
事 業 別 内 訳 書（専決処分）
＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

土 木 費

市道除雪に要する経費 財源については、

　（1月13日付） 135,000 135,000 除雪経費 財政調整基金対応

　（1月26日付） 100,000 100,000

　（2月16日付） 90,000 90,000

　（2月20日付） 130,000 130,000

＜空港事業会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

土 木 費

空港維持管理に要する経費 財源については、

　（1月13日付） 15,000 15,000 除雪経費 財政調整基金対応

　（2月16日付） 10,000 10,000

事　　　業　　　名 備　　　　考事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

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



事 業 別 内 訳 書（通常案件）
＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

総 務 費

電子計算室運営に要する経費 13,398 13,398 後期高齢者医療会計システム改修 【繰越明許費】

雑入

13,398

地域情報通信基盤整備 4,750 4,750 【繰越明許費】

推進事業費 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

民 生 費

扶助費 98,824 74,118 24,706 生活保護扶助費

国庫負担金 　・対象者の増

74,118 　・医療扶助費の増

衛 生 費

十勝環境複合事務組合分担金 △ 12,100 △ 12,100 分担率の減による精算

　・中島処理場　　　　（計画）17.92％　（実績）15.38％

　・リサイクルプラザ　（計画）59.32％　（実績）56.94％

農 林 水 産 業 費

担い手育成畑地帯総合整備 15,986 13,883 2,103 ①当初予算分のうち、事業が完了しない部分についての繰越明許 【繰越明許費】

事業費 雑入 ②道州制北海道地域連携モデル事業等による追加内示 　　25,725千円

7,983 　　　　　　　127,886千円×12.5％＝15,986千円

市債

5,900 国 市 　うち繰越

当初予算 476,590 59,574 9,739

追加内示 127,886 15,986 15,986

補 正 後 604,476 75,560 25,725

商 工 費

優良建築物等整備事業 △ 49,752 △ 24,876 △ 24,876 事業主体の事業内容見直しのため減額

国庫補助金 　西1・7西地区

△ 24,876

地方バス路線運行維持対策に 78,110 78,110 バス路線運行維持費補助金

要する経費 　十勝バス　17系統　51,917千円

　拓殖バス　29系統　26,193千円

備　　　　考事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　業　　　名

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



事 業 別 内 訳 書（通常案件）
＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源
備　　　　考事業費

左の財源内訳
事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　業　　　名

諸 支 出 金

高等教育整備基金借入金償還金 17,340 17,340 土地売払収入の増に伴い、繰上償還額を追加するもの

財産売払収入 （補正前） 222,800 千円

17,340 （補正後） 240,140 千円

職 員 費

退職手当 168,613 168,600 13 自己都合退職者の増

市債

168,600

335,169 267,213 67,956

　　項　　　　　目 補正前 補正後

コミュニテイ施設整備費 7,500

栄福祉センター移転改築費 61,800 78,800

若葉福祉センター移転改築費 66,600 84,700

児童福祉施設整備費 43,200 75,200

農業基盤整備事業費 23,900 29,500

愛国ふれあい広場整備事業費 18,000 23,300

除雪機械購入費 6,300 7,700

道路橋りょう費 287,300 298,000

臨時地方道整備事業費 564,300 645,100

都市計画道路整備事業費 449,500 484,800

公園整備費 93,200 123,000

消火栓整備費 7,000 7,100

学校環境整備費 79,800

学校施設耐震化事業費 120,000 190,400

義務教育施設整備費 311,700

市民文化ホール施設整備費 31,500 39,600

動物園施設整備費 48,700 63,000

市民ギャラリー整備事業費 89,700 117,200

パークゴルフ場施設整備費 4,000

体育施設整備費 5,200

退職手当債 808,800 977,400

地方債限度額の変更

合　　　　　　計

北海道市町村振興基金の貸付対象となったこと、起債充当率が嵩上げ
になったこと及び国の二次補正に伴う公共事業の追加などによるもの



事 業 別 内 訳 書（通常案件）
＜国保会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

161,251 161,251 医療費の増

80,626
国庫負担金

54,825
国庫補助金

14,513
道補助金

11,287

30,724 30,724 医療費の増

30,724

財源の振替

△ 12,781

12,781

保険財政共同安定化事業拠出金 12,781 12,781 拠出金精算額の増

12,781

204,756 204,756

療養給付費
等交付金

療養給付に要する経費

高額療養に要する経費
　　　　　　（一般被保険者）

備　　　　考

　　　　　　（退職被保険者）

国民健康保
険料

事　　　業　　　名

療養給付に要する経費
　　　　　　（一般被保険者）

合　　　　　　計

事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

国民健康保
険料

国民健康保
険料

共同事業交
付金

事業費



事 業 別 内 訳 書（通常案件）
＜後期高齢者医療会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

徴収事務に要する経費 13,398 13,398 後期高齢者医療保険料徴収システム改修委託 【繰越明許費】

国庫補助金 　・低所得者に対する保険料軽減

13,398 　・被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置継続

　・年金からの支払方法の改善

　・特徴の要件の見直し

13,398 13,398

＜介護保険会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

98,903 86,540 12,363 居宅介護（介護予防）サービス費の増
介護保険料

19,147 予算額 4,144,127 千円
国庫負担金 決算見込額 4,243,030 千円

19,507 補正額 98,903 千円
国庫補助金

4,589
支払基金交付金

30,660
道負担金

12,637

34,423 30,120 4,303
介護保険料

6,665 予算額 2,947,999 千円
国庫負担金 決算見込額 2,982,422 千円

5,163 補正額 34,423 千円
国庫補助金

1,597
支払基金交付金

10,671
道負担金

6,024

133,326 116,660 16,666

施設介護サービス給付に要する
経費

事業費 備　　　　考

施設介護サービス費の増

事　　　業　　　名

居宅介護サービス給付に要する
経費

左の財源内訳

合　　　　　　計

合　　　　　　計

備　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

事　　　業　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

事業費

左の財源内訳



事 業 別 内 訳 書（通常案件）
＜中島霊園事業会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

墓地使用料および墓地管理料の減に伴い、基金繰入金を増額するもの

　・貸付件数 予　　算：137件

△ 5,355 決算見込：109件

繰入金

5,355

＜駐車場事業会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

△ 5,400 5,400 駐車場使用料の減に伴い、一般会計繰入金を増額するもの

〔使用料見込み〕

△ 5,400

△ 5,400 5,400

＜下水道事業会計＞ (単位:千円)

特定財源 内部留保資金

収 益 的 支 出

△ 21,386 △ 428 △ 20,958 実績流入量の減に伴う分担金の減
　・十勝川浄化センター　（計画）68.47％　（実績）64.25％

△ 428

1,103 1,103 仮払い消費税の減による納付税額の増

資 本 的 支 出

△ 4,870 △ 4,879 9 入札減に伴う継続費の整理 継続費変更
企業債

△ 2,200
国庫補助金

△ 2,679

△ 25,153 △ 5,307 △ 19,846

事　　　　業　　　　内　　　　容

備　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

備　　　　考

事　　　　業　　　　内　　　　容

一般会計補
助金

使用料及び
手数料

合　　　　　　計

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

合　　　　　　計

帯広川下水終末処理場機械濃
縮設備新設工事

備　　　　考

十勝環境複合事務組合分担金

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

合　　　　　　計

使用料及び
手数料

事　　　業　　　名
左の財源内訳

消費税及び地方消費税

事業費

予算額 116,256 千円

決算見込額 110,856 千円

補正額 △ 5,400 千円



事 業 別 内 訳 書（国の二次補正関連）
◆定額給付金・子育て応援特別手当

(単位:千円)

特定財源 一般財源

民 生 費

89,589 89,589 特別手当 2,400人×36,000円＝86,400千円 【繰越明許費】

国庫補助金 事務費 3,189千円

89,589 このほか、予備費671千円

商 工 費

定額給付金給付に要する経費 2,651,419 2,651,419 給付金 0～18歳 29,241人×20,000円＝584,820千円 【繰越明許費】

国庫補助金 19～64歳 104,329人×12,000円＝1,251,948千円

2,651,419 65歳～ 36,061人×20,000円＝721,220千円 このほか、予備費

　合計 　　　　　　　　　（169,631人） 2,557,988千円                   8,413千円

事務費 93,431千円

2,741,008 2,741,008

◆地域活性化・生活対策臨時交付金事業

(単位:千円)

特定財源 一般財源

総 務 費

住民活動に要する経費 5,700 5,700 大正トレーニングセンター暖房設備修繕 【繰越明許費】

国庫補助金 啓北コミセン音響設備修繕

5,700 緑西コミセン照明設備修繕

民 生 費

児童福祉施設整備費 3,823 3,823 日赤東保育所改修等 【繰越明許費】

国庫補助金

3,823

商 工 費

経済活性化に要する経費 30,000 30,000 プレミアム付商品券事業負担金 【繰越明許費】

国庫補助金 実施主体：（仮称）帯広消費拡大推進実行委員会

30,000

合　　　　　　計

事　　　業　　　名 事業費

事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　業　　　名 事業費

子育て応援特別手当支給に要す
る経費

備　　　　考
左の財源内訳

備　　　　考
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容



事 業 別 内 訳 書（国の二次補正関連）
(単位:千円)

特定財源 一般財源

土 木 費

特殊舗装工事費 120,000 119,975 25 特殊舗装工事 【繰越明許費】

国庫補助金

51,275

市債

68,700

新設改良舗装工事 50,000 50,000 改良舗装工事費 【繰越明許費】

国庫補助金

50,000

消 防 費

一般行政に要する経費 25,000 25,000 梯子付消防ポンプ自動車分解整備 【繰越明許費】

国庫補助金

25,000

教 育 費

小）学校環境整備費 30,000 30,000 学校リニューアル改修事業 【繰越明許費】

中）学校環境整備費 国庫補助金 　　屋根塗装、床塗装、非常階段塗装、電気・電話設備改修　など

30,000 　・小学校 15,000千円

　・中学校 15,000千円

小）学校施設耐震化事業費 82,919 82,919 大空小学校屋内運動場耐震改修工事 59,260 千円 【繰越明許費】

国庫補助金 校舎耐震診断（12校） 23,659 千円

53,319

市債

29,600

中）学校施設耐震化事業費 81,757 81,757 大空中学校屋内運動場耐震改修工事 63,084 千円 【繰越明許費】

国庫補助金 校舎耐震診断（10校） 18,673 千円

50,557

市債

31,200

事　　　業　　　名
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　考事業費



事 業 別 内 訳 書（国の二次補正関連）
(単位:千円)

特定財源 一般財源

啓西小学校屋体改築費 21,640 21,640 調査設計 【繰越明許費】

国庫補助金

21,640

若葉小学校屋体改築費 378,050 378,050 改築工事 【繰越明許費】

国庫負担金  ・構　　造　　　ＲＳ造　　

24,415  ・建築面積 1,252㎡

国庫補助金

60,635

市債

293,000

（調査設計費） 18,700 △ 18,700

市債

18,700

第一中学校屋体改築費 21,160 21,160 調査設計 【繰越明許費】

国庫補助金

21,160

ふるさと文化基金積立金 31,660 31,660 平成21年度改修する市民文化ホール舞台機構等費用の積立

国庫補助金

31,660

スポーツ振興基金積立金 47,540 47,540 平成21年度改修する帯広の森高圧ケーブル等費用の積立

国庫補助金

47,540

929,249 947,924 △ 18,675    　　 地域活性化・生活対策臨時交付金    369,543 千円

事　　　業　　　名 備　　　　考

合　　　　　　計

事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容



事 業 別 内 訳 書（国の二次補正関連）
◆その他、国の二次補正に係る事業

＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

農 林 水 産 業 費

農業生産体制強化確立支援 169,300 169,300 馬鈴薯選別施設 【繰越明許費】

事業費 道補助金 （実施主体）大正農協

169,300 （総事業費）355,530千円

169,300 169,300

＜介護保険会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

介護従事者処遇改善臨時特例 78,986 78,986

基金積立金 国庫補助金

78,950

財産収入

36

78,986 78,986

◆市の単独対策

(単位:千円)

土 木 費

路面清掃業務委託 路面清掃業務の早期発注 9,000 千円

市道区画線設置事業費 市道区画線設置工事の早期発注 30,000 千円

合　　　　　　計

合　　　　　　計

事　　　業　　　名

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

＜債務負担行為設定＞

＜債務負担行為設定＞

備　　　　考

事業費

介護報酬改定による介護保険料上昇抑制を目的とした国からの交付
金を適正管理するため、介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置す
るもの。

備　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳



寄附金に関する一覧表
〈一般会計〉

特定財源 一般財源

交通安全思想普及に要する経費 6,000 6,000 交通安全教室資機材 【繰越明許費】

寄附金

6,000 　寄附者：

交通安全指導・広報車購入費 4,000 4,000 交通安全指導・広報車 　　　　帯広市

寄附金 　　　　社団法人帯広自動車学園

4,000 　　　　代表清算人　　北 村 安 正 様

除雪機械購入費 40,000 40,000 除雪グレーダ 25,000 千円

寄附金 小型ロータリー除雪車 15,000 千円

40,000

水槽付消防ポンプ自動車購入費 60,000 60,000 小型動力ポンプ付水槽車

寄附金

60,000

高規格救急自動車購入費 40,000 40,000 高規格救急自動車・高度救命用資機材

寄附金

40,000

一般行政に要する経費 8,016 8,016 消防団装備品

　　　　　　（非常備消防費） 寄附金

8,016

小）学校管理運営に要する経費 18,770 18,770 地上デジタル放送受信アンテナ設置及び対応テレビ購入

寄附金

18,770

小）教育実践教材等に要する経費 5,000 5,000 図書購入費

寄附金

5,000

中）学校管理運営に要する経費 10,830 10,830 地上デジタル放送受信アンテナ設置及び対応テレビ購入

寄附金

10,830

中）教育実践教材等に要する経費 3,400 3,400 図書購入費

寄附金

3,400

196,016 196,016

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

(単位:千円)

合　　　　　　計

　教　　　育　　　費

　土　　　木　　　費

　消　　　防　　　費

備　　　　　　　　　考

　総　　　務　　　費

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳



寄附金に関する一覧表
〈一般会計〉

特定財源 一般財源

福祉基金積立金 661 661

財産運用収入 帯広市 500,000 円

1 第21回友愛チャリティーショー実行委員会

寄附金 実行委員長　長谷部　謙造　様

660

帯広市 130,000 円

帯広白樺社会福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会

代表　桜井　喜美子　様　　小山内　悟　様

市外在住者 30,000 円

こども未来基金積立金 321 321

財産運用収入 大阪府大阪市 10,000 円

1 井上　圭司　様

寄附金

320 帯広市 100,000 円

帯広鈴蘭ライオンズクラブ　会長　鈴木　捷三　様

帯広市 200,000 円

帯広中央ライオンズクラブ　会長　佐藤　陸宏　様

市外在住者 10,000 円

農業振興基金積立金 1,001 1,001

財産運用収入 帯広市 1,000,000 円

1 東洋農機株式会社　代表取締役社長　山田　政功　様

寄附金

1,000

商工観光振興基金積立金 51 51

財産運用収入 東京都世田谷区 50,000 円

1 遠山　雅博　様

寄附金

50

(単位:千円)

　農　林　水　産　業　費

　商　　　工　　　費

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 備考

　民　　　生　　　費

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳



寄附金に関する一覧表

特定財源 一般財源

帯広の森基金 6 6

財産運用収入 神奈川県相模原市 5,000 円

1 植村　弥江　様

寄附金

5

帯広の森屋内スピードスケート場 171 171
建設基金積立金 財産運用収入 大阪府枚方市 10,000 円

1 垣本　信生　様
寄附金

170 東京都杉並区 50,000 円
金成　公　様

埼玉県戸田市 10,000 円
野島　靖夫　様

市外在住者 100,000 円

教育振興基金積立金 11 11
財産運用収入 奈良県奈良市 10,000 円

1 石田　榮仁郎　様
寄附金

10

ふるさと文化基金積立金 351 351
財産運用収入 帯広市 150,000 円

1 檜の会　代表　北村　蓬松　様
寄附金

350 東京都立川市 200,000 円
宗教法人　真如苑　代表役員　松田　彰彦　様

2,573 2,573

○基金積立分     ８基金分   １７件の寄附  

　教　　　育　　　費

合　　　　　　計

　土　　　木　　　費

事　　　業　　　名 備考

(単位:千円)

事業費
左の財源内訳

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容



寄附金に関する一覧表
〈ばんえい競馬会計〉

特定財源 一般財源

ばんえい競馬振興基金積立金 281 281
財産運用収入 ６件 280,000 円

1
寄附金

280

281 281

(単位:千円)

備考事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

合　　　　　　計

　諸   支   出   金

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳


