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平成２５年度　各会計予算総括表
（　　）内は、補正等による前倒し前の額 　　　（単位：千円・％）

平成　２５　年度 平成　２４　年度

 会計名 予　 　算　 　額 予　 　算　 　額 増減率

77,911,000 78,345,000 △ 434,000 △ 0.6
( 80,841,998 ) ( 80,413,902 ) ( 428,096 ) ( 0.5 )

国民健康保険会計 19,518,207 18,861,200 657,007 3.5

後期高齢者医療会計 1,961,606 1,896,377 65,229 3.4

介護保険会計 11,433,977 10,920,667 513,310 4.7

中島霊園事業会計 59,487 317,695 △ 258,208 △ 81.3

簡易水道事業会計 53,274 54,146 △ 872 △ 1.6

農村下水道事業会計 126,909 122,478 4,431 3.6

ばんえい競馬会計 10,673,635 10,844,632 △ 170,997 △ 1.6

駐車場事業会計 102,070 95,111 6,959 7.3

空港事業会計 519,555 575,015 △ 55,460 △ 9.6

44,448,720 43,687,321 761,399 1.7

収　入 4,986,282 4,790,214 196,068 4.1

支　出 6,241,764 6,118,993 122,771 2.0

収　入 5,181,324 6,404,117 △ 1,222,793 △ 19.1

支　出 6,496,079 7,907,051 △ 1,410,972 △ 17.8

収　入 10,167,606 11,194,331 △ 1,026,725 △ 9.2

支　出 12,737,843 14,026,044 △ 1,288,201 △ 9.2

収　入 132,527,326 133,226,652 △ 699,326 △ 0.5

支　出 135,097,563 136,058,365 △ 960,802 △ 0.7

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

一 般 会 計

区  分 比　較　増　△　減
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平成２５年度予算　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 21,256,672 27.3 21,613,019 27.6 △ 356,347 △ 1.6

10. 地 方 譲 与 税 825,788 1.1 862,224 1.1 △ 36,436 △ 4.2

15. 利 子 割 交 付 金 50,950 0.1 48,346 0.1 2,604 5.4

16. 配 当 割 交 付 金 25,840 0.0 20,525 0.0 5,315 25.9

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 4,420 0.0 6,065 0.0 △ 1,645 △ 27.1

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,885,601 2.4 1,790,473 2.3 95,128 5.3

20. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 4,138 0.0 3,712 0.0 426 11.5

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 161,190 0.2 192,291 0.2 △ 31,101 △ 16.2

35. 国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

157,591 0.2 135,031 0.2 22,560 16.7

37. 地 方 特 例 交 付 金 69,559 0.1 66,631 0.1 2,928 4.4

40. 地 方 交 付 税 15,186,102 19.5 15,240,571 19.5 △ 54,469 △ 0.4

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 33,803 0.0 36,822 0.1 △ 3,019 △ 8.2

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 793,881 1.0 803,568 1.0 △ 9,687 △ 1.2

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,693,393 2.2 1,666,411 2.1 26,982 1.6

60. 国 庫 支 出 金 13,139,557 16.9 12,231,122 15.6 908,435 7.4

65. 道 支 出 金 4,325,825 5.5 3,534,305 4.5 791,520 22.4

70. 財 産 収 入 388,614 0.5 350,938 0.4 37,676 10.7

75. 寄 附 金 62,001 0.1 2,001 0.0 60,000 2,998.5

80. 繰 入 金 244,995 0.3 422,597 0.5 △ 177,602 △ 42.0

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

90. 諸 収 入 11,422,843 14.7 11,583,757 14.8 △ 160,914 △ 1.4

95. 市 債 6,178,236 7.9 7,734,590 9.9 △ 1,556,354 △ 20.1

77,911,000 100.0 78,345,000 100.0 △ 434,000 △ 0.6合 計

平　成　２５　年　度 平　成　２４　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 404,861 0.5 409,070 0.5 △ 4,209 △ 1.0

10. 総 務 費 2,030,599 2.6 2,008,308 2.6 22,291 1.1

15. 民 生 費 28,149,972 36.1 26,867,247 34.3 1,282,725 4.8

20. 衛 生 費 4,014,559 5.2 3,619,225 4.6 395,334 10.9

25. 労 働 費 125,454 0.2 176,702 0.2 △ 51,248 △ 29.0

30. 農 林 水 産 業 費 2,666,458 3.4 2,562,920 3.3 103,538 4.0

35. 商 工 費 8,667,339 11.1 8,381,783 10.7 285,556 3.4

40. 土 木 費 4,985,939 6.4 5,538,770 7.1 △ 552,831 △ 10.0

45. 消 防 費 386,627 0.5 388,106 0.5 △ 1,479 △ 0.4

50. 教 育 費 4,694,750 6.0 4,902,132 6.2 △ 207,382 △ 4.2

55. 公 債 費 9,785,856 12.6 11,072,846 14.1 △ 1,286,990 △ 11.6

60. 諸 支 出 金 1,442,177 1.8 1,498,262 1.9 △ 56,085 △ 3.7

65. 職 員 費 10,516,409 13.5 10,879,629 13.9 △ 363,220 △ 3.3

70. 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

77,911,000 100.0 78,345,000 100.0 △ 434,000 △ 0.6

平　成　２５　年　度

合 計

平　成　２４　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

議会傍聴における託児サービスの実施（新規） 31 31

　・対象者 1歳～就学前までの幼児
　・対象会議 傍聴可能なすべての会議
　・預かり場所 議会棟2階談話室
　・受入体制 保育士（臨時職員）、事務局職員

議会だよりの発行（新規） 5,751 5,751

　・回数・時期 定例会に合わせ年4回発行
　・配布方法 広報おびひろ折込
　・発行体制 発行　　帯広市議会

編集　　（仮称）議会だより編集委員会

子育て世代が議会を傍聴しやすい環境整備をすすめるため、幼
児の一時預かりを実施

備　　　　　　　考

議 会 費

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

多くの市民に議会における議論内容や議会活動を分かりやすく
伝えるため、議会だよりを発行
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

防犯灯省エネルギー化促進事業（拡充） 1,995 1,995

コミュニティ施設耐震化事業（新規） 10,809 7,362 3,447
国庫補助金

3,362  　・東コミュニティセンター(RC造 2階建) 耐震診断のみ
市債  　・光南福祉センター(木造 平屋建)

4,000  　・西福祉センター(木造 平屋建)
 　・北栄福祉センター(木造 平屋建)

国内姉妹都市相互交流事業 2,249 2,249 市長、議長、随行職員2人、
公募市民15人

　 ・9月中旬(3泊4日)       19人程度（派遣）
 　・10月下旬(期間未定)　25人程度（受入）

国際姉妹・友好都市交流事業 6,908 6,626 282
基金繰入金

6,626  　・記念壁画の共同制作（壁画は帯広市動物園に設置）
 　・9月上旬(15日間程度)  8人程度

スワード市が開基110年を迎えることから、市長、議長が記念式 市長、議長、随行職員2人、
典に出席 通訳1人
 　・8月下旬(5泊6日)  

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

総 務 費

スワード市との国際姉妹都市締結45周年を迎えることから、記
念訪問団の受入を実施

松崎町との姉妹都市締結35周年を迎えることから、記念訪問団
の派遣と受入を実施

耐震診断が未実施の児童保育センター併設型コミュニティ施設
の耐震診断及び実施設計

既存(新設)防犯灯の更新にLED灯リース方式を導入するため、
プロポーザル方式により業者を選定
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

学校通学路の安全確保対策

交通安全施設整備事業 4,475 1,500 2,975 注意喚起看板の設置 帯広小学校他12校
市債 　・16ヵ所33基

1,500 空港南町・南10線線における歩行者安全対策 大空小学校通学路
　・延長190m、幅1.15m、ダスト舗装、舗装厚4cm ※土木費で計上

交通安全教育推進事業(既存) 15,696 15,696 交通安全教室、立哨指導

交通安全運動推進事業(既存) 8,117 8,117 交通安全運動、のぼり等（看板設置困難箇所対応含む）

生活道路整備事業（再掲） 38,000 34,200 3,800 施　　工　　区　　間
市債 西19南5・2号線 西19条南5丁目 L=100m、W=12m

34,200 西20南5・2号線 西20条南5丁目 L=80m、W=12m
明和小学校通学路
※土木費で計上

都市計画道路整備事業（再掲） 168,300 168,300 施　　工　　区　　間
国庫補助金 玄武通 西15条北6丁目～西16条北2丁目 L=137m、W=18m、函渠、用地、補償

100,800 啓北小学校通学路
雑入 ※土木費で計上

300
市債

67,200

地域連携見守り活動推進事業(既存) 2,007 2,007 地域連携による子どもの見守り活動 ※教育費で計上

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等

路　線　名　等 事　業　内　容　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名
左の財源内訳

事業費 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

地域防災推進事業

≪帯広市地域防災計画≫
  帯広市地域防災計画の改定 117 117 現在の防災計画を改定

　・防災会議、市民防災・減災懇話会の開催

≪防災意識の普及啓発≫
  防災訓練等の実施 555 555 災害時の応急活動など実践的な訓練の実施

　・地域防災訓練、冬季防災訓練の実施

  防災出前講座・親子防災講座の実施 3,532 3,532 災害に役立つ情報や知識を提供する防災出前講座・親子防災
講座等を実施

  在住外国人防災情報誌作成（新規） 200 200
基金繰入金

200

≪地域防災体制の充実≫
2,100 2,100

  災害時要援護者避難支援 3,215 3,215 災害時要援護者の避難支援対策を推進
　・個別計画作成協議会の推進地域拡大

≪避難場所の整備≫
  災害用備蓄品の整備 2,835 2,835 災害用備蓄品の更新及び購入

　・備蓄食料などの更新及び粉ミルク、災害用トイレ薬剤などの
　・購入

在住外国人の方に災害時の避難所や、緊急時行動などの防災
に関する情報誌「わが家の防災チェック(英語・中国語版)」を作
成

事　　　　　　　業　　　　　　　名
左の財源内訳

事業費 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

地域防災活動の中核を担う連合町内会及び単位町内会の防災
活動を促進し、地域防災力の向上を図るため、市町内会連合会
等の活動を支援(3ヵ年)

  コミュニティ防災強化緊急3ヵ年事業
  （新規）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

パスポート事務の権限移譲に伴う対応

パスポート窓口の設置（新規） 3,085 3,339 △ 254
道補助金

300
道委託金 　・時期 平成25年9月から

3,039 　・窓口面積 33.59㎡

とかち観光情報センター執務室(拡充) 495 495 ※商工費で計上

　・借入時期 平成25年9月から
　・拡充面積 29.7㎡

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名
左の財源内訳

パスポート事務の権限移譲に伴い、現在エスタ帯広東館2階に
ある戸籍住民課分室を北海道のとかちパスポート窓口跡に移
設し、市民へのパスポートの発行業務を併せて実施

パスポート事務権限移譲後の戸籍住民課分室跡を、隣接してい
る「とかち観光情報センター」で借り上げ、執務室を拡充

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

特定財源 一般財源

障害者虐待防止事業（拡充） 500 231 269 障害者虐待防止センター事業の拡充
国庫補助金 　・虐待通報の受付窓口（専用電話の設置）

231 　・相談、指導、助言
　・虐待対応マニュアルの作成
　・啓発活動（リーフレット作成、シンポジウム開催）

障害者社会参加促進事業（新規） 60 60

　・市役所での職場実習
　　　人数　　　　　6人
　　　日数　　　　　5日間
　　　想定業務　　封入、書類整理、データ入力　等

こども発達相談室（拡充・見直し） 5,887 37 5,850
道補助金

37 　・職員体制の強化
　　　臨床心理士（嘱託職員）の配置　等
　・「生活支援ノート」の作成
　　　発達障害を抱える子どもの状態や支援状況を記載
　　　情報の共有化によるライフステージを通じた支援

地域見守り推進事業（見直し） 13,287 13,287

　・在宅支援相談窓口の一元化を図るため、ひとり暮らし高齢者
　・への支援を新たに地域包括支援センターに移行

地域包括ケアシステムの推進に向けた、地域包括支援センター
の機能・体制の見直し

民 生 費

障害者の就労体験の場を確保するとともに、就労意欲の向上
や一般企業への実習受入れを促進

児童発達支援センターへの通所判断や発達相談件数の増加に
対応するため、こども発達相談室機能を充実

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
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

ひとり暮らし高齢者緊急通報システム（拡充･見 32,250 32,250 総台数　800台　⇒　810台
直し）

　・GPS機能付き

地域介護・福祉空間整備事業（地域密着型介護 378,400 378,400
関連施設整備） 道補助金

378,400 　・小規模多機能型居宅介護事業所 2施設（各25人）
　・小規模特別養護老人ホーム 2施設（各29床）
　・認知症高齢者グループホーム 1施設（2ユニット×9人）

子ども・子育て支援新制度関連計画策定（新規） 660 660 平成26年度 パブリックコメント
北海道との協議

　・計画の内容 計画策定
　　　圏域の設定 （北海道計画策定）
　　　幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に 平成27年度 法施行（予定）
　　　係る需要量見込や提供体制　等
　・事業内容
　　　ニーズ調査・意見聴取
　　　計画（案）作成
　　　地方版子ども子育て会議の設置

ファミリー・サポートセンター事業（新規） 2,500 1,400 1,100
国庫補助金

1,400 　・運営主体 帯広市が事業所を決定し委託契約を締結
　・スケジュール

　　7月　 委託契約締結
　　7～8月 会員の募集
　　8月 提供会員に対する講習会実施
　　9月 事業開始

安心して子育てできる環境を整えるため、市民相互による子育
て支援の仕組みであるファミリー・サポートセンター事業を実施

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

子ども・子育て支援新制度の施行に向け、「市町村子ども・子育
て支援事業計画」策定に向けた調査等を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名

固定電話を所有していないひとり暮らし高齢者や外出時におけ
る緊急事態への対応として携帯電話型の緊急通報システムを
導入

事業費

第五期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき整備
する介護保険施設の整備費補助
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

私立保育所改築事業（新規） 176,125 176,125 耐震基準を満たしていない私立保育所の改築費の一部補助 債務負担行為設定
道補助金 　・鉄南保育園（RC造 3階建　延床面積 1,526.14㎡） （平成25～45年度）

117,416 　・乳児枠の増　6人 ⇒ 12人 限度額　171,500千円
基金繰入金 やまびこ保育所は耐震性を満た

11,809 しているため耐震補強の必要なし
市債

46,900

へき地保育所耐震化事業 27,000 27,000 ことぶき保育所は耐震性を満た
国庫補助金 しているため耐震補強の必要なし

27,000 　・川西保育所（0.37）（木造 平屋建）

児童保育センター耐震化事業（新規） 8,456 5,009 3,447
国庫補助金

2,009 　・青葉児童保育センター（木造 平屋建）
市債 　・大空児童保育センター（木造 平屋建）

3,000 　・清川児童保育センター（コンクリートブロック造 平屋建）

子どもの居場所づくり事業（拡充） 828 828 事業費総額　9,651千円

　・新規開設 豊成小、啓西小、大正小、愛国小、清川小、
広野小

児童会館リニューアル 27 27 平成26年度の児童会館開館50周年に向けたリニューアル
　・科学展示室の更新
　　　平成25年度にプロポーザル方式により、展示品等の内容
　　　を決定

児童が異なる年齢や地域住民と交流できる場である「居場所」
について、新規に6校開設することにより全小学校で開設

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

事業費

耐震性を確保するため、上部構造評点の最小値を1.0以上とす
る耐震補強工事の実施

耐震診断が未実施の児童保育センターの耐震診断及び実施設
計

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

11



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

生活保護世帯自立支援事業（拡充） 2,500 2,500 事業費総額　24,978千円
国庫補助金

2,500 　・ニート・ひきこもり訪問支援等プログラム（参加予定数　10人）
　・　週1回訪問、月1回参加者による交流会

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

生活保護受給世帯にいるひきこもり者等の自立支援を促進する
ため、訪問支援による社会復帰プログラムを実施
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

新たな夜間急病センター整備事業 344,888 330,678 14,210 夜間急病センター施設老朽化に伴う移転改築 供用開始予定：平成26年4月1日
道補助金 　・建設場所 柏林台西町２丁目

138,078 　・構造 RC造　平屋建
市債 　・延床面積 687.66㎡

192,600 　・省エネ対策 太陽光発電（4kW）、LED照明

がん検診・健康診査の受診率向上対策（新規） 4,227 4,227 小規模事業所及び生活保護受給者に対し、がん検診等の周知
啓発と受診勧奨を行い、受診率の向上を図る

働き盛り世代の生活習慣病対策（拡充） 72 72 スマートライフプロジェクトの推進 厚生労働省が提唱する生活習
　・「運動」「食生活」「禁煙」の三分野について、企業等が取り組 慣改善プロジェクト
　・むメニューの提案・指導、及び取り組みのフォローを実施

糖尿病予防対策
　・市民健康診査等の検査項目（クレアチニン、尿酸）を追加す
　・るほか、健康診査の結果、糖尿病があり合併症を起こす可
　・能性の高い方等に対して、重症化予防のため保健指導の取
　・り組みを強化

結果説明や個別訪問の実施
糖尿病に関するリーフレットの配布

自殺対策事業 632 632 警察の自殺者データを活用し、自殺者の地域分析を実施すると
道補助金 ともに、ゲートキーパーを養成し自殺予防を図る

632 ・ゲートキーパー講座 　年10回　（一般向け）
・ゲートキーパー研修 　年2回1　（相談を受ける者向け）

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

環境モデル都市行動計画事業

《新エネルギー・省エネルギーの導入促進》 平成24年度当初予算
28,000 4,628 23,372 住宅用太陽光発電システム @50千円×400件 　@150千円×250件

国庫補助金 ペレットストーブ @100千円×5件 　@100千円×5件
4,000 エコジョーズ @50千円×100件 　@50千円×50件

基金繰入金 エコキュート @50千円×50件 　@70千円×100件
628

208,692 204,000 4,692 住宅用太陽光発電システム導入促進貸付金 平成24年度当初予算
貸付金元利収入 　・@1,700千円×120件 　@1,700千円×100件

204,000

　公共施設の新エネルギー・省エネルギー 88,277 62,893 25,384 高効率照明灯整備 一部再掲
　導入促進 国庫補助金 ※各会計、各費目で計上

10,393 　・夜間急病センター 館内照明灯 事業費は下水道事業会計分除く
市債 　・消防団川西第３分団詰所 館内照明灯

52,500 再生可能エネルギーの導入
　・新夜間急病センター 太陽光発電4kW
　・栄小学校　太陽光発電19kW 平成24年度3月補正予算に計上
天然ガスへの転換
　・北栄小学校 天然ガスボイラー
バイオマス資源の活用
　・帯広川下水終末処理場（下水道事業会計） 平成24年度3月補正予算に計上

消化ガス発電95kW

　スマートタウン六中プロジェクト（新規） 旧六中跡地（グラウンド）において、ゼロエネルギー住宅による
先導的な低炭素街区を構築するため、条件付一般競争入札に
より実施事業者を選定

・戸建住宅等の制限
・3戸以上かつ3ヵ月以上のゼロエネルギーモデル住宅の建
・築、展示
・全戸太陽光発電もしくは北方型住宅を建築

　新エネルギー導入促進事業（拡充･見直し）

　・道路照明灯240灯　公園照明灯20灯

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

　ＢＤＦ普及促進事業 600 600 運輸部門のCO2排出量を削減するため、軽油にBDFを5%混合し
たB5燃料の普及事業を実施
　・市使用分 100,000ℓ

《エネルギー地産地消の推進》
　普通財産の貸付による民間発電事業の促 2,400 400 2,000 民間の太陽光発電事業を促進するため、普通財産の一部を長
　進（新規） 財産運用収入 期貸付

400

新し尿処理施設整備事業 4,818 4,818 十勝19市町村のし尿・浄化槽汚泥を、十勝川流域下水道浄化セ
ンターで処理するため、し尿等前処理施設を整備
　・MICS事業導入に伴う事業計画の認可変更業務負担金
　・建設予定地 十勝川流域下水道浄化センター内
　・事業主体 北海道
　・市分担率 16.04％
　・事業スケジュール H25～H29 ：　事業認可変更業務

H26～H29 ：　測量、調査、基本設計
H27～H29 ：　詳細設計、ガス棟移設
H28～H29 ：　建設工事
H30～H29 ：　供用開始

事　　　　　　　業　　　　　　　名 備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費 事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

若年者就業支援事業 1,700 1,700

　・高校2・3年生を対象に実施していた就職セミナーを高校1年
　・生まで拡充
　・インターンシップ、若年者向け合同企業説明会の実施

緊急雇用創出推進事業 42,049 42,049
道補助金

42,049 　・10事業　雇用者数33人（うち新規雇用26人）

労 働 費

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

早い段階から「働く」意義を知り、地元企業への理解を深めるこ
とにより、地元就職の促進や離職率の減少を図り、若年者の就
業を支援

北海道の基金を活用し、離職を余儀なくされた非正規労働者、
中高年齢者等の失業者に対して雇用機会を創出
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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 1,499 1,063 436 南上帯広地区（3年目　150ha）
国庫補助金 　・参加者同意とりまとめ、北海道知事への認可申請、所有権移

1,063 　・転嘱託登記

食育推進サポーター事業の普及（新規） 71 71

　・実施時期　　　平成25年6月～10月（予定）
　・実施回数　　　3回
　・講師時期　　　食育推進サポーター
　・講座内容　　　料理教室、農業体験など
　・定員時期　　　各20人

農業生産体制強化総合推進対策事業 70,210 70,210
道補助金

70,210

道営草地整備事業 9,352 7,917 1,435 全体事業費　36,000千円
道委託金 一部、平成24年度3月補正予算

117 　・農家時期　　　草地整備改良 に計上
雑入 　・牧場時期　　　草地整備改良、隔障物整備

1,800
市債

6,000

事　　　　　　　業　　　　　　　名

農 林 水 産 業 費

サポーター制度の周知、及びサポーター間の交流を図るととも
に、市民主体の食育運動を促進するため、食育推進サポーター
講座を実施

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
左の財源内訳

事業費

自給飼料の増産と経営基盤の安定を図るため、畜産農家及び
八千代牧場の草地を整備

地域農業の振興を図るため、地域の中心となって経営改善に取
り組む農業経営体に対して、必要となる農業用機械等の導入経
費について補助
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

農地・水保全管理支払推進事業（拡充） 17,767 403 17,364 全体事業費　69,418千円
道補助金

403 　・清川地区 畑 4,974.3ha、草地 73.6ha
　・泉地区 畑 806.2ha
　・北広野地区 畑 678.8ha
　・北基松地区 畑 440.0ha
　・以平地区 畑 1,619.0ha
　・桜木地区 畑 1,340.3ha
　・上帯広地区 畑 1,150.9ha、草地 60.4ha　（新規）
　・北八千代地区 畑 438.0ha、草地 99.0ha　（新規）

道営畑地帯総合整備事業 130,105 112,330 17,775 全体事業費　1,067,000千円
道補助金 一部、平成24年度3月補正予算

61,430 　・大正北地区 明渠 300.0m、区画整理 1.1ha、
市債 暗渠 1.5ha

50,900 　・川西西地区 暗渠 24.9ha
　・大正南地区 区画整理 6.0ha、暗渠 52.0ha、

　・川西中央地区 区画整理 9.4ha、暗渠 70.0ha、
土層改良 147.0ha

　・大正中島地区 暗渠 13.0ha、畑地かんがい 250.0m
　・川西北2地区 基本計画策定

市有林造成事業 24,997 21,621 3,376 第11次帯広市森林施業計画（平成23～27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

11,321
市債

10,300

事業費

担い手の育成・支援と合理的な生産を確保するため、農業基盤
整備を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

地域の活動組織による農地・農業用水等の資源の保全管理と
農村環境の保全向上の取り組みを支援

に計上

土層改良 155.0ha、畑地かんがい 450.0m

左の財源内訳
備　　　　　　　考
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

森林作業道整備事業 70,842 70,822 20 木材を効果的・効率的に搬出するため、必要な森林作業道を
道補助金 整備

70,522 　・南岩内線 L=2,404m、W=3.5m
市債 　・紅葉の沢支線 測量調査委託

300 L=2,550m、W=3.5m
　・石山支線 測量調査委託

L=3,200m、W=3.5m

フードバレーとかち推進事業
（農林水産業費計上分）

「第1回農業食料工学会」の開催
優良後継牛確保対策事業

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

農業用貨物自動車車検伸長実証事業
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

商店街街路灯設置事業補助金（新規） 2,900 1,450 1,450 栄通商店街が実施する街路灯のLED化に対する補助 全体事業費　6,090千円
国庫補助金 　・街路灯数 36基72灯

1,450

企業立地促進事業

工業団地販売業務（新規） 9,285 7,313 1,972
財産運用収入

7,313

早期完売に向けた優遇措置（新規） 1,018 1,018

　・補給対象 平成25・26年度中に購入する場合

産業経済実態調査分析事業（新規） 537 537

　・ビジョン掲載データの更新、関係機関が有する統計データ等
　・の調査
　・建設、製造、卸・小売・サービスの3区分でアンケート及び訪
　・問調査
　・上記調査を踏まえた総合分析

産業開発公社の解散に伴い継承される西20条北工業団地につ
いて、5年間での完売を目指し、管内外への企業訪問等により
販売を促進

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

帯広市中小企業振興融資制度を活用して工業団地を購入する
場合に限り、据置期間内（3年）の利払いを全額利子補給

事　　　　　　　業　　　　　　　名

商 工 費

左の財源内訳
事業費

産業振興ビジョンの見直しに向けて、ビジョン策定後の社会経
済情勢の変化を踏まえた地域の産業経済の実態を調査・分析
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

中心市街地整備事業

開広団地再整備事業 204,800 194,500 10,300 全体事業費　2,616,214千円
国庫補助金

102,400 　・建設場所　西8条南6丁目
市債 　・事業期間　平成21～26年度

92,100 　・整備内容　Bブロック　地上7階建（延床面積8,179㎡）

　・整備内容　Cブロック　地上7階建（延床面積3,749㎡）
賃貸住宅、商業施設など

西2・9西地区優良建築物等整備事業 88,126 44,063 44,063 全体事業費　2,662,890千円
国庫補助金

44,063 　・建設場所　西2条南9丁目
　・事業期間　平成24～27年度
　・整備内容　地上12階、地下1階建（延床面積10,413㎡）

十勝ミュージックキャンプ（新規） 1,000 1,000

　・開催時期 平成25年7～8月のうち2日間
　・参加者数 40グループ（道外20、道内10、管内10）

首都圏販路拡大事業（新規） 377 377

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

賑わい創出や街なか居住の促進を図るため、高齢者に対応し
た生活・福祉サービスの提供、多世代が交流できる環境を整備

有料老人ホーム、デイサービス、地域交流カ
フェ、クリニックモール・調剤薬局など

東京都庁内の「全国観光PRコーナー」において、帯広・十勝の
物産展を開催し、首都圏でのアンテナショップ開設の可能性を
検討

帯広市内中心部の賑わい創出、街なか居住の促進を図るた
め、北洋銀行移転跡地に高層複合ビルを整備

サービス付き高齢者住宅、クリニックモール・薬
局、音楽ホールなど

事　　　　　　　業　　　　　　　名
左の財源内訳

事業費

音楽好きの首都圏在住シニア層や国内外で活躍するアーティス
トを十勝に集め、アマチュアバンドを中心とした音楽イベントを開
催
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

フードバレーとかち推進事業（商工費計上分）

フードバレーとかち人材育成事業
ものづくり総合支援事業
ニューフロンティア資金の提供
市場開拓・販路拡大事業
東アジア観光プロモーション事業
「十勝」首都圏イメージアップキャンペーン
とかちイメージアッププロジェクト事業
幸福駅再生プロジェクト事業
住民向け情報発信
十勝産農畜水産物・加工品の販路拡大
フードバレーとかちロゴマークの商標登録
地域産業の未来を切り拓く人材育成事業
フードバレーとかちへの住民参加の促進

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　　　　　業　　　　　　　名
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

雨水桝清掃業務（拡充） 1,153 1,153 降雨時の道路冠水の防止を目的とした雨水桝清掃箇所の増 事業費総額　4,575千円
　・実施箇所数 2,500ヵ所（対前年比 630ヵ所増）

市道除雪事業（見直し） 3,700 3,700 4月以降の降雪に備えた除雪体制の整備 事業費総額　449,690千円
　・4月01日～4月14日 除雪出動基準に基づく体制を整備
　・4月15日～5月15日 直営車及び官貸車を中心とした除雪

特殊舗装整備事業 278,800 271,586 7,214 特殊舗装打替工事
国庫補助金 　・稲田町西・40号線　外 L=4,710m

207,386
市債 オーバーレイ工事

64,200 　・川西・上清川基線線 L=1,890m

道路側溝整備事業 40,000 36,000 4,000 側溝整備工事（雨水管の埋設）
市債 　・西3・4号北1・2線間・22号線　外 L=0,400m

36,000

生活道路整備事業 626,500 573,800 52,700 施　　工　　区　　間
国庫補助金 南14丁目西乙線 西13～14条南14丁目 L=243m、W=20m（完了予定）

100,000 別府・空港南町西9号線 別府町南13～14線 調査、用地、補償
雑入 西18南3・1号線 西18条南3丁目 L=280m、W=16m、補償（完了予定）

12,000 南町東・13号線 南町東3～4条7丁目 L=200m、W=12m
市債 西11条南乙線 西11条南15～16丁目 L=240m、W=20m

461,800 西19南5・2号線 西19条南5丁目 L=100m、W=12m
西20南5・2号線 西20条南5丁目 L=80m、W=12m
西8号北甲線・北乙線 西18～19条北2～3丁目 調査
鉄南火防線 西2条南19丁目～東2条南22丁目 L=558m、W=27.27m
農村地区生活環境整備 川西地区・大正地区 L=3,380m
市道現況調査

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

土 木 費

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

橋りょう長寿命化事業 18,000 17,300 700
国庫補助金

10,800 　・詳細点検 6橋
市債 　・補修工事 1橋

6,500

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5～6条南26丁目

街路樹維持管理業務（拡充） 1,785 1,785

　・調査街路樹数 3,000本
　・5年サイクルで実施

都市計画道路整備事業 1,003,090 970,600 32,490 施　　工　　区　　間
国庫補助金 玄武通 西15条北6丁目～西16条北2丁目 L=137m、W=18m、函渠、用地、補償

571,800 東大通 東4条南4丁目～東4条南5丁目 L=200m、W=20m、用地、補償
雑入 木賊原通 西7条北4丁目～西8条北4丁目 L=193m、W=18m、用地、補償

300 青柳通 西8条南29丁目～西9条南31丁目 調査、用地、補償
市債 学園通 西6条南41丁目～西13条南41丁目 事業評価（完了予定）

398,500 稲田町4号線 川西町西1線～稲田町西2線 L=300m、W=11.5m、補償（完了予定）

大和通線 西16条南1丁目 調査、用地、補償
川西・7号線 川西町西1～2線 L=479m（表層のみ）、W=12.5m（完了予定）

啓北グリーンロード 西8条北3丁目～西8条北4丁目 L=43m、事業評価（完了予定）

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

橋りょう長寿命化計画に基づき、劣化状況に応じた計画的な点
検、補修により、事後保全から予防保全へ転換

備　　　　　　　考

路　線　名　等 事　業　内　容　等

L=180m、W=4.5m

剪定対象となっている街路樹の定期的な健全度調査、状況に応
じた支障木等処理により、きめ細かな管理を実施し、倒木、枝折
れ等を未然防止
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公園整備事業 112,465 106,703 5,762 施　　工　　場　　所
国庫補助金 稲田東公園 西5条南41丁目 園路・植栽・遊具施設等整備

52,803 北西第3児童公園 西17条北3丁目 園路・植栽・遊具施設等整備
市債 （仮称）豊成記念公園 西5条南37丁目 園路・植栽・休憩施設等整備

53,900 あおぞら児童公園 西22条南2丁目 設計委託
中島霊園 西21～22条北5丁目 緑地整備、用地取得、物件補償
大山緑地 西17条南6丁目 施設整備（完了予定）

一部、平成24年度3月補正予算
に計上

公園バリアフリー化事業 18,000 17,500 500 一部、平成24年度3月補正予算
国庫補助金 事　　業　　内　　容　　等 に計上

9,000 発祥の地公園 園路、木道等の整備
市債 南郷児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計

8,500 稲田第2児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計
緑ヶ丘公園 園路等の実施設計

公園施設更新事業 34,000 32,800 1,200 公園施設長寿命化計画に基づく公園施設等の更新 一部、平成24年度3月補正予算
国庫補助金 事　　業　　内　　容　　等 に計上

17,000 緑ヶ丘公園 百歳の鐘更新
市債 西町公園 遊具施設等の改築更新

15,800 発祥の地公園 遊具施設等の改築更新
あやめ児童公園 遊具施設等の改築更新
やよい第2児童公園 遊具施設等の改築更新
未策定の公園における新たな公園施設長寿命化計画の策定
　・策定期間 平成25～27年度
　・策定対象 133ヵ所（うち平成25年度策定 40ヵ所）

公　　園　　名

公　　園　　名 事　業　内　容　等

公　　園　　名

事　　　　業　　　　内　　　　容

園路の段差解消や多目的トイレの設置等、公園のバリアフリー化

備　　　　　　　考事　　　　　　　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

帯広の森整備事業 78,000 71,400 6,600 帯広の森の利活用のための園路・施設等の整備
国庫補助金 　・施設整備 築山造成

39,000 　・園路整備 L=1,100m
市債 　・橋りょう整備 L=0,015m

32,400 　・標識整備 案内標識一式

地域優良賃貸住宅整備事業 100,800 100,800 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助
国庫補助金 　・高齢者型　　 30戸（新規建設）

50,400 　・子育て型　　 34戸（新規建設18戸、既存改良16戸）
基金繰入金 　・見直し内容

50,400 子育て型における入居者の要件を、中学校修了前の児童
と同居する者とする
既存改良を中心とした整備基準の緩和　　

ユニバーサルデザインモデル住宅（廃止） 507 507 平成11年度に開設したＵＤモデル住宅について、民間の住宅設
計におけるＵＤ基準の標準化や、同様の機能を備えた民間施設
の充実など、ＵＤの考え方が広く浸透し、十分に役割を果たした
ことから、平成24年度末をもって廃止

公営住宅整備事業 362,586 350,928 11,658 団　地　名　等
国庫補助金 公営住宅建替

176,736 　・大空団地3街区（光1号棟） 除却、設計委託
基金繰入金 　・大空団地44福祉 除却、用地測量、土地売払

10,392
市債 ストック総合改善

163,800 　・大空団地3街区（光2号棟） 建設工事　　平成25～26年度（継続費1年目）　4階建28戸
　・柏林台団地南町 ポンプ室改修、手すり設置
　・柏林台団地北町 ガス給湯設備改修
　・公園東町団地 手すり設置、段差解消、照明設備改修等
　・新緑団地 ベランダ笠木交換等

一部、平成24年度3月補正予算
新たな住生活基本計画の策定及び平成21年度に策定した市営 に計上
住宅長寿命化計画の見直し

事　業　内　容　等

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

26



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

消防車両整備事業 30,097 28,700 1,397 水槽付消防ポンプ自動車の更新
国庫補助金 　・配置場所　　　川西第3分団詰所

19,000
市債

9,700

救急車両整備事業 33,091 30,169 2,922 高規格救急自動車の更新
国庫補助金 　・配置場所　　　南出張所

12,269
市債

17,900

消防出張所耐震化事業 27,400 27,000 400 大正出張所の耐震補強工事及び老朽化に伴う改修
市債 　・耐震補強工事、屋上防水工事、ボイラー改修、

27,000 　・救急資器材庫兼消毒室の新設、仮眠室の個室化
　・構造　　　　　　RC造 2階建

消防団詰所整備事業 35,106 34,100 1,006 川西第３分団詰所の老朽化及び耐震化に伴う改築
市債 　・解体工事、改築工事、外構工事、サイレン塔新設工事

34,100 　・建設場所　　　広野町西2線149番地
　・構造　　　　　　木造 平屋建
　・延床面積 　　 124.22㎡

消防救急無線デジタル化事業 81,283 81,220 63 平成26～27年度　設置工事
雑入 平成28年度　　　　運用開始

76,020 　・実施設計
市債 ※実施設計業務について、町村の5消防本部から事務を受託

5,200

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

消防救急無線について、現行のアナログ方式の使用期限が平
成28年5月末であることから、デジタル化を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名

消 防 費

事業費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

生徒指導支援事業 2,308 2,308

「おびひろキッズタウン2013」の開催 1,026 1,026

　・開催日時数　　　　　平成25年8月7日（予定）
　・開催場所数　　　　　とかちプラザ（予定）
　・参加企業数　　　　　21社
　・参加児童数　　　　　約360人（小学3･4年生）

幼保・小・中連携推進事業 180 180 ※一部民生費で計上

　・講演会や授業協力、教職員の研修等の実施

学校支援地域本部の設置（拡充） 343 229 114 事業費総額　3,831千円
道補助金

229

　・新規開設数　　　　　9校
　・（帯広小、西小、緑丘小、北栄小、光南小、啓西小、稲田小、
　・ 広陽小、明和小）

特別な支援を要する児童・生徒の増加や、問題の複雑化等に
対応するため、高い専門知識を有し、社会福祉機関・医療機関
等の関係機関との連携や調整を行う、スクールソーシャルワー
カー2名を継続配置

事　　　　　　　業　　　　　　　名

教 育 費

左の財源内訳
事業費

キャリア教育の一環として、こどもたちに職業体験や社会体験を
通じ、働くことの意味や仕事の楽しさ、お金の価値などを実感す
る機会を提供

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

学校における様々な教育活動において、地域の教育力を活か
すため、中学校区を中心に設置された学校支援地域本部を核
として、地域コーディネーターやボランティア等が組織的な活動
を行う体制を構築

市内14地区のエリア・ファミリーにおいて、「小一プロブレム」、
「中一ギャップ」等を解消するため、組織的な取組みに向けた協
議を実施
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

特別支援教育補助員の配置（拡充） 3,021 3,021 事業費総額　59,642千円

　・補助員 3人増

特別支援学級の設置（拡充） 2,950 2,950

　・知的学級新設（自校方式への移行）　4校
　・（光南小、広陽小、明和小、第四中）

学校図書資料整備事業（拡充） 7,000 7,000 事業費総額　14,000千円

教育環境デジタル化推進事業

教育用 6,066 6,066 事業費総額　37,179千円

　・更新校数 小学校11校

校務用 1,504 1,504 事業費総額　3,674千円

　・更新校数 小学校26校
中学校14校

教材の作成、地域への情報発信の円滑化を目的とした校務用
コンピュータ機器の更新

事業費 備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事　　　　業　　　　内　　　　容

情報化の進展に対応できる能力を育む教育環境の充実のた
め、老朽化した教育用コンピュータ機器を更新

児童生徒の学習環境の充実を図るため、学校図書館の図書資
料を整備

左の財源内訳

知的学級に在籍する児童生徒の増加や、一人一人の教育的
ニーズへのきめ細かな対応を目的とし、知的学級を拠点校方式
から自校方式へ計画的に移行

ADHD（注意欠陥・多動性障害）やLD（学習障害）等の傾向を有
する児童生徒を抱えるなど、学級運営に支障をきたしている学
級を支援するため、特別支援教育補助員を増員
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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

栄小学校 931,527 895,782 35,745 校舎改築
国庫負担金 　・構造 鉄筋コンクリート造　3階建

27,742 　・建築面積 5,261㎡ 平成25年度供用開始予定
国庫補助金 　・太陽光発電 19kW

189,140
市債

678,900

学校施設の耐震化 274,215 271,580 2,635 平成24年度3月補正予算に計上
国庫補助金 全小中学校耐震化完了

103,380
市債 　・実施校数

168,200

帯広市民劇場50周年記念事業 3,500 3,500 帯広市民劇場50周年記念事業の開催
基金繰入金 　・第2回おびひろ薪能公演

1,500 開催日時 平成25年8月3日
雑入 開催場所 グリーンステージ特設会場

2,000 　・羽賀幹子　箏演奏会
開催日時 平成26年1月
開催場所 市民文化ホール小ホール

動物園開園50周年記念事業 2,215 2,215

　・記念誌の発行
　・歴史パネルの設置
　・動物園の未来を語ろう会の開催

おびひろ動物園の開園50周年にあたり、歴史を振り返り、未来
につなげる、市民協働等による記念事業を実施

備　　　　　　　考

6校（柏小、緑丘小、北栄小、東小、稲田
小、若葉小）

昭和56年以前に旧耐震基準で建設された学校施設について、
診断結果を基に耐震化事業を実施
併せて若葉小学校トイレの大規模改修を実施

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

事業費

一部、平成24年度3月補正予算
に計上
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

帯広畜産大学・おびひろ動物園連携事業 863 863

学校開放事業 1,327 841 486 啓西小学校屋内プールの一般開放
使用料 　・一般開放開始　　　　平成25年6月中旬

841

「フードバレーとかちマラソン大会」の開催 3,500 3,500

　・開催日時○○　　　　平成25年11月4日（予定）
　・参加予定人数　　　　4,500人

「日本学生氷上競技選手権大会」の開催 4,000 4,000 日本学生氷上競技選手権大会の開催を支援
　・開催日時　　　　　　　平成26年1月6～9日
　・開催場所　　　　　　　明治北海道十勝オーバル
　・開催場所　　　　　　　帯広の森アイスアリーナ　他
　・選手役員　　　　　　　延べ5,700人

新たな総合体育館整備事業（新規） 3,500 3,500

食育指導の推進 2,461 2,461

備　　　　　　　考

食育指導専門員（嘱託職員）を1名配置し、栄養教諭・学校栄養
職員等と連携し、学校における食育指導を推進

新たな総合体育館の整備に向けた建設規模、内容等の基本調
査を実施

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

事業費

これまでの帯広畜産大学と帯広市動物園の連携事業をさらに
強化し、学生による動物解説板の設置や共同研究等を実施

市民へのスポーツ機会の提供、競技性とイベント性の要素の
マッチングによる地域活性化を目的として実施
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

新たな学校給食調理場整備事業 1,660,420 1,653,876 6,544 新たな学校給食調理場の建設
国庫補助金 　・建設場所　　　　　　旧空港ターミナル跡地

96,476 　・建設場所　　　　　　（南町南8線42番地3ほか） 継続費設定（平成24～26年度）
市債 　・構造　　　　　　　　　鉄骨造　2階建 平成27年度供用開始予定

1,557,400 　・延床面積　　　　　　8,250㎡
　・太陽光発電　　　　 50kW 平成26年度設置予定
　・太陽熱温水設備　 640kW 平成26年度設置予定

東日本大震災被災地支援

2,500 2,500

　・開催日時　　　　　　平成25年8月中旬
　・開催場所　　　　　　帯広の森球技場、帯広の森陸上競技場、
　・開催場所　　　　　　グリーンパーク　他
　・参加チーム数　　　 64チーム
　・参加選手・役員数　約1,800人

大会・合宿等招致事業 1,921 1,921

　・宿泊先と体育施設間の移動手段としてバス等の借り上げ
　・市内の民間宿泊施設に延べ30泊以上宿泊する合宿に対し
　・1人あたり1泊1,500円を助成

被災地支援のための職員派遣 1,370 1,370 被災地の復興に向けた支援のため職員を派遣 ※総務費で計上
　・派遣内容　　　　　　3ヵ月×4回

800 800 ※商工費で計上

　・実施時期　　　　　　夏・冬の2回
　・参加人数　　　　　　各回20～40人

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

備　　　　　　　考

東日本大震災・避難者受入支援事業（新
規）

福島県の被災児童に対して、星槎グループと連携して十勝・帯
広に招待し、体験学習を実施

東日本大震災の影響で合宿地の変更を余儀なくされている大
学のスポーツ部等が市内で合宿を行う際に、移動手段の支援
及び宿泊助成を実施

平成23年度6月補正において予
算措置した、東日本大震災に伴
う影響を考慮した緊急合宿招致
事業を継続

一部、平成24年度3月補正予算
に計上

「日本クラブユースサッカー選手権大会」の
開催

日本クラブユース選手権（U-15）大会及びデベロップカップ2013
の開催を支援

東日本大震災に伴う影響により
平成23年度より帯広市で開催
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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 1,783,809 588,444 1,195,365 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 　・保険料改定率　約2.5%

66,702 糖尿病対策（健康推進課と連携）
道負担金 　・特定健診未受診者に対する対策

521,742 　　　糖尿病を「視える化」したリーフレットの配布 1人あたり医療費　4.0％増見込
　・特定健診受診者に対する対策 平成24年度保険料改定率：
　　　健診項目(クレアチニン、尿酸)の追加…腎機能状態の把握 約2.5％
　・重症化予防のために保健指導の取り組みを強化

地域包括ケアシステム推進（拡充・見直し） 146,364 118,193 28,171
介護保険料

30,739 　・医療・介護など関係機関や地域の団体等との連携強化を図
国庫補助金 　・るために、地域包括支援センターに新たにコーディネーター

56,342 　・を配置し、日常生活圏域の高齢者支援を一元化
支払基金交付金 　・介護予防一次予防事業のうち「ひろびろ元気教室」を在宅介

2,941 　・護支援センターへ委託
道補助金 　・家族介護リフレッシュ事業を、日常生活圏域の高齢者支援と

28,171 　・一元的に事業を実施することを目的として地域包括支援セン
　・ターに委託

中島霊園整備事業 12,055 12,055 墓地需要に合わせた墓所の造成
使用料及
び

　・4㎡ 126区画
手数料 　・6㎡ 100区画

55
市債 新たな墓地形式の検討

12,000

中 島 霊 園 事 業 会 計

地域包括ケアシステムの推進に向けた、地域包括支援セン
ター、在宅介護支援センターの機能・体制の見直し

介 護 保 険 会 計

左の財源内訳
備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

国 民 健 康 保 険 会 計

事業費事　　　　　　　業　　　　　　　名

33



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

農村下水道整備 59,768 54,124 5,644
分担金及び
負担金 　・整備基数 30基

9,124
市債

45,000

ばんえい競馬の開催 10,673,635 10,673,635 ばんえい競馬開催 平成24年度当初予算
収益事業収入 　・発売額 10,039,138千円 　10,365,372千円
10,042,888 （1日当たり　65,615千円） 　（1日当たり　67,748千円）

手数料 　・開催日程　 26開催　153日 　 26開催　153日
1,428 　・ナイター開催 95日予定 　 78日

財産運用収入

112 収益確保取組内容
寄附金 　・弾力的な開催日程の設定

1 　・ナイター開催日数の見直し
繰入金 　・新規場外発売所の設置（深川市）

10,900 　・中央競馬馬券発売に向けて協議中
市預金利子

1 運営コスト削減内容
雑入 　・ケーブルテレビ競馬中継放送の見直し

618,305 　・運営体制の見直し（スタッフ配置減）
　・レース数の見直し

ば ん え い 競 馬 会 計

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
衆衛生の向上を図るため、個別排水処理浄化槽を設置

備　　　　　　　考

農 村 下 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

駐車場機器更新 7,233 7,233 平成24年度に1台修繕
諸収入

7,233
駅北地下駐車場の発券機・精算機の老朽化に伴う更新
　・リース期間 7年（平成25年6月～平成32年5月）

国際便就航促進事業 1,270 1,270 国際チャーター便の増加に伴う受入体制の充実
　・実施主体 とかち観光誘致空港利用推進協議会
　・通訳の配置、汚水処理、地元のお菓子プレゼントなど

中央駐車場エレベーターの老朽化に伴う制御盤や電動機など
を交換

備　　　　　　　考

空 港 事 業 会 計

駐 車 場 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

南町配水場改築事業 367,350 367,350 施設の老朽化と耐震性能の確保を目的とした改築工事の実施 継続費設定（平成25～27年度）
企業債 昭和28年給水開始施設

367,300 　・南町配水池(2池)及び受変電盤・ポンプ室等の改築 総事業費　1,163,900千円
内部留保資金

50

稲田浄水場施設改修事業 35,750 35,750 稲田浄水場機械・電気計装設備更新工事実施設計
内部留保資金 　・工事期間 平成26～32年度（予定）

35,750 稲田浄水場管理棟劣化補修工事

中島配水場整備事業 5,000 5,000
内部留保資金

5,000 　・実施設計 平成26年度
　・工事期間 平成27～28年度（予定）

配水管整備事業 818,000 818,000 管路整備
負担金 　・第7次配水管整備事業 2,971 m

1,500 　・管路近代化事業 8,328 m
補償金

7,400
企業債

509,100
内部留保資金

300,000

中島取水場の水質的課題を抜本的に解消するための基本設計
委託の実施

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

下水道長寿命化事業 136,000 126,350 9,650 管渠長寿命化事業 一部、平成24年度3月補正予算
国庫補助金 　・長寿命化工事 1,171 m に計上（事業費　20,000千円）

40,000 　・TVカメラ調査 8,000 m 　長寿命化工事　220m
企業債 　・実施設計委託 　実施設計委託

86,000
内部留保資金

350

消化ガス発電設備整備事業 190,000 190,000 帯広川下水終末処理場消化ガス発電設備新設工事 平成24年度3月補正予算に計上
国庫補助金 　・CO2削減効果 　　約254ｔ/年

104,500
内部留保資金

85,500

終末処理場施設改修事業 164,000 164,000 帯広川下水終末処理場設備老朽化による更新 継続費設定（平成25～27年度）
国庫補助金 　・中央監視装置更新工事 総事業費　800,000千円

90,200 　・反応タンク設備更新工事
企業債

73,800

公共下水道整備事業 508,040 508,040 汚水管整備 1,249 m 平成25年度末整備率
国庫補助金 雨水管整備 3,011 m 　汚水整備率　98.8%

156,000 　雨水整備率　69.0%
企業債

200,000 一部、平成24年度3月補正予算
内部留保資金 に計上（事業費　113,600千円）

152,040 　雨水管整備 1,275m

下 水 道 事 業 会 計

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

37



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

災害対策事業 3,000 3,000 災害対策備蓄資器材の充実
内部留保資金 　・下水道施設調査器材及び保安資器材

3,000 　・水中ポンプ、金属探知機、取付管カメラ

不明水対策事業（新規） 7,000 7,000 雨天時における汚水管路への侵入水の調査
内部留保資金 　・不明水が多い地区の絞り込み調査委託　

7,000 　　　水量計8ヵ所設置
　・対策工事等の提案

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費 備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
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

農林漁業を成長産業にする

「第1回農業食料工学会」の開催（新規） 150 150

　・開催日　　　 　平成25年9月10～13日（予定）　　　　
　・内容　　　　　　研究発表、シンポジウムなど　　　
　・開催場所　　　帯広畜産大学、とかちプラザ　   　

優良後継牛確保対策事業（新規） 390 390 平成25～27年度の3ヵ年事業

　・補助枠　　　 　性選別精液　130頭分　　　　
　・補助単価　　　3,000円/頭（平均購入単価の1/2目安）　　　　

食の価値を創出する

フードバレーとかち人材育成事業 5,693 5,693

ものづくり総合支援事業 6,230 6,230

ニューフロンティア資金の提供（見直し）

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　　　　　業　　　　　　　名

フ ー ド バ レ ー と か ち 関 連

事業費
左の財源内訳

魅力ある商品の開発や販路拡大を促進するためのコーディ
ネーターの個別支援やセミナーを開催

新規開業者にも利用できる資金となるよう、1年以上の事業継続
要件を撤廃し、資金の活用を促進

フードバレーとかちの取組みの一環として、農業分野への先端
技術の導入を促進するため、「農業食料工学会」の開催を支援

生乳生産基盤の安定化を図るため、効率的に乳用雌牛を増頭
できる性選別精液の購入費用を助成

カリキュラム体系を食関連ビジネス関連、食品安全管理関連、
循環型の事業経営関連の三分野に改編するとともに、修了者
フォローアップを通じて関係機関へ橋渡しを行い事業化等を
支援
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

十勝の魅力を売り込む

市場開拓・販路拡大事業 2,835 2,835

　・ものづくり総合支援補助金に海外販路拡大枠を創設
　・HACCP認証取得等につながる工場等の衛生水準向上支援

東アジア観光プロモーション事業 4,500 1,000 3,500
雑入

1,000

「十勝」首都圏イメージアップキャンペーン 4,000 2,000 2,000
道補助金

2,000

とかちイメージアッププロジェクト事業（新規） 17,000 17,000
寄附金

17,000

幸福駅再生プロジェクト事業（新規） 33,000 33,000
寄附金

33,000

とかち観光誘致空港利用推進
協議会

左の財源内訳

東南アジアへターゲットを拡大し、シンガポール、タイへの訪問・
招聘を実施するほか、網走市との広域連携により台湾インセン
ティブツアーを招聘

備　　　　　　　考

首都圏における十勝のイメージアップキャンペーン向上事業を
「とかちのかち」プロジェクトとの連携により実施

ＪＡＬ、ＡＩＲ ＤＯ国内線機内でのとかちの食と観光のＰＲ事業
や、「とかちのかち」にスポットを当てたテレビ番組の放映

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費 事　　　　業　　　　内　　　　容

見本市や商談会を特定して公募する方法から、海外ターゲット
市場や展開手法を事業者が自ら提案し、市が支援する方法に
変更

「愛国・幸福ブーム」から40年が経過し、駅舎等が老朽化してい
ることから、駅舎や周辺設備を整備し、幸福駅ゾーンの観光拠
点化を図るとともに、40周年を記念した誕生祭などを実施
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

住民向け情報発信 1,185 1,185 フードバレーとかち推進協議会

十勝産農畜水産物・加工品の販路拡大 2,866 2,866 フードバレーとかち推進協議会
（新規）

　・ホテル向け、外食向けレシピの開発
　・レシピなどを活用した、首都圏ホテル等への売り込み
　・先進地視察等物流システムの検討など

フードバレーとかちロゴマークの商標登録 1,973 1,973
（新規）

　・登録期間　　 10年間
　・登録区分　 　98区分

558 558

　・事業の案内、受付及び認定書の発行業務
　・車検期間　　  1年 ⇒ 2年

地域産業の未来を切り拓く人材育成事業 10,000 10,000 フードバレーとかち推進協議会
（新規） 寄附金

10,000 　・対象者若者　十勝管内の農林漁業、食品加工等に従事する
　・対象者若者　若者（20～30代）
　・定員補助金　10人程度

フードバレーとかちへの住民参加の促進 3,080 1,290 1,790 フードバレーとかち推進協議会
（新規） 雑入

1,290 　・地元スーパー等でのロゴマーク表示
　・管内イベント連携事業の実施

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

将来の十勝の産業界を担っていく生産者や商工業者が、自ら設
定したテーマに基き主体的に行う実地調査・研究等を支援

フードバレーとかちの住民理解を促進するため、地元情報誌と
連携した情報発信や住民向けパンフレットを作成

地域住民が日常生活でフードバレーとかちに対する理解を深め
る機会の提供

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

オール十勝で取組むプラットフォーム機能の強化

十勝管内の食材情報をまとめ、首都圏ホテルや外食産業に対
して、調理方法と併せて十勝産食材の提案等を行い販路拡大
を図る

フードバレーとかちのPRを戦略的に展開していくため、ロゴマー
クの商標登録を実施

農業用貨物自動車車検伸長実証事業（新規） 国際戦略総合特区における規制等の特例措置を活用し、農業
用貨物自動車の車検伸長の実証実験を実施

41




