
政 策 推 進 部　 財 政 課

平成26年度

帯 広 市 各 会 計 予 算



平成２６年度　各会計予算（案）　総括表
(　)内は特殊要因（臨時福祉給付金530,806、子育て世帯臨時特例給付金213,850、中心市街地再開発事業のH26とH25の差額633,474）を除いた額 　　　（単位：千円・％）

平成　２６　年度 平成　２５　年度

 会計名 予　 　算　 　額 予　 　算　 　額 増減率

78,920,000 77,911,000 1,009,000 1.3 

(77,541,870) (77,911,000) (△ 369,130) (△ 0.5)

国民健康保険会計 18,839,223 19,518,207 △ 678,984 △ 3.5 

後期高齢者医療会計 2,027,730 1,961,606 66,124 3.4 

介護保険会計 12,174,620 11,433,977 740,643 6.5 

中島霊園事業会計 48,650 59,487 △ 10,837 △ 18.2 

簡易水道事業会計 74,002 53,274 20,728 38.9 

農村下水道事業会計 128,330 126,909 1,421 1.1 

ばんえい競馬会計 11,382,810 10,673,635 709,175 6.6 

駐車場事業会計 100,261 102,070 △ 1,809 △ 1.8 

空港事業会計 531,767 519,555 12,212 2.4 

45,307,393 44,448,720 858,673 1.9 

収　入 5,775,813 4,986,282 789,531 15.8 

支　出 7,219,925 6,241,764 978,161 15.7 

収　入 6,700,706 5,181,324 1,519,382 29.3 

支　出 8,131,567 6,496,079 1,635,488 25.2 

収　入 12,476,519 10,167,606 2,308,913 22.7 

支　出 15,351,492 12,737,843 2,613,649 20.5 

収　入 136,703,912 132,527,326 4,176,586 3.2 

支　出 139,578,885 135,097,563 4,481,322 3.3 

比　較　増　△　減

一 般 会 計

水道事業会計

下水道事業会計

企　業　会　計　合　計

総 合 計

特 別 会 計 合 計

区  分
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平成２６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 21,455,975 27.2 21,256,672 27.3 199,303 0.9 

10. 地 方 譲 与 税 816,716 1.0 825,788 1.1 △ 9,072 △ 1.1 

15. 利 子 割 交 付 金 52,377 0.1 50,950 0.1 1,427 2.8 

16. 配 当 割 交 付 金 41,651 0.1 25,840 0.0 15,811 61.2 

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 7,362 0.0 4,420 0.0 2,942 66.6 

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 2,160,732 2.7 1,885,601 2.4 275,131 14.6 

20. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 4,163 0.0 4,138 0.0 25 0.6 

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 80,434 0.1 161,190 0.2 △ 80,756 △ 50.1 

35.
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

233,066 0.3 157,591 0.2 75,475 47.9 

37. 地 方 特 例 交 付 金 72,264 0.1 69,559 0.1 2,705 3.9 

40. 地 方 交 付 税 15,138,224 19.2 15,186,102 19.5 △ 47,878 △ 0.3 

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 33,363 0.0 33,803 0.0 △ 440 △ 1.3 

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 805,629 1.0 793,881 1.0 11,748 1.5 

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,799,040 2.3 1,693,393 2.2 105,647 6.2 

60. 国 庫 支 出 金 13,647,755 17.3 13,139,557 16.9 508,198 3.9 

65. 道 支 出 金 4,359,607 5.5 4,325,825 5.5 33,782 0.8 

70. 財 産 収 入 238,346 0.3 388,614 0.5 △ 150,268 △ 38.7 

75. 寄 附 金 2,001 0.0 62,001 0.1 △ 60,000 △ 96.8 

80. 繰 入 金 689,889 0.9 244,995 0.3 444,894 181.6 

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

90. 諸 収 入 11,164,365 14.1 11,422,843 14.7 △ 258,478 △ 2.3 

95. 市 債 6,117,040 7.8 6,178,236 7.9 △ 61,196 △ 1.0 

78,920,000 100.0 77,911,000 100.0 1,009,000 1.3 

平　成　２６　年　度 平　成　２５　年　度 比　較　増　△　減

合 計
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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 406,431 0.5 404,861 0.5 1,570 0.4 

10. 総 務 費 2,054,211 2.6 2,030,599 2.6 23,612 1.2 

15. 民 生 費 29,233,452 37.0 28,149,972 36.1 1,083,480 3.8 

20. 衛 生 費 3,783,565 4.8 4,014,559 5.2 △ 230,994 △ 5.8 

25. 労 働 費 97,125 0.1 125,454 0.2 △ 28,329 △ 22.6 

30. 農 林 水 産 業 費 2,565,348 3.3 2,666,458 3.4 △ 101,110 △ 3.8 

35. 商 工 費 9,073,429 11.5 8,667,339 11.1 406,090 4.7 

40. 土 木 費 5,203,865 6.6 4,985,939 6.4 217,926 4.4 

45. 消 防 費 212,051 0.3 386,627 0.5 △ 174,576 △ 45.2 

50. 教 育 費 5,202,221 6.6 4,694,750 6.0 507,471 10.8 

55. 公 債 費 9,499,332 12.0 9,785,856 12.6 △ 286,524 △ 2.9 

60. 諸 支 出 金 1,361,403 1.7 1,442,177 1.8 △ 80,774 △ 5.6 

65. 職 員 費 10,187,567 12.9 10,516,409 13.5 △ 328,842 △ 3.1 

70. 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0 

78,920,000 100.0 77,911,000 100.0 1,009,000 1.3 

平　成　２６　年　度 平　成　２５　年　度 比　較　増　△　減

合 計
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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 28,088 28,088 リースによる防犯灯のLED化 事業費総額　335,000千円
・H25設置　更新：10,124灯　新設：343灯  　　計：10,467灯
・H26設置　更新：02,486灯　新設：247灯　　　計：02,733灯 ※平成26年度設置数は、現在申
・H26計億  更新：12,610灯　新設：590灯　　　計：13,200灯 請期間中のため、変動あり

コミュニティ施設耐震化事業 47,632 47,632 児童保育センター併設型コミュニティ施設の耐震補強工事
　光南福祉センター(木造平屋建 延床面積 350.24㎡)
　西福祉センター(木造平屋建 延床面積 350.24㎡)
　北栄福祉センター(木造平屋建 延床面積 349.92㎡)

国内姉妹都市相互交流事業 288 288 徳島市阿波おどり親善訪問団受入 市長、議長、市関係者、
・平成26年8月16日～18日 33人程度 阿波おどり親善訪問団

※一部商工費で計上

国際姉妹・友好都市交流事業 5,442 5,442 スワード市姉妹都市締結45周年記念壁画交換事業
基金繰入金 帯広市壁画訪問団　

5,442 ・平成26年9月上旬　　2週間程度（7人程度） 制作者6人、随行職員1人
・　　　　同　　上　　　　 　1週間程度（2人程度） 市代表1人、随行職員1人

ドメスティック・バイオレンス被害者等支援事業 100 100 民間駆け込みシェルターの移転の可能性を考慮し、家賃が増加
（拡充） した場合でも家賃の2分の1を補助できるよう補助上限額を増額

・上限額　200千円　⇒　300千円

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

総 務 費
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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

《防災意識の普及啓発》
　防災訓練等の実施 916 300 616 災害時の応急活動など実践的な訓練の実施

雑入 ・地域防災訓練、冬季防災訓練の実施
300

　わが家の防災チェック作成 8,577 8,577 洪水ハザードマップを盛り込んだ「わが家の防災チェック」を
雑入 作成（改訂）

8,577

《地域防災体制の充実》
　コミュニティ防災強化緊急3ヵ年事業 2,050 2,050 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

活動の促進を通して、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（2ヵ年目）

　災害時要援護者避難支援 3,213 3,213 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の拡大

《避難場所等の機能強化》
　災害用備蓄品等の整備 4,688 4,580 108 災害用備蓄品の更新及び購入

雑入 ・備蓄食料などの更新及び粉ミルク、災害用トイレ薬剤
4,580 ・などの購入

字名改正整備事業 8,380 8,380 南町地区（東側）の字名改正整備・住居表示整備
・南町東1条～東5条までの区域　50.0ha

住所案内板設置事業 1,850 1,850 南町地区（東側）の字名改正整備・住居表示整備実施に伴う、
住所案内板の設置

・住所案内板　5基

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

低所得者、子育て世帯等への臨時給付措置
（新規）

臨時福祉給付金 530,806 530,806 消費税率引き上げに伴う低所得者に与える負担の影響を考慮 ※一部総務費及び職員費で
国庫補助金 ・給付対象者　　市民税（均等割）が課税されていない者から 計上

530,806 ・給付対象者　　生活保護制度の被保護者等を除く
・給付額　　　　　一人につき1万円（老齢年金受給者等は
・給付額　　　　　一人につき5千円を加算）
・給付対象見込者数　37,000人（うち加算対象者22,000人）

子育て世帯臨時特例給付金 213,850 213,850 消費税率引き上げに伴う子育て世帯への影響を考慮 ※一部職員費で計上
国庫補助金 ・給付対象者　　平成26年1月分の児童手当受給者のうち、

213,850 ・給付対象者　　児童手当の特例給付者及び臨時福祉給付
・給付対象者　　金の給付対象者を除く
・給付額　　　　　対象児童一人につき1万円
・給付対象見込者数　18,677人

障害者福祉サービス提供事業（見直し） 5,200 5,200 障害者の社会参加促進のため、障害者団体等が利用する送 ※一部教育費で計上
迎バス事業の見直し

・老朽化によるリフト付福祉バス（こまどり号）の廃止、民間
・バス会社一括委託方式への移行

障害者相談支援事業（拡充） 1,000 750 250 サービス等利用計画の策定のための相談の中での、対象者 事業費総額　8,800千円
国庫補助金 の家族に対する相談支援など、対象者とあわせた支援の増加

500 に対応するための支援体制の拡充
道補助金 ・相談支援事業所　1ヵ所　⇒　5ヵ所

250

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

民 生 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

障害者社会参加促進事業（拡充） 40 40 障害者の多様な就労機会促進に向けた、市役所における 事業費総額　100千円
職場体験実習の拡充

・人数　　 　14人　⇒　20人
・時間数　　延べ120時間　⇒　延べ200時間

子ども・子育て支援事業計画策定 1,581 1,581 ニーズ調査等による需要量の推計、帯広市子ども・子育て会議 ※一部総務費で計上
における意見聴取、議論を踏まえた「市町村子ども・子育て支援
事業計画」の策定

・事業内容
　計画案作成、北海道との協議
　保育施設等認可基準、支給認定基準等策定
　利用者負担の検討
　パブリックコメント　等

児童保育センター耐震化事業

青葉児童保育センター 96,986 14,336 82,650 青葉児童保育センター改築 平成26年度中供用開始予定
道補助金 ・建設場所 　現青葉児童保育センター敷地内 現施設解体工事含む

14,336 ・構造 　木造　2階建
・建築面積 　358.74㎡
・定員 　100人

大空児童保育センター 35,282 4,666 30,616 大空児童保育センター移転 平成26年度中供用開始予定
道補助金 ・移転場所 　大空小学校内（1階南西側） ※一部教育費で計上

4,666 ・専有面積 　249.60㎡
・定員 　　80人

清川児童保育センター 54,056 14,336 39,720 清川児童保育センター移転改築 平成26年度中供用開始予定
道補助金 ・建設場所 　旧清川農業センター敷地内 旧清川農業センター解体工事

14,336 ・構造 　木造　平屋建 については平成25年度3月補正
・建築面積 　141.19㎡ 予算で債務負担行為新規設定
・定員 　40人 ：9,600千円

※一部農林水産業費で計上

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

児童会館施設整備事業 5,282 5,282 開館50周年に向けたリースによる科学展示品のリニューアル 事業費総額　76,100千円
平成25年度3月補正予算で
債務負担限度額変更

児童会館50周年記念事業 702 702 開館50周年記念事業の実施
・科学パネル展、懐古パネル展
・展示室完成セレモニー　 平成26年11月1日
・サイエンスショー、星空講演会
・記念誌発行　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

休日夜間急病センター管理運営費 215,573 147,023 68,550 休日・夜間の内科・小児科診療について、休日夜間急病セン 委託料については平成25年度
使用料 ターで実施することに伴う委託料等の見直し 3月補正予算で債務負担行為

145,614 ・所在地 　柏林台西町2丁目 新規設定：648,000千円
手数料 ・延床面積 　690.42㎡ （平成25～28年度）

1,409 ・診療体制 　夜間（現行と同様）021：00～翌日 8：00 ※現在の債務負担行為を廃止
　休日（センター化）　09：00～17：00 ※した上で、新たに設定

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン事業 17,938 8,969 8,969 国の制度改正に伴う、子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン 平成25年度3月補正予算に計上
（見直し） 国庫補助金 事業における対象年齢の見直し及び平成24年度までの未受 （平成26年度に繰越）

8,969 診者に対する勧奨の実施
・子宮頸がん 　20、25、30、35、40歳　⇒　20歳のみ
・乳がん 　40、45、50、55、60歳　⇒　40歳のみ

全国健康都市めぐりの開催（新規） 2,000 2,000 第2回全国健康都市めぐりの開催
・開催日 平成26年8月23日
・会場 とかちプラザ
・参加者数 350人

スマートタウン六中プロジェクト 4,950 4,950 旧六中跡地（グラウンド）において、先導的な低炭素街区を構
築するため、ゼロエネルギー住宅建築事業者に対する補助
制度の新設

・ゼロエネルギー住宅建築に対する補助
・1,650千円×3戸

新エネルギー導入促進事業 28,000 14,000 14,000 補助件数の見直し
国庫補助金 ・住宅用太陽光発電システム 400件　⇒　350件

14,000 ・エコジョーズ・エコキュート 150件　⇒　200件
・ペレットストーブ 005件（変更なし）

備　　　　　　　考

衛 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

農業生産体制強化総合推進対策事業

経営体育成支援事業 46,407 46,407 地域農業の持続的発展のため、地域の将来を担う農業経営体
道補助金 の育成・確保を図る上で必要となる農業用機械等の導入経費

46,407 の一部について補助

強い農業づくり事業 462,301 462,301 種子馬鈴薯の共同選別と貯蔵機能を併せ持った施設の整備費 平成25年度3月補正予算に計上
道補助金 用の一部について補助 （平成26年度に繰越）

462,301 ・実施主体　　　 帯広大正農業協同組合
・選別能力　　　　3,784t/年

第９回国際反芻動物生殖科学シンポジウムの 500 500 反芻動物の研究者による学術集会の開催
開催（新規） ・開催日　　　 　平成26年8月25日～29日　　　　

・内容　　　　　　講演、セッション
・開催場所　　　ホテル日航ノースランド帯広
・参加者数　　　300人

畜産物加工研修センター整備事業 1,260 1,260 老朽化した施設の機能維持及び衛生対策強化のための設備 債務負担行為設定
の更新等 限度額：9,100千円

・スモークハウス、エアーカーテン 期間：平成26～33年度

道営草地整備事業 43,496 41,016 2,480 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 全体事業費　170,000千円
道委託金 八千代牧場の草地、附帯施設を整備

916 　・農家　　　草地整備改良
雑入 　・牧場　　　草地整備改良、隔障物整備、

3,600 　・牧場　　　牧場基地等基盤整備、
市債 　・牧場　　　飼料調整貯蔵施設整備、

36,500 　・牧場　　　家畜排せつ物処理施設整備、
　・牧場　　　牧場用機械施設整備

（ 一 部 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

備　　　　　　　考

農 林 水 産 業 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

道営畑地帯総合整備事業 103,355 90,660 12,695 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 一部平成25年度3月補正予算に
道補助金 盤整備を実施 計上（平成26年度に繰越）

44,260 ・川西北2地区 道計画樹立 200千円
市債 ・川西西地区 暗渠 18.7ha 全体事業費　950,185千円

46,400 ・大正南地区 暗渠 28.3ha、土層改良 54.6ha、
畑地かんがい（圃場施設） 200.0ha

・川西中央地区 明渠 150.0m、暗渠 75.0ha、
土層改良 43.3ha

・大正中島地区 明渠 90.0m、区画整理 0.4ha、
暗渠 6.5ha、土層改良 44.0ha、
畑地かんがい（道営支線） 400.0m

市有林造成事業 39,464 35,394 4,070 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 及び平成25年10月の降雪により被災した森林の復旧

18,394 ・新植、下刈、地拵、間伐、受光伐、補植等
市債 ・被災森林の復旧

17,000

市有林収穫事業 10,937 13,880 △ 2,943 第11次帯広市森林施業計画（平成23～27年度）に基づく間伐材
財産売払収入 等売払及び平成25年10月の降雪により被災した林道等の復旧

13,880 ・皆伐売払、間伐等売払等
・被災森林による林道の倒木処理
・被災森林の雪害調査

森林作業道整備事業 21,000 20,960 40 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

20,360 ・作業路 L=1,000m、W=3.0m
市債 ・南岩内線（基幹作業道） L=786m、W=3.5m

600

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

11



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

第33回国際農業機械展の開催 11,000 11,000 国内外との交流や情報発信を通じ、地域産業の活性化を図る
ため、8年ぶりとなる「国際農業機械展」の開催を支援

・開催日　 　　　　　　　平成26年7月10日～14日
・開催場所　　　　　　　北愛国交流広場
・出展者数　　　　　　　110社（予定）
・来場者数　　　　　　　240,000人（予定）

駅北多目的広場整備事業 615 615 駅北多目的広場の利活用促進を図るため、施設の整備及び
維持管理を実施

・芝生整備、樹木剪定

中心市街地整備事業

開広団地再整備事業 809,799 769,299 40,500 中心市街地活性化基本計画に掲げるまちなか居住の促進を 全体事業費　2,543,792千円
国庫補助金 図る事業として、高齢者に対応した生活・福祉・医療サービス 平成26年度 本体工事

404,899 の提供、多世代が居住・交流できる環境を整備 平成27年3月 入居開始
市債 ・所在地○　西8条南6丁目

364,400 ・施行者○　㈱ディステリア京屋、丸宝繊維㈱、IMF開発㈱
・事業期間　平成21～26年度
・整備内容　Bブロック　地上7階建（延床面積8,332㎡）

介護付有料老人ホーム（96室）、住宅型有料老人
ホーム（96室）、デイサービス、地域交流スペー
ス、クリニック・薬局等

・整備内容　Cブロック　地上6階建（延床面積3,657㎡）
賃貸住宅（46戸）、商業施設等

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

中心市街地整備事業

西2・9西地区優良建築物等整備事業 116,601 58,300 58,301 帯広市内中心部の賑わい創出、医療・福祉の充実を図るため、 全体事業費　2,008,635千円
国庫補助金 北洋銀行跡地に高層複合ビルを整備 平成26～27年度　本体工事

58,300 　・所在地○　西2条南9丁目 平成27年12月お　入居開始
　・施行者○　医療法人社団　博愛会
　・事業期間　平成24～27年度
　・整備内容　地上9階、地下1階建（延床面積7,416㎡）

サービス付き高齢者住宅（65戸）、クリニック・
薬局、音楽ホール、商業施設等

海外観光プロモーション事業（見直し） 4,500 1,000 3,500 海外に十勝の食と観光の魅力を発信するため、観光プロモー 実施主体 とかち観光誘致空港
雑入 ション事業を実施 利用推進協議会　あ

1,000 ・香港プロモーション事業
・シンガポール招聘事業
・台湾プロモーション事業
・オーストラリア招聘事業
・サイクルツーリズムモニターツアー受入等

とかち観光情報センター運営業務（見直し） 200 200 観光客の利便性向上や観光情報発信機能の充実を図るため、
とかち観光案内所を移設

・とかち観光案内所（エスタ2階　⇒　1階）

帯広平原まつり阿波おどり大会の開催 800 800 帯広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 ※一部総務費で計上
招聘し、「平原まつり阿波おどり大会」を開催

・開催日　　　　　　　 平成26年8月16日
・開催場所　　　　　　帯広平原まつり会場
開催場所　　　　　　　（帯広市西2条南7～11丁目）
・参加予定　　　　　　徳島市阿波踊り親善訪問団　33人程度
受入場所　　　　　　　阿波踊りを愛好する連　200人程度

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

イルミネーション連携事業 500 500 帯広氷まつりにおいて、岐阜県からあかり団体を招聘し、イルミ
基金繰入金 ネーションの連携事業を実施

500 ・実施日 　　　　　　　　平成27年1月30日～2月1日
・実施場所　　　　　　　帯広氷まつり会場（緑ヶ丘公園）

観光物産連携事業 500 500 岐阜市の物産展に出展し、十勝の特産品の販売及び観光PR
基金繰入金 を実施

500 ・実施時期　　　　　　　平成26年4月上旬（予定）
・実施場所　　　　　　　岐阜市若宮町歩行者天国

とかちマルシェの開催（拡充） 500 500 十勝の食材や食品、料理をテーマとした作り手と買い手の出会 全体事業費　5,400千円
基金繰入金 いの場「とかちマルシェ」の支援を拡充し開催

500 ・開催時期　　　　　　　平成26年9月上旬（2日間）
・開催場所　　　　　　　JR帯広駅北口広場、コンコース（拡大）
・帯広市負担金　　　　1,000千円　⇒　1,500千円

とかち食彩祭の開催 4,500 4,500 国際農業機械展の開催に合わせ、十勝の農業、食と観光を結
びつけたイベントを開催
　・開催日　　 　　　　　　平成26年7月10日～14日
　・開催場所　　　　　　　北愛国交流広場

第9回日本モビリティ・マネジメント会議の開催 500 500 公共交通等の多様な交通手段の利用を推進するため、日本モ
（新規） ビリティ・マネジメント会議を開催

・開催日○　　　　　　平成26年7月25日～26日
・開催場所　　　　　　とかちプラザ
・参加者数　　　　　　約350人

※同会議の日程に合わせた十勝の特産品の物産展を開催

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

特殊舗装整備事業 336,700 303,000 33,700 特殊舗装打替工事 一部平成25年度3月補正予
市債 ・西21南2・31号線　外　　　　　　L=5,720m 算で債務負担行為新規設

303,000 定：70,000千円
オーバーレイ工事

・上帯広・基松西1線線　外　　　L=1,870m

道路側溝整備事業 43,400 39,000 4,400 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水桝新設）
市債 ・西16条北2・23号線　外 　　　　L=0,380m

39,000

生活道路整備事業 820,930 736,930 84,000 施　　行　　区　　間
雑入 別府・空港南町西9号線 別府町南14線 L=100m、W=8.5m

53,530 西17北2・1号線 西17条北2丁目 L=290m、W=12m
市債 西18南3・1号線 西18条南3丁目 L=117m、W=16m（完了予定）

683,400 西11条南乙線 西11条南14～15丁目 L=241m、W=20m
西19南5・2号線 西19条南5丁目 L=225m、W=12m(完了予定)

西20南5・2号線 西20条南5丁目 L=115m、W=12m
南25丁目西線 大通南25丁目～西1条南25丁目 L=106m、W=20m
西8号北甲線・北乙線 西19条北2～3丁目 用地、補償
鉄南火防線 西4条南17丁目～東3条南24丁目 L=699m、W=27.27m（完了予定）

農村地区生活環境整備 川西地区・大正地区 L=1,900m
市道現況調査

一部平成25年度3月補正予
算で債務負担行為新規設
定：117,000千円

橋りょう長寿命化事業 91,000 87,300 3,700 橋りょう長寿命化計画に基づく、劣化状況に応じた計画的な
国庫補助金 点検、補修

54,600 ・詳細設計　　　　　13橋
市債 ・補修工事　　　　　14橋

32,700

路　　線　　名　　等 事　業　予　定

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

交通安全施設整備事業 36,000 20,300 15,700 歩道の整備
市債 施　　行　　区　　間

20,300 南26丁目西線 西5条～西6条南26・27丁目
飛行場南線 南町南8線 L=210m、W=2.5m

都市計画道路整備事業 721,300 692,900 28,400 施　　行　　区　　間
国庫補助金 玄武通 西16条北2丁目～西15条北7丁目 L=252m、W=18m、用地

427,800 東大通 東4条南3～5丁目 L=260m、W=20m、用地、補償（完了予定）

市債 木賊原通 西7条北4丁目～西12条北5丁目 L=151m、W=18m、用地、補償
265,100 青柳通 西9条南29～34丁目 調査、用地、補償

稲田町4号線 川西町西1線～稲田町西2線 L=284m、W=11.5m（完了予定）

大和通線 西16条南1丁目～西17条南1丁目 調査、用地、補償

公園整備事業 120,697 67,500 53,197 施　　行　　場　　所
国庫補助金 あおぞら児童公園 西22条南2丁目 園路・植栽・遊具施設等整備

29,400 豊成小記念広場 西5条南37丁目 芝生広場等整備
市債 中島霊園 西21～22条北5丁目 緑地整備

38,100 若葉の森 西17条南6丁目 用地取得（債務負担延長）
多目的広場（旧工業高校跡地）整備事業における帯広市土地
開発公社からの用地取得に係る債務負担設定期間の延長

・平成26年度まで　⇒　平成29年度まで

公園バリアフリー化事業 59,200 57,000 2,200 園路の段差解消や多目的トイレの設置など、公園のバリアフリー化 一部平成25年度3月補正予
国庫補助金 公　　園　　名 事　　業　　予　　定 算に計上（平成26年度に繰

29,600 南郷児童公園 園路・広場・トイレ等の整備 越）
市債 稲田第2児童公園 園路・広場・トイレ等の整備 16,000千円

27,400 緑ヶ丘公園 園路等の整備等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

路　線　名　等 事　業　予　定
L=187m、W=4.5m

路　線　名　等 事　業　予　定

公　　園　　名 事　業　予　定
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公園施設更新事業 21,700 20,550 1,150 公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の更新
国庫補助金 事　　業　　予　　定

10,850 南郷児童公園 遊具等の改築更新
市債 稲田第2児童公園 遊具等の改築更新

9,700 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24年度（補正）～27年度
・策定対象 133ヵ所（うち平成26年度調査 65ヵ所）

帯広の森整備事業 53,400 49,800 3,600 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、駐車場等整備

26,700 ・標識整備 案内標識一式
市債

23,100

公営住宅整備事業 517,307 515,234 2,073 団　地　名　等
国庫補助金 公営住宅建替

222,169 　・大空団地3街区
基金繰入金 　・（光1号棟） 建設工事　　平成26～27年度（継続費1年目）　2階建14戸

3,765
市債 ストック総合改善

289,300 　・大空団地3街区
　・（光2号棟） 建設工事　　平成25～26年度（継続費2年目）　4階建28戸
　・柏林台団地北町 ガス給湯設備改修
　・公園東町団地 EV改修、照明設備改修等

公　　園　　名

事　　業　　予　　定

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

消防庁舎等省エネルギー化事業 667 667 リースによる消防本部及び消防出張所の照明のLED化 債務負担行為設定
限度額：4,700千円
期間：平成26～34年度

十勝川水系利別川水防演習 1,470 1,470 水害発生時の消防団の迅速な活動及び団員の水防技術の向
上のため、北海道開発局が主体となって実施される水防演習
に参加

・実施日 　平成26年6月14日
・実施場所 　池田町池田大橋下流右岸
・参加人数 　消防団員　54人

消防救急無線デジタル化事業 2,238,473 2,238,384 89 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 平成25年度12月補正予算に計
雑入 成28年5月末であることから、デジタル化を実施 上（平成26年度に繰越）

2,097,684 ・無線機器、空中線等整備 平成26～27年度　　整備工事
市債 ・局舎・鉄塔等建設 平成28年度　　　　　運用開始

140,700 ※町村の5消防本部から事務を受託 ※一部空港事業会計で計上

高機能指令センター整備事業（新規） 16,805 16,727 78 指令センターについて、消防広域化に伴う整備を実施 平成27年度　　　　　整備工事
雑入 ・システム設計 平成28年度　　　　　運用開始

11,227 ※町村の5消防本部から事務を受託
市債

5,500

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

消 防 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

私立高等学校生徒授業料軽減事業（見直し） 7,519 7,519 国の就学支援金制度の所得制限導入及び支給額の見直し
・国 世帯収入の目安 ・市　世帯収入の目安

　250万円未満350万円未満　19,800円　⇒　24,750円 　　350万円未満
　250万円以上350万円未満　14,850円　⇒　19,800円 授業料から国・道の支給額
　350万円以上590万円未満　09,900円　⇒　14,850円 を控除した額（上限額5,000
　590万円以上910万円未満　09,900円（変更なし） 円）（変更なし）
　910万円以上910万円未満　09,900円　⇒　14,850円

特別支援教育補助員の配置（拡充） 2,016 2,016 ADHD（注意欠陥・多動性障害）やLD（学習障害）等の傾向を有 事業費総額　61,675千円
する児童生徒を抱え、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の増員

・補助員　 2人増

スクールバス運行事業（拡充） 5,019 5,019 児童生徒数の増加に伴うスクールバスの対応 事業費総額　137,596千円
・川西地区にマイクロバス１台追加運行
・清川地区スクールバスの補助席にシートベルト取付

特別支援学級の設置（拡充） 1,707 1,707 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

・知的学級新設（北栄小、第一中、第二中）

中等度の聴覚障害がある児童生徒が、言葉の聞きとりや話し
方などをはじめとする学習をすすめるため、難聴学級を設置

・難聴学級新設（明和小）

通常学級での活動では健康状態を保つことが困難な児童生
徒が、症状に配慮された環境で学習をすすめるため、身体虚
弱学級を設置

・身体虚弱学級新設（開西小）

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

教 育 費
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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 62,000 62,000 改築に伴う、校舎周辺の外構工事
・舗装、植栽

光南小学校 25,772 25,772 校舎屋根の屋上防水工事

帯広第八中学校 75,456 75,328 128 大規模改修（トイレ） 平成25年度3月補正予算に計上
国庫補助金 ・配管及びトイレ床等全面改修 （平成26年度に繰越）

18,928 ・多目的トイレの設置
市債 ・和式便器を洋式便器に改修

56,400

帯広第四中学校 34,971 34,971 校舎温水ボイラーの改修工事
・天然ガス化によるCO2削減

帯広市民バレエの公演 4,000 4,000 第3回帯広市民バレエ「くるみ割り人形」の公演
基金繰入金 ・開催日 　　　　　　平成26年12月14日（予定）

1,000 ・開催場所　　　　　帯広市民文化ホール大ホール
雑入

3,000

フードバレーとかちマラソン大会の開催 3,500 3,500 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する「2014フードバレー
とかちマラソン大会」の実施

・開催日　　　　　　 平成26年11月2日（予定）
・参加予定人数　　4,500人

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

ツールド・北海道の開催 500 500 国際自転車競技連合公認であり、日本唯一の本格的なステー
ジレースである「ツールド・北海道2014」の開催

・開催日　　　　　　　平成26年9月13日～15日

日本クラブユースサッカー選手権大会の開催 2,000 2,000 「第29回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会」の開催
・開催日　 　　　　　　平成26年8月15日～24日
・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　　　 48チーム
・参加選手・役員数/約1,400人

牛乳用保冷庫の配置（新規） 2,030 2,030 小中学校における給食用牛乳を適温で保管するため、全校に 債務負担行為設定
リースによる牛乳用保冷庫の配置 限度額：10,200千円

期間：平成26～31年度

新たな学校給食調理場の運営準備 51,073 51,073 新たな学校給食調理場へ移行した際、円滑に運営するための 平成26年11月稼動準備開始
準備経費

・テスト調理の実施　
・施設紹介用パンフレット・DVD作成　等

新たな学校給食調理場整備事業 2,862,081 2,646,396 215,685 新たな学校給食調理場の整備 平成26年度逓次繰越額　　　　
国庫補助金 　・本体工事　平成25～26年度（継続費） 74,930千円

177,196 　　建設場所　旧空港ターミナル跡地 一部平成25年度3月補正予算
市債 　　構造　　　　鉄骨造2階建 に計上（平成26年度に繰越）

2,469,200 　　延床面積　9,233㎥ 2,440,501千円
　・太陽光発電（50kW） 平成26年度当初予算計上
　・太陽熱温水設備 346,650千円
　・外構工事
　・消耗品・備品（初度調弁）

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

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 1,875,902 674,183 1,201,719 医療費の増、診療報酬改定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 ・賦課限度額の改定　

76,943 　後期高齢者支援金分　14万円　⇒　16万円
道負担金 　介護納付金分　　　　　 12万円　⇒　14万円

597,240 ・保険料法定軽減（2割、5割）対象世帯の拡大
⇒一人あたり保険料改定率（軽減拡大対象世帯除く）：約1.3% 1人あたり医療費　1.3％増見込

医療費自己負担に係る制度改正 平成25年度保険料改定率：
・70歳以上一般被保険者の一部負担金割合特例措置の段 約2.5％
・階的見直し（平成26年4月～）
・高額療養費制度の見直し（平成27年1月～）

医療費の適正化
・レセプト点検の一部外部委託化、点検手法の見直し
・特定健診受診率向上のため、個別通知手法を改善

後期高齢者医療保険料の改定 543,055 314,172 228,883 医療費の増、被保険者数の増等に伴う保険料の改定 ※事業費は一般会計繰入金
道負担金 ・保険料賦課割合の変更

314,172 　均等割52.5：所得割47.5　⇒　均等割55：所得割45
・保険料賦課限度額の改定
　55万円　⇒　57万円
・保険料法定軽減（2割、5割）対象世帯の拡大
・財政安定化基金（北海道）の活用（124億1,000万円）による
　負担抑制
⇒一人あたり保険料改定率（軽減拡大対象世帯含む）： 平成24年度保険料改定率：

約△1.56% 約2.5%

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

国 民 健 康 保 険 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 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

地域包括支援センター運営業務（拡充） 1,140 915 225 地域包括支援センターサテライト設置による相談体制の充実、 事業費総額　137,462千円
介護保険料 地域包括ケアの推進

240 ・サテライト　1ヵ所　⇒　2ヵ所（西帯広・開西圏域に開設） 平成25年度 東圏域開設
国庫補助金

450
道補助金

225

成年後見制度利用支援事業 13,928 12,114 1,814 市民後見人の養成及び活用、支援を行う後見実施機関として、
介護保険料 （仮称）帯広市成年後見支援センターを開設

1,929 ・開設時期　　平成26年4月
国庫補助金 ・開設場所　　グリーンプラザ

8,318 ・相談員の他、市民後見人養成研修修了者を後見センター
道補助金 ・支援員として委嘱し、後見などに係る相談・支援業務体制

1,814 ・を整備
雑入 ・後見が必要となる市民の増に対応した、市民後見人の継

53 ・続的な養成

簡易水道整備事業 24,100 24,100 給水戸数の増加による水圧低下区域（美栄町）における配水増
市債 補管布設工事の実施

24,100 ・管種　 　DIPφ 75mm
・布設延長　　1,240m
・給水戸数　　　　7戸

簡 易 水 道 事 業 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

介 護 保 険 会 計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

農村下水道整備事業 54,682 50,902 3,780 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　　　　　　25基

8,502
市債

42,400

ばんえい競馬の開催 11,382,810 11,382,810 ばんえい競馬開催
収益事業収入 開催日　 153日 （H25 ： 153日）
10,842,519 ナイター開催　 095日 （H25 ： 095日）

手数料 ・ばんえい競馬運営ビジョンの一部見直し
1,428 　 包括的事務委託の見直し

財産運用収入 　 払戻率弾力化への対応
120 　 収益確保策

寄附金
1

繰入金
19,000

市預金利子
1

雑入
519,741

ば ん え い 競 馬 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

農 村 下 水 道 事 業 会 計

24



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

名古屋線就航支援事業

空港着陸料の軽減 △ 938 938 名古屋線就航に伴う支援策として、着陸料を軽減
使用料及び ・現在本則の1/3軽減としている着陸料を3/4軽減に拡大
手数料 ・措置期間　5年

△ 938 ・運航数×　165席×18便（8月1ヶ月）

名古屋線利用促進事業（新規） 4,500 1,500 3,000 名古屋線就航に伴う支援策として、十勝管内や名古屋地域等 実施主体 とかち観光誘致空港
使用料及び においてキャンペーンやPR事業等を実施 利用推進協議会　あ
手数料 ・実施時期　平成26年4～8月

1,500 ・記念ツアー、キャンペーン事業、PR事業、招聘事業の実施、
・記念イベントの開催等

空 港 事 業 会 計

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

南町配水場改築事業 454,940 454,940 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2年目（平成25～27年度）
企業債 昭和28年給水開始施設

454,900 ・南町配水池(2池)及び受変電盤・ポンプ室等の改築
内部留保資金

40

中島配水場整備事業 21,200 21,200 中島配水区の安定供給を目的に、十勝中部広域水道企業団
企業債 からの受水へ切り替えるための実施設計委託の実施

21,200 ・工事期間　平成27～28年度（予定）

配水管整備事業 1,270,300 1,270,300 管路整備 一部平成25年度3月補正予算
企業債 ・第７次配水管整備事業 2,582 m で債務負担行為新規設定

920,300 ・管路近代化事業 11,292 m 333,700千円
内部留保資金

350,000

災害対策事業 2,243 2,243 災害対策備蓄資器材の充実
内部留保資金 ・応急給水用折りたたみコンテナ10台及び内袋

2,243

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

下水道長寿命化事業 170,000 166,692 3,308 管渠長寿命化事業
国庫補助金 ・長寿命化工事 1,400 m

52,000 ・TVカメラ調査 12,000 m
企業債 ・実施設計委託 1,000 m

95,500 ・第2期長寿命化計画策定
内部留保資金

19,192

公共下水道整備事業 385,040 385,040 汚水管整備 550 m 平成26年度末整備率
国庫補助金 雨水管整備 2,591 m 　汚水整備率 98.9%

110,000 　雨水整備率 69.4%
企業債 一部平成25年度3月補正予算

180,000 に計上
内部留保資金 （平成26年度に繰越）

95,040   45,900千円　
一部平成25年度3月補正予算
で債務負担行為新規設定
　50,200千円　

浸水対策下水道事業（見直し） 10,000 10,000 浸水想定地区のうち、河川への吐口整備に多大な事業費を要
国庫補助金 する排水区の整備方式を、吐口方式から浸透方式へ見直し

5,000 ・見直し対象排水区 帯広川第1排水区（バラト地区）
企業債 売買川第13排水区

5,000 札内川第2排水区
札内川第3排水区

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

終末処理場施設改修事業 569,790 569,779 11 帯広川下水終末処理場設備老朽化による更新
国庫補助金 ・中央監視装置更新工事 継続費2年目（平成25～27年度）

312,734 ・ボイラー設備更新工事
企業債 ・汚水ポンプ設備等実施設計

257,000
内部留保資金

45

不明水対策事業 20,000 20,000 雨天時における汚水管路への侵入水の調査 不明水対策対象区域 890ha
内部留保資金 ・不明水が多い地区のTVカメラ調査　　8,000 m

20,000

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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