47,500 2,500 側溝整備工事 （予算内容）
市債 　西20南2・6号線外5路線　　　　　　　　L=650m 委託料、工事請負費

47,500

除雪機械更新 37,200 34,466 2,734 除雪トラック　１台 （予算内容）
国庫補助金 備品購入費

23,466
市債

11,000

除雪グレーダ・ロータリー除雪車（新規） 40,000 40,000 除雪グレーダ　　 　1台増車 3月補正（繰越明許費）
寄附金 小型ロータリー除雪車　1台増車

40,000

道路照明灯省エネルギー化事業（新規） 54,000 27,000 27,000 地球温暖化防止のため、道路照明灯の水銀ランプ（400W）を高
国庫補助金 圧ナトリウムランプ（180W）へ変更することにより、温室効果ガス

27,000 CO2を削減
・1,065灯

備　　　　　　　考

土 木 費

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

道路新設改良費 497,120 475,700 21,420 補助対象となっている人件費
　（公共事業緊急3ヵ年集中投資プランを含む） 国庫補助金 1,300千円職員費に計上

136,400 施　　工　　区　　間
市債 西16南1・西6号線 西16・17条北１丁目 L=324m、W=18m、用地補償

339,300 西20南5・1号線 西20条南5丁目 L=200m、W=16m
南6線甲線 南町南6線 L=220m、W=12.5m、用地補償

西3条南22丁目～西4条南22丁目
西12条南1丁目～西12条南2丁目
西9条南10丁目～西9条南17丁目 
西5条南21・22丁目～西6条南21・22丁目

西19条南2丁目
西12条南3丁目～ 西11条南3丁目
空港南町南12線～別府町南14線
南町外

（完了）
南24丁目東線 大通南24丁目～東4条南24丁目

川西地区・大正地区

一部３月補正（繰越明許費）
50,000千円

低・未利用地の利用促進事業（新規） 20,000 19,000 1,000
市債

19,000

交通安全施設整備費 143,150 141,050 2,100 補助対象となっている人件費
国庫補助金 1,200千円職員費に計上

57,750 施　　工　　区　　間
市債 白樺通西甲線 柏林台南町3丁目～西16条南2丁目 L=750m(1,270m)、W=4m

83,300 　　　　　　　　　　　　西17条南3丁目 交通量調査（完了）
東柏林台・10号線 柏林台東町4・5丁目 L=82m(164m)、W=18m（完了）
旧広尾道路乙線 泉町 L=927m、W=1.5m
川西・稲田西2線線 川西町西2線 用地

L=10m、W=20m、調査

市道現況調査

南2丁目西乙線 L=210m、W=20m
別府・空港南町西9号線 L=300m、W=7m、用地、調査

農村地区生活環境整備 L=2,000m

南町西・1号線外 L=40m、W=4.5～10m、用地補償

L=240m、W=20m、調査
南21丁目西乙線 L=150m、W=20m（完了）
西19南2・16号線 L=180m、W=8m（完了）

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

事業費

事　業　内　容　等

路　　線　　名　等 事　業　内　容　等

低・未利用地の利用促進及び定住促進を図るため、民間に
よる宅地開発の内、道路工事の一部を支援

路　　線　　名　等

南22丁目西甲線 L=170m　W=20m（完了）
西4号南甲線 L=190m、W=10.9m（完了）
西9条南乙線
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

住宅サポート事業（新規） 140 140

・国、道の施策、住マスの施策の検討

帯広圏広域都市計画協議会分担金 6,297 6,297
基金繰入金

6,297

自転車道ネットワーク計画の策定（新規） 3,748 3,748
基金繰入金

3,748

都市計画道路の見直し 2,493 2,493
基金繰入金

2,493

公園遊具の点検・整備 1,440 1,440

大分みどりの親善交流（新規） 1,698 1,698
基金繰入金

1,698 （時期）平成21年11月
(派遣人数）25人

遊具の安全強化を図るため、点検時に併せて計画的に補修
を実施（290基）

観光文化姉妹都市である大分市からの市民植樹祭への参
加要請に応え、みどりの親善交流訪問団を派遣

自転車・歩行者利用環境を整備するため、自転車交通量調
査を実施し、自転車道ネットワーク計画を策定

人口減少対策並びに子育て世代から老人層まで安心して住
み続けることが出来るまちづくりを実施するための調査・検討

活力と魅力あるまちづくりを進めるための都市計画を行うた
め、１市３町の分担による基礎調査等を実施

効率的かつ必要な道路整備に向け、地元説明会を開催し、
合意が得られた路線から順次都市計画の変更手続きを実施

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

都市計画道路整備費 736,000 721,000 15,000 補助対象となっている人件費
国庫補助金 4,700千円職員費に計上

423,000 施　　工　　区　　間
市債 共栄通 西12条南3丁目～南5丁目

298,000 柏林台通 柏林台中町2丁目～西町3丁目 L=550m、W=18m、用地補償
　　　　　　　　　　　　西15条南6丁目

玄武通 西15条北4丁目～西16条北1丁目 L=150m、W=18m（完了）
西15条北5丁目～西16条北2丁目 調査、実施設計

啓北グリーンロード 西9条北１丁目～西8条北4丁目 実施設計、用地

稲田・川西地区新市街地開発事業 879,896 833,869 46,027 地区内工事 補助対象となっている人件費
国庫補助金 ・公園整備 ：フクロウ公園、リス公園、まなび野公園 6,240千円職員費に計上

398,500 ・上水道 ：1,658m
道負担金 ・下水道 ：（雨水・汚水）1,400m

31,369 ・公共施設管理者負担金：機関庫の川公園
市債

366,000 地区外工事
企業債 ・青柳通 ：L=300m、W=18m、用地費、補償費

38,000 ・学園通 ：橋梁下部、用地費、補償費
・公園東通 ：バス停車帯整備、用地費、補償費
・（仮称）せせらぎ橋 ：橋梁架設、補償費
・稲田4号通 ：調査、道路・橋梁実施設計

公園整備費 252,631 235,642 16,989 補助対象となっている人件費
国庫補助金 4,683千円職員費に計上

135,142 施　　工　　場　　所
市債 サケのふる里公園 西14～15条南36～37丁目 施設整備

100,500 中島霊園 西21～22条北5丁目 用地取得、物件補償

橋梁架橋、L=240m、W=25m、用地補償

公　　園　　名 事　業　内　容　等

路　　線　　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

帯広の森整備費 100,561 93,700 6,861 用地取得355㎡、園路整備L=500m
国庫補助金 用地取得進捗率（予定）97.4％ 2,226千円職員費に計上

49,000
市債

44,700

（仮称）帯広の森市民活動センター整備費 159,130 159,130 供用開始：平成22年4月予定
国庫補助金

65,000 ・建設予定地 南町南9線49-1内
基金繰入金 ･構造 木造（在来工法）　地上１階建（平屋）

35,630 ・規模 延床面積364.36㎡　　高さ8.18m
市債 ・附帯施設 ペレット製造施設：（仮称）帯広の森ペレット工房

58,500 ・その他 太陽光発電、薪ストーブ、ペレットストーブ

　
住宅改修等事業 106,663 97,725 8,938

国庫補助金
6,825 ・補助金 耐震診断（上限30千円）

道補助金 耐震改修（上限300千円）
300 UD住宅住宅改造（上限400千円）

貸付金元利収入 ・貸付金 耐震改修（上限4,500千円）
90,600 UD住宅建設（上限5,000千円）

融雪機等設置（上限700千円）

公営住宅建替事業 194,235 196,335 △ 2,100 事　業　内　容　等 補助対象となっている人件費
国庫補助金 大空団地3街区（光4） 建設工事　　平成21～22年度 3,700千円職員費に計上

61,735 4階建24戸（改善前32戸）
基金繰入金 ストック総合改善 柏林台団地南町：加圧給水ポンプ取替 継続費設定

21,200 公園東町団地：灯油メーター取替
市債 地デジ対策工事等

113,400 柏林台東町 道路整備（L=250m、W=8～10.5m）

補助対象となっている人件費

帯広市と市民が協働で帯広の森の利活用や森の育成管理
を実施する拠点施設として整備

団　地　名　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

旧耐震基準以前に建築された民間木造住宅の耐震化促進
及びユニバーサルデザイン住宅の普及と促進

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

消防車両・救急車両の更新、消防資機材一式 108,016 108,016 小型動力ポンプ付水槽車　1台更新（60,000千円） 3月補正（繰越明許費）
（新規） 寄附金 高規格救急自動車　　　　 　1台更新（40,000千円）

108,016 消防団ヘルメット等資機材一式（8,016千円）

防火水槽の設置 9,450 8,500 950 （予算内容）
市債 工事請負費

8,500

帯広の森コミセンに防火水槽を1基設置

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

消 防 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

活力ある学校づくり支援事業（新規） 10,000 10,000 "（旧）夢のある学校づくり"と
"特色ある学校づくり"の再構築

環境教育に関する研究（新規） 650 650

学校図書の充実（拡充） （小） 9,800 5,000 4,800 ・年度末冊数 156,660 一部3月補正（繰越明許費）
寄附金 ・整備率 71.3% 8,400千円

5,000

（中） 6,760 3,400 3,360 ・年度末冊数 106,149
寄附金 ・整備率 70.5%

3,400

就学援助（要保護及び準要保護）（拡充） （小） 144,760 307 144,453 1
国庫補助金

307

（中） 122,160 1,040 121,120
国庫補助金

1,040

特別支援学級の設置（拡充） 2,100 2,100

・小学校2校(稲田小、大空小)
・中学校1校(第二中)

・体育実技用具費について、口座振込からスケート靴購入券の
支給に切替

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、情緒学級を新設

備　　　　　　　考

小中学校における環境教育のあり方及び推進の方法に関する
調査研究

事　　　　業　　　　内　　　　容

各学校が自校の特色ある教育と学校改善プランの一層の充実
のため、また環境モデル都市にふさわしい環境教育の推進のた
め、企画提案する取組をとおして、学校の主体性・自立性を向
上させ、信頼される学校づくりを推進

・医療券について、12月末までの使用期間を翌年3月末まで延長

教 育 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

地上デジタル放送対応テレビの整備（新規） 29,600 29,600 全小中学校に、地上デジタル放送対応テレビを配備 3月補正（繰越明許費）
寄附金

29,600

学校環境整備・リニューアル整備 95,000 46,500 48,500 義務教育施設の適切な維持・補修による延命化 一部3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 30,000千円

30,000
市債

16,500

学校施設耐震化事業 国の一次補正、二次補正の活用

体育館耐震改築 382,050 378,050 4,000 若葉小　体育館改築 一部3月補正（繰越明許費）
国庫負担金 ・構造 ＲＳ造 378,050千円

24,415 ・建築面積 1,252㎡
国庫補助金

60,635
市債

293,000

59,260 59,260 大空小　耐震補強 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 ・構造 Ｓ造

29,660 ・補強面積 1,028㎡
市債

29,600

63,084 63,084 大空中　耐震補強 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 ・構造 Ｓ造

31,884 ・補強面積 1,000㎡
市債

31,200

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

21,640 21,640 啓西小　調査設計 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

21,640

21,160 21,160 第一中　調査設計 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

21,160

校舎耐震改修 273,747 224,123 49,624 第三中　改修工事（１年次目） 継続費設定
国庫補助金 ・構造 Ｒ造

84,523 ・補強面積 4,598㎡
市債

139,600

校舎・体育館耐震改修 20,630 20,630 栄小　基本設計

校舎耐震第二次診断 （小） 23,659 23,659 西、柏、明星、緑丘、北栄、東、稲田、大空、若葉、広陽、川西、 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 広野

23,659

（中） 18,673 18,673 第二、第四、第六、第七、第八、大空、南町、西陵、川西、清川 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

18,673

豊成小学校移転改築 70,470 70,470 豊成小学校移転改築調査設計等 平成24年度 開校
・校舎、体育館及び統合プール

備　　　　　　　考
左の財源内訳

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容事業費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

南商生による中学生向けの英語学習手引き 30 30
作成（新規）

南商生マディソン市派遣研修（新規） 1,353 1,353

・生徒6名、教員1名

ふるさと公演（新規） 1,000 1,000
基金繰入金

1,000

劇団四季鑑賞事業（新規） 1,539 1,539
基金繰入金

1,539

市民文化ホール小ホール舞台機構等改修 35,200 31,881 3,319 小ホールの吊物装置等改修 3月補正（基金積立）
（新規） 基金繰入金

31,881

（仮称）ロシアのアイヌコレクション展（新規） 1,238 1,238

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

国内外で活動している地元出身の芸術家に、市内小学校で無
料で出前講座を実施すること等を条件として、発表する場・機会
を提供するとともに、芸術鑑賞の機会を提供

備　　　　　　　考
左の財源内訳

劇団四季が全国で実施している児童招待事業「こころの劇場」
に、市内の小学６年生を無料招待し、舞台鑑賞の機会を提供

道立帯広美術館と連携し、百年記念館特別企画展として、アイ
ヌ風俗画等の絵画を展示

インターネットによる英語学習システムを活用するとともに、中学
生向けの英語学習手引書を南商生徒が作成し、近隣の中学生
個々人の英語レベルに応じた学習方法をサポート・指導

語学能力の向上を図るため、国際姉妹都市であるマディソン市
に訪問研修する南商生に対し、旅費等を補助
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

動物園正門整備（新規） 31,255 22,100 9,155 老朽化した正門の整備
市債

22,100

帯広の森高圧引き込みケーブル改修（新規） 44,000 44,000 3月補正（基金積立）
基金繰入金

44,000

学校給食費の改定（新規） 701,830 701,830
雑入

701,830 ・小学生　１食あたり　195円→224円　（14.9％上昇）
・中学生　１食あたり　246円→278円　（13.0％上昇）

新たな学校給食調理場の検討 2,500 2,500 新たな学校給食調理場の建設に向け、事業化調査を実施

学校給食の今後のあり方について運営委員会より答申を得て、
安全で安心な給食を安定的に確保するため、給食費を改定

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

事業費

帯広の森運動施設に敷設している高圧引き込みケーブルの絶
縁抵抗値が著しく低下しており、体育施設全体の電気供給が停
止するおそれがあることから、ケーブルの取替え工事を実施
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

（土木費計上分）

帯広の森屋内スピードスケート場整備 2,222,345 2,189,966 32,379 本体工事（継続費） 補助対象となっている人件費
国庫補助金 　平成19年度：18％　平成20年度：42％　平成21年度：40％ 1,650千円職員費に計上

1,032,000
道補助金

100,000
基金繰入金

36,666
市債

1,021,300

帯広の森整備費（屋内SS駐車場、園路等） 76,415 72,500 3,915 ・屋内SS第２駐車場 A=2,200㎡　86台 補助対象となっている人件費
国庫補助金 ・園路及びエントランスの整備 A=3,400㎡ 1,798千円職員費に計上

38,000
市債

34,500

帯広の森屋内スピードスケート場備品購入費 275,030 223,686 51,344 帯広の森屋内スピードスケート場備品
基金繰入金 トレーニング備品、事務用備品、アリーナ備品、

179,586 手動式移動観覧席
市債

44,100

（教育費計上分）

屋内SS場授業開放（新規） 9,785 9,785 小中学生を対象に、屋内SS場の授業開放を実施

事業費

帯広の森屋内スピードスケート場（以下、屋
内SS場）関連

事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考
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 1,860 1,860

スピードスケート国際大会（新規） 平成22年1月にスピードスケート国際大会を開催

3,900 3,900 平成22年1月9日～10日

世界スプリントスピードスケート選手権大会 18,000 18,000 平成22年1月16日～17日

屋内SS場オープニングセレモニー（新規） 1,500 1,500 屋内SS場の完成に伴い、オープニングセレモニーを実施
・平成21年8月30日（日）

体力づくり普及促進事業（新規） 2,330 2,330
道委託金

2,330

ネーミングライツ（新規） 5,833 屋内SS場に係る施設等ネーミングライツ（命名権）料
雑入

5,833

広告収入（新規） 5,481 ・9,400千円／年間
雑入 ・場内23ヵ所に設置

5,481

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

世界オールラウンドスピードスケート選手権
大会アジア地区予選会兼アジアスピードス
ケート距離別選手権大会

左の財源内訳
事業費

屋内SS場の利活用を含めたスポーツ大会・合宿の誘致活動

体力づくり啓発パネルの展示、北海道体力づくり研修会の実施
及び屋内SS場を活用した体力づくり講座の開催

備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

室内空間熱環境検証業務委託（新規） 5,840 5,840

開館準備業務委託（新規） 16,248 16,248 ８月末オープンまでの開館準備、施設管理等

ナショナルトレーニングセンター誘致等 1,041 1,041

旧スピードスケート場管理棟改修（新規） 18,000 13,500 4,500 ミーティングルームやメディアセンター等として改修
市債

13,500

ナショナルトレーニングセンター誘致、屋内SS場利活用、その他
協議事項等に係る事務経費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

室内空間データの収集作業を行い、アリーナ内の温度分布や、
空調機能を検証し、維持管理費の抑制について検討

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

高等教育整備基金借入金償還金 102,876 22,645 80,231 北海道市営競馬組合清算金への充当に借入れた高等教育整
財産売払収入 備基金借入金の償還金

22,645 ・償還額 約定元金 77,518 千円
繰上償還 22,645 千円
利子償還 2,713 千円

備　　　　　　　考

諸 支 出 金

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

国保会計への保険料軽減繰入 147,546 147,546 一人当たり保険料の据置
賦課限度額の変更　　 医療分 43万円　⇒　45万円

介護分  　9万円  ⇒   10万円

特定健診・3ドック事業の取り扱い 102,116 82,996 19,120
保険料

41,053
国庫負担金

16,637 平成20年度　人間ドック（自己負担5,000円）　500人
国庫補助金 　　　　　　　　　特定健診（無料）　受診率　25％

8,669
道負担金 平成21年度　人間ドック　　廃止

16,637 　　　　　　　　　特定健診（無料）　受診率　35％　10,802人

納付書付き督促状の導入（新規） 4,148 4,148 未納額等の通知のみである現在の督促状に替えて、納付書の
機能を持たせた督促状とすることで、収納率向上を図る

脳ドック、歯科ドックの実施（新規） 2,397 2,397 後期高齢者のドック事業を国民健康保険会計とあわせて実施
雑入 ・脳ドック 100人

2,397 ・歯科ドック 250人

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

定員があるため単発的な検診となってしまう人間ドックを廃止
し、毎年継続的に受診可能で、保健指導も充実している特定健
診を拡大。脳ドック及び歯科ドックについては、特定健診で代替
できないため継続して実施

備　　　　　　　考

国 民 健 康 保 険 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

第四期高齢者保健福祉計画・介護保険事業 第四期計画(平成21年度から平成23年度)の主な特徴
計画の推進 ・地域包括支援センターの充実

･地域密着型の小規模特別養護老人ホームの整備
・介護予防事業の推進

介護報酬改定と保険料負担の軽減 140,048 140,048 介護報酬改定等に伴う保険料上昇の抑制
基金繰入金 平成20年度3月補正予算で特例

140,048 基金設置予定

第四期計画の介護保険料（試算）について 第四期計画の基金繰入額
・介護保険料の比較（基準額） 　特例基金： 78,986千円

第三期（現在） 4,190円/月 　（うち軽減分　71,616千円）
第四期（現行制度による保険料） 4,532円/月 　準備基金： 496,493千円
　〃(報酬改定後の保険料) 4,651円/月
　〃（特例基金繰入後) 4,593円/月
　〃（準備基金繰入後） 4,190円/月

墓所整備 49,726 49,726 ・用地取得 18,323.8 ㎡
使用料 ・粗造成等

26
市債

49,700

中 島 霊 園 会 計

・国庫支出金により設置した介護従事者処遇改善臨時特例基
金の繰入による保険料上昇の抑制
・さらに介護給付費準備基金の計画的な繰入により保険料基準
額を第三期と同額に据置

介 護 保 険 会 計

備　　　　　　　考
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

ばんえい競馬の開催 11,727,262 11,727,262 ばんえい競馬開催
収益事業収入

11,541,067 売上見込
手数料 76,908千円/日（平成20年度当初見込79,283千円/日）

1,503
財産運用収入

1,343 ・通常開催　4/25～5/4、10/24～3/29　11：20～17：20
寄付金 ・薄暮開催　5/9～6/15、9/26～10/19　12：00～18：00

1 ・ナイター開催　6/20～9/21　14：30～20：35
繰入金 旭川、北見場外発売所を移転し、既存施設の原状回復を行う

80,202
雑入

103,146

中央駐車場改修工事（新規） 23,000 23,000 劣化度調査の結果により、施設の改修を行う
市債

23,000

空港整備事業 5,618 2,800 2,818
国庫補助金

1,920 ・平成21年度　基本設計・実施設計
道補助金 ・平成22年度　工事予定

80
市債

800

通常開催より遅く始まり、ナイター開催より早く終了する薄暮開
催を実施

空 港 事 業 会 計

航空機離発着時の安全性向上のため、航空灯火設備の改良を
行う

備　　　　　　　考

駐 車 場 事 業 会 計

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

ば ん え い 競 馬 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

第4次拡張事業 214,847 214,847 整備管路延長　 2,725 m 平成21年度終了
国庫補助金 　幹線新設　 393 m

5,000 　配水管新設 2,332 m
出資金

5,000
企業債

128,200
内部留保資金

76,647

配水管整備事業 620,952 620,952 整備管路延長 6,481 m
国庫補助金

97,300
補償金

36,000
企業債

452,400
内部留保資金

35,252

災害対策事業 111,300 111,300 緊急貯水槽整備
国庫補助金 　南町地区（南町中） V=100㎥　　　連絡管延長180m

31,100 無線機器整備 5局21台
出資金

31,100
企業債

42,100
内部留保資金

7,000

稲田浄水場等施設改修事業 164,833 164,833 低区配水池劣化・耐震実施設計
企業債 浄水棟（池棟・薬注棟）耐震補強等工事

162,700
内部留保資金

2,133

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 292,900 292,900 汚水管整備（新規敷設） 425 m 平成21年度末整備率
国庫補助金 汚水整備率98.1％

90,000 雨水管整備（新規敷設） 1,813 m 雨水整備率41.8％
企業債 （道路整備を含めた

187,900 　　雨水整備率72.6％）
内部留保資金

15,000

合流式下水道改善事業 350,000 350,000 帯広川下水終末処理場
国庫補助金 　高速ろ過施設調査

175,000 　第2沈砂池新設工事（機械・電気） （継続費設定）
企業債

175,000

終末処理場施設改修事業 278,000 276,432 1,568 帯広川下水終末処理場
国庫補助金 　第2初沈・電気棟耐震補強工事

140,700 　第2初沈等鉄骨防食等調査
企業債 　機械濃縮設備改修工事

118,300 　機械濃縮設備新設工事
内部留保資金

17,432

下水道GISシステム整備事業 27,770 27,770 下水道管渠施設データ整備
内部留保資金 　整備延長 380km

27,770

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

41



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公共施設の耐震化

学校施設耐震化（教育費） 382,050 378,050 4,000 若葉小　体育館改築　（再掲） 一部3月補正（繰越明許費）
国庫負担金 378,050千円

24,415
国庫補助金

60,635
市債

293,000

21,640 21,640 啓西小　調査設計　（再掲） 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

21,640

21,160 21,160 第一中　調査設計　（再掲） 3月補正（繰越明許費）
国庫補助金

21,160

公共施設の延命化

学校環境整備・リニューアル整備（教育費） 95,000 46,500 48,500 義務教育施設の適切な維持・補修による延命化（再掲） 一部3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 30,000千円

30,000
市債

16,500

学校給食共同調理場（教育費） 23,000 23,000 新調理場整備までの給食設備の延命化

社会教育・体育施設整備（教育費） 79,200 75,881 3,319 文化ホール舞台等設備改修（再掲） 3月補正（基金積立）
基金繰入金 体育施設の設備改修（再掲）

75,881

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

公共事業緊急3ヵ年集中投資プラン

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

児童福祉施設（民生費） 10,000 3,823 6,177 公立保育所の営繕 一部3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 3,823千円

3,823

コミュニティ施設（総務費） 10,000 5,700 4,300 コミセン、福祉センターの営繕 一部3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 5,700千円

5,700

生活基盤整備
5,642千円職員費に計上

道路新設改良費・街路整備費(土木費) 443,658 429,200 14,458 既存事業に上乗せして実施
国庫補助金 ・整備延長の増

175,000 ・整備計画の前倒し、早期完成
市債 ・既存事業の一部とあわせて、200,000千円分を12月補正予算で

253,900  債務負担行為を設定し早期発注（ゼロ市債）
雑入

300

特殊舗装整備費(土木費) 200,000 195,975 4,025 既存事業に上乗せして実施 一部3月補正（繰越明許費）
国庫補助金 　東1・2条仲通乙線外33路線 L=5,600m 120,000千円

51,275  債務負担行為を設定し早期発注（ゼロ市債）
市債

144,700

下水道(雨水)整備費（下水道事業会計） 100,000 100,000 既存事業に上乗せして実施
国庫補助金

20,000
企業債

80,000

補助対象となっている人件費

備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容
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