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平成２８年度　各会計予算　総括表
(　)内は特殊要因（とかち広域消防事務組合分担金のH28とH27の差額1,609,249）を除いた額 　　　（単位：千円・％）

平成　２８　年度 平成　２７　年度

 会計名 予　 　算　 　額 予　 　算　 　額 増減率

83,731,000 81,807,000 1,924,000 2.4 

(82,121,751) (81,807,000) (314,751) (0.4)

国民健康保険会計 20,319,083 21,132,578 △ 813,495 △ 3.8 

後期高齢者医療会計 2,017,957 2,117,068 △ 99,111 △ 4.7 

介護保険会計 13,230,736 12,956,502 274,234 2.1 

中島霊園事業会計 61,939 62,415 △ 476 △ 0.8 

簡易水道事業会計 73,648 57,473 16,175 28.1 

農村下水道事業会計 131,480 118,575 12,905 10.9 

ばんえい競馬会計 14,789,105 12,960,297 1,828,808 14.1 

駐車場事業会計 101,138 104,020 △ 2,882 △ 2.8 

空港事業会計 1,098,922 577,876 521,046 90.2 

51,824,008 50,086,804 1,737,204 3.5 

収　入 5,726,461 5,994,815 △ 268,354 △ 4.5 

支　出 7,439,218 7,439,737 △ 519 0.0 

収　入 6,449,984 6,565,756 △ 115,772 △ 1.8 

支　出 7,732,111 7,878,607 △ 146,496 △ 1.9 

収　入 12,176,445 12,560,571 △ 384,126 △ 3.1 

支　出 15,171,329 15,318,344 △ 147,015 △ 1.0 

収　入 147,731,453 144,454,375 3,277,078 2.3 

支　出 150,726,337 147,212,148 3,514,189 2.4 

企　業　会　計　合　計

総 合 計

区  分 比　較　増　△　減

一 般 会 計

特 別 会 計 合 計

水道事業会計

下水道事業会計
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平成２８年度　一般会計当初予算　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 21,822,859 26.1 21,509,953 26.3 312,906 1.5 

10. 地 方 譲 与 税 1,076,940 1.3 923,913 1.1 153,027 16.6 

15. 利 子 割 交 付 金 28,343 0.0 39,498 0.0 △ 11,155 △ 28.2 

16. 配 当 割 交 付 金 161,122 0.2 77,518 0.1 83,604 107.9 

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 279,615 0.3 103,638 0.1 175,977 169.8 

18. 地 方 消 費 税 交 付 金 3,936,896 4.7 3,484,525 4.3 452,371 13.0 

20. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 3,906 0.0 3,959 0.0 △ 53 △ 1.3 

30. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 105,437 0.1 106,250 0.1 △ 813 △ 0.8 

35.
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

230,271 0.3 219,763 0.3 10,508 4.8 

37. 地 方 特 例 交 付 金 82,452 0.1 79,228 0.1 3,224 4.1 

40. 地 方 交 付 税 14,309,626 17.1 14,857,678 18.2 △ 548,052 △ 3.7 

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 31,091 0.0 28,317 0.0 2,774 9.8 

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 642,872 0.8 655,657 0.8 △ 12,785 △ 1.9 

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,565,359 3.1 2,466,403 3.0 98,956 4.0 

60. 国 庫 支 出 金 14,871,653 17.8 13,840,581 16.9 1,031,072 7.4 

65. 道 支 出 金 5,384,988 6.4 5,145,903 6.3 239,085 4.6 

70. 財 産 収 入 77,649 0.1 228,942 0.3 △ 151,293 △ 66.1 

75. 寄 附 金 2,001 0.0 2,001 0.0 0 0.0 

80. 繰 入 金 194,218 0.2 128,997 0.2 65,221 50.6 

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

90. 諸 収 入 13,032,624 15.6 11,404,459 14.0 1,628,165 14.3 

95. 市 債 4,891,077 5.8 6,499,816 7.9 △ 1,608,739 △ 24.8 

83,731,000 100.0 81,807,000 100.0 1,924,000 2.4 

平　成　２８　年　度 平　成　２７　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 363,090 0.4 401,501 0.5 △ 38,411 △ 9.6 

10. 総 務 費 2,282,013 2.7 2,539,950 3.1 △ 257,937 △ 10.2 

15. 民 生 費 31,808,393 38.0 30,033,660 36.7 1,774,733 5.9 

20. 衛 生 費 4,320,249 5.2 4,208,272 5.1 111,977 2.7 

25. 労 働 費 91,501 0.1 64,975 0.1 26,526 40.8 

30. 農 林 水 産 業 費 3,669,555 4.4 3,830,710 4.7 △ 161,155 △ 4.2 

35. 商 工 費 8,331,063 9.9 9,435,408 11.5 △ 1,104,345 △ 11.7 

40. 土 木 費 5,509,429 6.6 5,504,806 6.7 4,623 0.1 

45. 消 防 費 1,726,859 2.1 297,949 0.4 1,428,910 479.6 

50. 教 育 費 5,324,261 6.4 5,158,706 6.3 165,555 3.2 

55. 公 債 費 9,186,285 11.0 8,761,851 10.7 424,434 4.8 

60. 諸 支 出 金 1,418,405 1.7 1,367,045 1.7 51,360 3.8 

65. 職 員 費 9,659,897 11.5 10,162,167 12.4 △ 502,270 △ 4.9 

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

83,731,000 100.0 81,807,000 100.0 1,924,000 2.4 

平　成　２８　年　度 平　成　２７　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

新電力導入施設の拡大（拡充） 市有施設における新電力導入施設の拡大
　・導入施設数
　　　45施設　⇒　82施設

市ホームページのスマートフォン版トップ 350 350 スマートフォン等による閲覧に最適化した、市ホームページ
ページの追加（拡充） のトップページを追加

地域担い手育成事業（新規） 1,500 1,500 地域の担い手となる人材を掘り起こすことを目的に、
モデル地区となるエリアを選定し、地域担い手育成

　 講座を開催

コミュニティ施設整備事業

　（仮称）清流の里福祉センター建設事業 120,884 104,141 16,743 清流の里地区に新たな福祉センターを建設
国庫補助金 　整備概要

60,141 　供用開始時期　　　　平成28年12月（予定）
市債 　建設場所　　　　　　　清流西3丁目7番6

44,000 　敷地面積　　　　　　　1,500㎡
　構造　　　　　　　　　　木造平屋建
　延床面積　　　　　　　376㎡

コミュニティ施設耐震化事業 30,000 22,500 7,500 コミュニティ施設の耐震補強工事 コミュニティ施設の耐震化完了
市債 　・鉄南コミセン（大集会室　S造　延床面積　248.25㎡） 平成27年度3月補正予算で

22,500 債務負担行為新規設定
：30,000千円

備　　　　　　　考

総 務 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

国内姉妹都市相互交流事業 2,000 2,000 大分市との姉妹都市締結50周年記念事業として、訪問団
の相互派遣及びPR活動を実施
　・派遣事業　　平成29年2月初旬（3泊4日）  98人程度
　・受入事業　　平成28年11月初旬（3泊4日）  7人程度

国際姉妹・友好都市交流事業 6,425 6,425 マディソン市との国際姉妹都市締結10周年記念事業として
基金繰入金 訪問団の相互派遣及びPR活動等を実施

6,425 　・派遣事業　　平成28年10月下旬（4泊6日） 　15人程度
　・受入事業　　平成28年95月中旬（5泊6日）   07人程度
　・アート交流派遣事業   平成28年5月～6月　　5人程度

十勝・帯広国際協力拠点設立20周年記念事業 300 300 森の交流館・十勝、JICA北海道（帯広）、十勝インターナショ
基金繰入金 ナル協会の設立（設置）20周年を記念したイベントを実施

300 　・記念セレモニーの開催
　・記念講演会の開催

クリエイティブ人材移住促進事業 3,387 3,387 　 企画・マーケティング・デザイン等の専門的な知識やスキル 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 を持つ人材をターゲットにした移住の促進 予定（地方創生加速化交付金）

3,387 　・ヒアリング調査・分析
　・情報発信手法の検討

おびひろ応援寄附金収納環境の充実（拡充） 185 185 寄附しやすい環境づくり
　・インターネットによる寄附申込の導入
　・クレジットカードによる寄附の導入　　等

まちづくり基本条例の適合状況等の検討 954 954 市民参加によるまちづくり基本条例の適合状況等の検討
　・市民検討委員会の設置

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

公共施設マネジメント推進事業 7,202 7,202 長期的な視点で公共施設を計画的に管理・活用するため、
「（仮称）公共施設マネジメント計画」を策定
　・市民検討委員会の開催
　・計画（概要版）の印刷

川西合同庁舎耐震化事業（新規） 2,052 363 1,689 川西支所及び川西第一分団詰所を併設した川西合同庁舎の
国庫補助金 耐震診断

363 　・構造 　RC造、2階建　　
　・延床面積　　529.8㎡

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 577 577 災害時の応急活動等実践的な訓練の実施

　・地域防災訓練（夏季）、冬季防災訓練

《地域防災体制の充実》
　自主防災組織活動強化事業 1,000 1,000 地域防災力の向上等を図るため、町内会連合会等

の防災活動を支援

《避難場所等の機能強化》
　災害用備蓄品等の整備 2,020 2,020 災害用備蓄品の更新及び購入等

　・備蓄食料等の更新及び粉ミルク等の購入

個人番号カード交付事務 38,068 18,680 19,388 個人番号カードの交付事務
国庫補助金 　・平成28年度交付見込　           42,000枚

18,459
手数料

221

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

臨時福祉給付金

年金生活者等支援臨時福祉給付金 613,011 613,011 賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者に対する給付 一部平成27年度3月補正予算
(高齢者) 国庫補助金 　・給付対象者　　平成２７年度簡素な給付措置対象者のうち、 に計上

613,011 　・給付対象者　　平成２８年度中に６５歳以上となる者 ※一部総務費及び職員費で
　・給付額　　　　　一人につき　3万円 計上
　・給付対象者数　　約19,000人

臨時福祉給付金（簡素な給付措置） 153,298 153,298 低所得者に対し、消費税率引上げによる影響を緩和する給付 ※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 計上

153,298 　・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　3千円（平成27年度6千円）
　・給付対象者数　　約36,000人

年金生活者等支援臨時福祉給付金 75,000 75,000 賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金 臨時福祉給付金と併給
(障害・遺族基礎年金受給者) 国庫補助金 受給者に対する給付

75,000 　・給付対象者　　平成２８年度簡素な給付措置対象者のうち、
　・給付対象者　　年金生活者等給付金（高齢者）の受給者を
　・給付対象者　　除いた障害・遺族基礎年金受給者
　・給付額　　　　　一人につき　3万円
　・給付対象者数　　約2,500人

生活困窮者就労準備支援事業（新規） 3,748 2,498 1,250 様々な理由で直ちに一般就労に就くことができない生活困窮 被保護者就労準備支援事業と
国庫補助金 者に対し、就労に向けた基礎能力の形成を支援 一体的に実施

2,498 　・予定人数ー　　　10人程度
　・支援期間ー　　　3ヵ月～6ヵ月

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

帯広市手話言語条例の制定

ノーマライゼーション推進事業（拡充） 426 426 手話言語条例の制定に伴う記念講演会の開催、広報紙、出前 事業費総額：1,393千円
講座等による市民向け周知・啓発を実施 ※一部総務費で計上

障害者コミュニケーション支援事業（拡充） 1,736 225 1,511 聴覚・言語障害者の社会参加を支援する手話通訳者、要約筆 事業費総額：7,583千円
雑入 記通訳者派遣手当単価の増額

225 　・1時間当り1,000円　⇒　1,500円
通訳内容に応じた割増手当の新設
　・割増手当（1回）　　　　　1,500円

障害者日常生活用具給付事業（拡充） 924 924 重度障害者等に対する日常生活用具の給付対象用具の追加 事業費総額：53,176千円
　・追加対象用具
　・　パルスオキシメーター測定センサー
　・　パ基準額 64,800円（月額：5,400円）
　・　パ想定人数

要約筆記奉仕員養成講座（拡充） 240 240 要約筆記奉仕員養成講座充実のため、厚生労働省において 事業費総額：640千円
定められている応用課程の講座を新たに実施 基礎課程：32時間
　・講座時間　　　 20時間

軽度・中等度難聴児補聴器購入費支給事業 519 173 346 北海道の18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器購入助成 北海道助成基準
（拡充） 道補助金 開始にあわせ、補聴器購入助成対象を拡大 道、市、自己負担：各1/3

173 　・対象者　新生児から就学前児童1あ⇒118歳未満の児童
　・条件者　聴力：50ｄｂ以上70db未満1⇒130ｄｂ以上70db未満
　・自己負担　市民税非課税世帯　なし
　・自己負担　市民税課税世帯非　1割

備　　　　　　　考

15人程度

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

高齢者いきいき元気事業（拡充） 1,850 1,850 高齢者の交流と介護予防や趣味などのサークル活動の場を 平成28年12月開設予定
提供するため、（仮称）まちなか交流サロンを開設
　・運営手法　　　   事業を実施する運営協議会に補助

多子世帯・ひとり親世帯の保育料負担軽減 △10,450 10,450 多子計算に係る年齢制限の撤廃により、多子世帯の保育料を
（拡充） 負担金 第２子半額、第３子以降を無償化

△27,490 　・対象世帯　　　   年収約360万円未満の多子世帯
使用料 ひとり親世帯の保育料を第１子半額、第２子以降を無償化

△14,293 　・対象世帯　　　   年収約360万円未満のひとり親世帯
国庫負担金

20,889
道負担金

10,444

寡婦控除のみなし適用制度（新規） △1,012 1,012 税制上寡婦控除が適用にならない、未婚の母子・父子家庭に 住宅使用料についても適用
使用料 対し、保育料について寡婦控除を適用

△1,001
雑入

△11

認定こども園等施設給付業務（新規） 434,743 277,670 157,073 認定こども園及び、給付を受ける幼稚園に移行予定 認定こども園等については、
国庫負担金 の幼稚園５園に対して、給付を実施 私立幼稚園教育振興費補助金

147,374 一部廃止
道負担金 　・認定こども園　　第二ひまわり幼稚園 私立幼稚園就園奨励費補助金

130,296 　・給付を受ける幼稚園　聖公会幼稚園 廃止

　・認定こども園　　帯広の森、つつじが丘、ひまわり、

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

へき地保育所管理運営業務（見直し） 254,067 112,593 141,474 子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、へき地保育所の 債務負担行為限度額
負担金 認可化に向けた取り組みを段階的に推進 現行：874,900千円

23,297 　・職員の人員配置等の見直し 変更後：1,230,700千円
使用料 　・休日保育の無償化

4 　・保育料応能負担の導入
国庫負担金

59,528
道負担金

29,764

保育所育休退所制度の廃止（新規） 8,810 6,864 1,946 育休退所制度を廃止するため公立保育所の低年齢児受入れ
使用料 体制を確保

6,864 　・新設クラスー　　 2ヵ所
　・受入れ人数ー　　20人程度

児童保育センター整備事業 125,034 111,223 13,811 （仮称）第２緑ヶ丘児童保育センターの建設 平成29年1月供用開始予定
国庫補助金 　・建設場所 緑丘小学校敷地内 3クラブ開設予定

40,860 　・構造 木造2階建
道補助金 　・延床面積 405.76㎡

24,963 　・定員 120人
市債

45,400

（ 債 務 負 担 行 為 限 度 額 変 更 ）

事　　　　業　　　　内　　　　容 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

潜在看護師の就職支援 246 246 子育てなどを理由に離職した潜在看護師を対象とする、
「潜在看護師研修会」の受講者募集のための周知協力

・広告委託料
･一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団と連携実施

歯科衛生士科開設支援（新規） 10,000 10,000 平成29年度に歯科衛生士科を開設予定の帯広コア学園
に対し、校舎増築費の一部を補助

・3年制、定員30名（1学年）
・整備費総額　280,000千円

中学生に対するピロリ菌検査（新規） 1,524 1,524 中学3年生を対象としたピロリ菌検査の費用を負担 ※一部教育費で計上
・対象者数 約1,400人（うち希望者のみ）
・陽性率 約5％（導入済自治体を参考とした推計）

日本脳炎の定期予防接種（新規） 50,801 50,801 北海道にて日本脳炎予防接種の定期接種化
・対象者（優先すべき年齢）
　3・4・6・7・9・18～20歳に達する者 20歳未満であれば定期接種
・標準接種 （計4回接種） の対象
　1期接種 3 ～ 4歳 （3回）
　2期接種 　　　9歳 （1回） 日本脳炎とは

ブタがウイルスを保有し、蚊が
媒介
感染で中枢神経（脳・脊髄）の
疾患を発症
死亡率20～40％
全国では毎年2～9人発症
北海道での発症過去0人

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

衛 生 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

特定不妊治療費助成事業（見直し） 9,075 9,075 不妊治療における高額な費用の負担軽減を図るため、
北海道の助成制度に上乗せした助成の実施

H28年度より、北海道は助成対象年齢等を変更
・対象年齢
北海道 限度なし　⇒　43歳未満
帯広市 限度なし

新エネルギー導入促進事業（拡充） 420 420 新たな省エネ機器補助の開始
基金繰入金 ・HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）

420 　家庭で使うエネルギーを節約するための管理システム
　　家電などの使用量をモニター画面で見える化
　　機器のエネルギーを自動制御

・補助率 1/3
・上限 70千円
・補助件数 6件

PM2.5測定（新規） 424 424 北海道と協力しPM2.5（微小粒子状物質）を測定
　・設置場所 本庁舎水道棟　屋上
　・役割 測定機器のメンテナンス

測定データの収受
基準値超の際の注意喚起

　・市負担分 LANケーブル等設置費、電気料、
記録紙等消耗品

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

生ごみ堆肥化容器助成事業（見直し） 240 240 核家族化が進み、130ℓ未満の生ごみ堆肥化容器への助成
要望があることから、助成要件の見直し

・助成対象容器
　130ℓ以上⇒全てのサイズ
・助成金額（容器1個あたり）
　2,000円⇒購入金額の1/2（上限2,000円）

新し尿処理施設整備事業 351,783 345,564 6,219 十勝19市町村のし尿・浄化槽汚泥を十勝川流域浄化センター 平成26～27年度　
国庫補助金 で処理するための、し尿等受入・前処理施設整備 　基本・詳細設計

151,000 ・汚泥混合調整槽棟 平成28～29年度　
雑入 　　　　事業区分 基幹事業 　建設工事

141,764 　　　　事業主体 北海道 平成30年度　
市債 ・汚泥受入棟 　供用開始

52,800 　　　　事業区分 効果促進事業
　　　　事業主体 十勝環境複合事務組合

・処理量
　　　　し尿 16,425kl
　　　　浄化槽汚泥 18,250kl

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

子育て応援事業所促進奨励金（見直し） 7,500 7,500 育児休業制度の普及を図るため、育児休業を取得した労働者
を雇用する事業主に奨励金を支給

・男性の育児休業取得を促進するため、休業期間の要件緩和
　及び1企業1年度内の交付限度の見直し

　
・対象従業員の居住を要件化

UIJターン促進事業（見直し） 16,000 16,000 首都圏等から地方へ人の流れをつくる取組みとして、ＵＩＪターン
希望者への情報発信及び就業相談等を実施
　・ホームページや冊子による企業情報の発信
　・首都圏・道央圏からの招聘事業
　・テレビ会議システムを活用した就業相談（東京事務所）
　・地域人材確保・マッチング事業の活用

地域おこし協力隊によるＵＩＪターン促進体制 4,395 4,395 地域おこし協力隊を活用して取組みを強化
の強化（新規） 　・地域人材確保・マッチング事業の新規登録企業の開拓、

　　事業の周知、機能の充実

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

労 働 費

旧要件 新要件

休業期間 3ヶ月以上 10日以上

交付限度 1企業1年度5名まで
 1企業1年度5名まで
　但し女性は3名以下

旧要件 新要件

対象となる
従業員

勤務地・居住地は問わない
勤務地が帯広市内

または居住地が帯広市内
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

クリエイティブ人材ＵＩＪターン促進事業 10,610 10,610 企画・マーケティング・デザイン等の専門的な知識やスキル 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 を持つ人材をターゲットにＵＩＪターン促進事業へつなげるイベ 予定（地方創生加速化交付金）

9,530 ント等の実施
雑入

1,080

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

農用地等集団化（交換分合）事業 1,561 1,561 広野西地区（3年目　451ha）
　・北海道知事への認可申請
　・所有権移転嘱託登記　等

地産地消促進・安全安心対策事業（拡充） 4,000 4,000 管内の農協が取り組む十勝型GAPについて、生産現場への
導入を促進するとともに、審査認証制度を整備

制度融資事業

次世代農業の展開に資する資金制度の 320,640 320,000 640 地域農業の発展に資するため、資金制度を拡充
拡充 貸付金元利収入 　・ICTを活用した省力化・低コスト化農業の普及促進を図る

320,000 　・ため、農業者に対して、GPSガイダンス等導入に係る資金
　・を貸付
　・農業経営の安定化・大規模化等に資する貸付金制度の
　・拡充、要件緩和を実施

営農技術向上対策事業

ICTを活用した省力化・低コスト化普及事業 4,500 4,500 ICTを活用した高精度精密作業技術の普及による、農業の
（新規） 生産性向上を図るため、GPS基地局の整備を支援

高付加価値作物作付普及事業（新規） 1,968 1,968 輪作体系への新たな作物の導入に向け、新作物の作付拡大
に取り組む生産者等を支援するほか、さらなる新作物等の調
査を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

農 林 水 産 業 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

加工用馬鈴薯選別貯蔵施設整備（新規） 620,735 620,735 加工用馬鈴薯の作付面積拡大に対応した選別貯蔵施設の
道補助金 整備費用の一部について補助

620,735 　・実施主体　　　 帯広市川西農業協同組合
　・貯蔵能力　　　　7,200t

援農対策等推進事業（新規） 4,500 4,500 地域おこし企業人交流プログラムを活用した、農繁期等に
おける援農対策事業のコーディネートや、地域農業の魅力
発信事業等を実施

生乳生産安定対策事業（新規） 3,000 2,500 500 安全で良質な生乳の生産性向上や、酪農経営におけるゆとり
基金繰入金 の創出等を図るため、酪農家の負担軽減に対する支援を実施

2,500

黒毛和牛生産振興事業（拡充） 200 200 十勝和牛のブランド化や生産基盤強化に向けた、とかち帯広
和牛生産改良組合事業を推進

馬文化承継事業 2,000 2,000 0 北海道の開拓の歴史や文化における馬とのかかわりを後世に
基金繰入金 継承していくため、普及活動事業を支援

2,000

道営草地整備事業 51,211 51,008 203 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　200,000千円
道委託金 八千代牧場の草地、附帯施設を整備

1,028 　・農家　　　草地整備改良
雑入 　・牧場　　　草地整備改良、家畜保護施設、隔障物整備　等

1,480
市債

48,500

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

明渠橋健全度調査（拡充） 3,070 3,070 明渠橋の健全度調査 平成27年度調査：4橋
　・調査対象　　明渠橋10橋

道営農地整備事業 91,645 83,375 8,270 担い手の育成・支援と生産性・収益性の向上を図るため、 全体事業費　805,500千円
道補助金 農業基盤整備を実施

65,475 　・川西西2地区 道計画樹立、農業農村活性化計画・
市債 市町村高度化計画策定

17,900 　・大正北2地区 区画整理・暗渠・土層改良 調査
設計一式

　・川西北2地区 区画整理 16.0ha、暗渠 26.5ha、
土層改良 1.0ha

　・大正南地区 畑地かんがい（圃場施設） 9.1ha
区画整理・土層改良

　・川西中央地区 明渠 336.0m、区画整理 59.1ha、
暗渠 28.6ha、土層改良 36.0ha

　・大正中島地区 明渠 200.0m、区画整理 5.8ha、
暗渠 0.6ha、土層改良 12.7ha

林業担い手対策事業 3,000 3,000 市有林を活用した林業従事者の冬期間の雇用確保及び
作業技術継承による担い手の確保
　・つなぎ雇用　　作業員5人程度

市有林造成事業 51,303 47,319 3,984 第12次帯広市森林施業計画（平成28～32年度）に基づく整備
道補助金 及び平成25年10月の降雪により被災した森林の復旧

24,219 　・新植、下刈、地拵、間伐、受光伐、補植等
市債 　・被災森林の復旧

23,100

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

市有林収穫事業 8,371 18,947 △ 10,576 第12次帯広市森林施業計画（平成28～32年度）に基づく間伐材
財産売払収入 等売払

18,947 　・皆伐売払、間伐等売払等

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

フードバレーとかち人材育成事業 5,582 5,582 地域の経済発展に寄与する人材を育成するため、帯広畜産 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 大学と共同で、食・農畜産業分野での新製品開発や販路拡 予定（地方創生加速化交付金）

5,582 大などに関する実践的な講義や実習の実施

ものづくり総合支援事業（見直し） 4,520 4,520 新製品・新技術・新サービス開発、販路開拓、新分野進出 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 等を行う企業を支援 予定（地方創生加速化交付金）

4,520 　・事業化チャレンジ支援講座の新設　等

十勝・イノベーション・エコシステム 事業アイディアから事業創発までの創業・起業支援コーディネ
ートを一体で行い、様々な人材の混血型による事業創発を生
み出すことで、創業・起業の好循環を生み出す仕組の構築

起業家育成事業（新規） 7,264 7,264 講義、ワークショップ、フィールドワーク、メンター（先輩起業 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 家）との交流などを通じ、「創業」などの新たなことに挑戦する 予定（地方創生加速化交付金）

7,264 ための考え方の習得を目指すプログラム
　対象：10代～30代（学生、若手社会人、特に女性）

人材混血型事業創発（見直し） 18,360 18,360 地域金融機関を中心とした事業創発プログラム（とかち・イノ 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 ベーション・プログラム）の継続実施 予定（地方創生加速化交付金）

18,360 　・日本各地で革新的なビジネスを展開している経営者と十勝
　　の起業家・事業者等が触発する機会を提供

事業計画高付加価値化（新規） 4,013 4,013 先進的な知見を有するプロデューサー人材を招聘し、事業の 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 タネを磨き上げ、付加価値の高い事業計画作成を支援 予定（地方創生加速化交付金）

4,013 　・プロデューサー人材が選定した事業者との協働による商品
　　開発や販路開拓　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

（公財）とかち財団への支援強化（拡充） 7,500 7,500 「十勝・イノベーション・エコシステム」を推進するため、地域 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 内外の資源、人材、知見を融合させながら起業化・事業化 予定（地方創生加速化交付金）

7,500 を行うとかち財団のコーディネート機能を強化

フードバレーとかち構想推進事業

オール十勝での情報発信（見直し） 680 680 市民の「フードバレーとかち」に対する理解促進・認知度向上
の取組み

・ホームページによる情報発信の拡充
・企業向けパンフレットの作成（5,000部）

日本トップクラスの「食」のブランドづくり 機能性素材を活用した商品開発やマーケット調査などのこれ
の促進 までの取組みを活かし、「十勝にしかできない日本トップクラス

の価値」を創出し、ブランド力の向上と取引先のすそ野を拡大

日本トップクラスの「食」のブランドづくり 2,160 2,160 十勝産農畜水産物・加工品の付加価値を高めるため、国内
コーディネート事業（新規） マーケットをターゲットとし、地域事業者とのマッチングを見据

えた販路開拓の実施

商品流通コーディネート事業 3,780 3,780 「十勝・イノベーション・エコシステム」と連動し、地域事業者の
掘り起しやマーケター・デザイナー等とのマッチングを行うなど、
事業コーディネートの実施

日本トップクラスの「食」ＰＲ事業 491 491 十勝産農畜水産物・加工品を日本トップクラスの「食」のブラ
（新規） ンドに引き上げるため、首都圏でのＰＲを実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

食のまちづくり交流の推進（拡充） 400 400 富士宮市及びくまもと県南フードバレー協議会と連携し、イベ
ントの相互乗り入れなどによるフードバレーとかちのＰＲを実施

市場開拓・販路拡大事業

ＨＡＣＣＰ導入事例普及促進事業（新規） 2,359 2,359 中小企業のＨＡＣＣＰ導入モデルケースの成功要因や認証取
得による効果、支援制度などを網羅した事例集の作成

海外展開支援事業（見直し） 1,100 1,100 海外での販路拡大に向けた関係機関との連携
　・ＪＥＴＲＯ帯広相談窓口との連携強化
　・ＪＩＣＡ草の根技術交流事業等の支援

企業立地促進条例（見直し） 市内への新規立地と既存企業の設備投資を促すため、より
効果的な支援が出来るよう見直し

・対象業種に植物工場を追加
・増設に対する助成を追加
・食品製造機械等導入に対する助成加算を新設
・助成対象地域指定の廃止

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

工場等の新設・増設に対する助成 

 対象業種 要件 助成額 限度額 

製造業 

リサイクル工場 

新エネルギー電

気供給施設 

植物工場 

新設 投資額 2,000 万円以上 

   雇用増    5人以上 

投資額の 8％ 

10 万円(15万円)/人 

（市内居住者のみ） 

投資額分  

1 億 5,000 万円 

雇用増分 5,000 万円 

増

設 

投資額 2,000万円以上 

雇用増    2人以上 

投資額の 6％ 

10 万円(15万円)/人 

（市内居住者のみ） 

投資額分 1億円 

雇用増分 5,000 万円 

投資額 2,000万円以上 

雇用増 現状維持以上 

投資額の 4％ 

助成後 5 年以内の再申請

不可 

更新の場合は 10％以上の

能力向上必要 

加

算 
食品製造機械等への加算 該当投資額の 2％ 新設・増設限度額と合算 

※十勝型産業クラスター加算、工場見学施設加算は廃止 
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

海外3エリア合同プロモーション事業 6,000 6,000 釧路市、網走市と連携し、誘致の可能性が高い台湾を中心 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 に、国際チャーター便誘致のプロモーションを実施 予定（地方創生加速化交付金）

6,000

十勝フェスタへの支援（拡充） 500 500 十勝フェスタへの支援の拡充 負担金総額：7,500千円
基金繰入金 ・開催日時 　平成28年9月2日～4日 前回来場者　8万人

500 ・開催場所 　ＪＲ帯広駅周辺

観光案内サービス向上事業 1,412 1,412 とかちむらにおいて質の高い観光案内サービスを提供する
観光コンシェルジュの配置に対する補助

物産・観光情報発信推進事業 4,000 4,000 とかちむらの運営する統合サイトへの支援
　・物産販売や観光情報の発信等の実施

北海道うまいもんサミット出展事業（新規） 480 480 北海道新幹線開業後イベントの「北海道うまいもんサミット」
へ出展し、十勝の食と観光の魅力を発信
  開催時期：平成28年7月
　開催場所：ＪＲ函館駅周辺

道内中核都市連携協議会負担金（拡充） 200 200 道外観光客の集客を強化するため、ＰＲ事業拡充 負担金総額　1,400千円
　・道内中核6都市集客、周遊プロモーション
　・道外観光客向けのプロモーション
　・6都市の冬の魅力の発信　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

体験・滞在型観光推進事業（見直し）

ファーム・サイクル・ヘルスケアツーリズム 6,000 6,000 （ファームツーリズム）
　・平成27年度に首都圏等の20代、30代の女性を対象に実
　　施したモニターツアーの結果を活かしたツアー造成
　・ばん馬馬車の試験運行（帯広駅～競馬場間）
　・メディアを活用し、「食」「農業体験」などの地域資源のＰＲ

（サイクルツーリズム）
　・サイクリングガイド育成のための講演会
　・サイクリングＤＶＤ（ＰＲ映像）の製作

（ヘルスケアツーリズム）
　・「健康」をテーマにした夏季モデルコース造成

十勝アウトドアブランディング事業（新規） 10,000 10,000 十勝におけるアウトドアブランド化に向けた調査 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 　・現状分析、ニーズ調査、新たな観光メニューの開発等 予定（地方創生加速化交付金）

8,920 　・戦略事業の提案
雑入 十勝アウトドアＤＭＯ設立に向けた調査 平成29年度　

1,080 　・空間づくりの提案 十勝アウトドアＤＭＯ設立
　・ＤＭＯの提案

ＤＭＯ：多様な関係者と協同し
ながら、観光地域づくりを実現
するための戦略を策定し、その
戦略を実施する法人

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

企業人を活用した観光振興事業（新規） 10,000 10,000 企業から職員の派遣を受け、専門知識、人脈、ノウハウ 平成27年度3月補正予算計上
国庫補助金 等を活かし、帯広市の観光振興を図る 予定（地方創生加速化交付金）

10,000 　・人脈を活かした国内・海外プロモーション等での
　　エージェント訪問
　・十勝のアウトドア活動空間のブランド化に向けたＤＭＯ

の構築

台湾観光交流事業 2,000 2,000 十勝日台親善協会の観光交流事業に対する補助等
　・友好駅締結などの相互交流

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

除雪機械整備事業 31,998 29,484 2,514 官貸車の増車
国庫補助金 　・除雪トラック　　　　6台 ⇒ 7台

19,784
市債

9,700

特殊舗装整備事業 372,600 335,300 37,300 特殊舗装打替工事 うち景気対策事業
市債 　・柏・6号線　外　　　　　　　　　　　　 L=4,200m ：145,800千円

335,300 一部平成27年度3月補正
オーバーレイ工事 予算で債務負担行為新規
　・上帯広・基松西1線線　外　　　　　L=3,480m 設定

：70,000千円

道路側溝整備事業 54,700 49,200 5,500 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水桝新設） うち景気対策事業
市債 　・緑ヶ丘公園南・14号線　外　　　　　L=425m ：19,650千円

49,200

生活道路整備事業 325,900 290,750 35,150 施　　工　　区　　間
雑入 別府・空港南町西9号線 別府町南14線～空港南町南13線 L=100m、W=8.5m

2,850 西11条南乙線 西11条南10丁目 L=129m、W=20m
市債 南25丁目西線 西3条南25丁目 L=92.62m、W=20m

287,900 競馬場南・3号線 西15条南9丁目～南11丁目 L=250.25m、W=12m
西8号北甲線 西18条～西19条北2丁目 L=548m、W=12m
農村地区生活環境整備 川西地区・大正地区 L=1,618m
市道現況調査

一部平成27年度3月補正
予算で債務負担行為新規
設定　
：104,500千円

路　　線　　名　　等 事　業　内　容　等

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

橋梁長寿命化事業 437,500 419,700 17,800 橋梁長寿命化計画に基づく、劣化状況に応じた計画的な点検、補修
国庫補助金 施　　工　　場　　所

259,800 開西橋(上り線) 西23条南3丁目 L=94.60m、W=12.90m
市債 開西橋(下り線) 西23条南3丁目 L=94.60m、W=12.90m

159,900 愛国大橋 愛国町 L=602.00m、W=11.00m
南橋 西5条南31丁目 L=32.20m、W=20.60m
北先栄橋 広野町西1線 L=10.54m、W=10.50m
千鳥橋 拓成町 L=12.55m、W=4.20m
開広橋 西8条南5丁目 L=21.53m、W=9.80m
以平橋 以平町西11線 L=22.24m、W=7.80m
養鯉橋 西10条南9丁目 L=31.00m、W=8.30m
補修詳細設計 18橋
定期点検 112橋(直営点検含む)

都市計画事業推進業務（新規） 20,409 20,362 47 北海道が定める帯広圏の都市計画である「帯広圏都市計画区域の 平成29年度　基礎調査等
基金繰入金 整備、開発及び保全の方針」及び「帯広市都市計画マスタープラン」 平成30年度　素案検討等

20,362 の見直しに向けた現況図の更新等 平成31～32年度　見直し

みどりの資源利活用事業（新規） 432 10 422 庭木の剪定やゴミ処理費用の負担感軽減を図るため、家庭から
財産売払収入 出る剪定枝の無料受け入れ事業を実施

10 　　　帯広の森堆積場で家庭から出た剪定枝等を受け入れ破砕後、
　　　家畜敷料等として有効活用

交通安全施設整備事業 17,000 15,300 1,700 歩道の再整備
市債 施　　工　　区　　間

15,300 南26丁目西線 西6条～西8条南26丁目
平成27年度3月補正
予算で債務負担行為
新規設定　
：17,000千円

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

橋　　梁　　名　　等 事　業　内　容　等

路　線　名　等 事　業　内　容　等
L=250m、W=3.5～4.25m
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

都市計画道路整備事業 1,221,485 1,154,100 67,385 施　　工　　区　　間
国庫補助金 木賊原通 西10条北4丁目～西11条北5丁目 L=106.73m、W=18m、用地、補償

715,200 青柳通 西8条南30丁目～西9条南34丁目 L=130m、W=18m、用地、補償
市債 学園通 西15条南41丁目～稲田町基線 実施設計、調査

438,900 大和通線 西16条～西17条南1丁目 L=193.43m、W=14m、用地、補償
川西・稲田西2線線 西19条南42丁目～稲田町西2線 調査、用地、補償

道路ストック総点検事業 笹子トンネルの事故等を受け、国が策定した総点検実施要領に
基づく、道路ストックの点検及び補修

舗装補修工法検討 2,000 2,000 路面性状調査の結果により策定した修繕計画に基づき補修
工法を検討
　・工法検討4路線

道路標識点検 7,000 4,200 2,800 高所作業車を使用した近接目視・打音等による道路標識の点検
国庫補助金 　・点検内容　　　部材の腐食、亀裂、ボルトの緩み、基礎の腐食等

4,200 　・点検箇所　　　道路標識　134基

公園整備事業 62,968 43,433 19,535 施　　工　　場　　所
国庫補助金 新栄こばと児童公園 西15条南14丁目 園路・トイレ等の整備

21,133 北西第4児童公園 西16条北3丁目 設計委託
市債 中島霊園 西21～西22条北5丁目 緑地整備

22,300 若葉の森 西17条南6丁目 用地取得

公園バリアフリー化事業 60,300 58,050 2,250 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
国庫補助金 事　　業　　内　　容　　等

29,650 ばらと児童公園 園路・広場・トイレ等の整備
基金繰入金 北斗児童公園 園路・広場・トイレ等の整備

1,800 緑ヶ丘公園 園路等の整備
市債 中央公園 親水広場等の整備、案内板設置

26,600 めぐみ第1児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計
大和児童公園 園路・広場・トイレ等の実施設計

路　線　名　等 事　業　内　容　等

公　　園　　名 事　業　内　容　等

公　　園　　名

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

公園施設更新事業 113,900 111,150 2,750 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　　内　　容　　等

56,950 ばらと児童公園 遊具施設の改築更新
基金繰入金 北斗児童公園 遊具施設の改築更新

3,000 常盤児童公園 遊具施設の改築更新
市債 青柳児童公園 遊具施設の改築更新

51,200 中央公園 親水広場の改築更新
緊急遊具更新 老朽化が著しい遊具の緊急更新

帯広の森整備事業 77,700 72,850 4,850 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 駐車場・トイレ整備

38,350 　・標識整備 案内板等設置
市債

34,500

おびひろ住宅づくり奨励金（見直し） 20,000 20,000 定住、省エネ住宅普及対策として実施してきたおびひろ住宅づくり
奨励金について、内容等を見直し
　・事業期間 平成28年度（1年間）
　・補助額　　　　　　　　地域商品券　400千円⇒200千円
　・補助件数　　　　　　　130件⇒100件
　・申請者の要件　　　　夫婦どちらかが39歳以下

　⇒夫婦ともに39歳以下
　・所得制限　　　 世帯の総所得550万円以下

　⇒480万円以下

耐震改修促進計画の改定（新規） 4,409 4,406 3 耐震改修促進法の改正による建築物への規制強化と併せて、
国庫補助金 平成27年末で計画期間が終了した帯広市耐震改修促進計画

2,203 を改定
基金繰入金

2,203

公　　園　　名　　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

住まいの改修助成事業 20,000 20,000 住宅改修を促進し、地域経済の活性化と住宅環境の向上のた
め継続
　・事業期間 平成28年度（1年間）
　・補助額 地域商品券　50千円
　・補助件数 400件

14,000 7,000 7,000 UD住宅への改造を行う者に対する補助制度について、より事業
国庫補助金 目的に即した制度とするため、所得制限額を見直し

7,000 　・所得制限　　世帯所得800万円以下⇒550万円以下

空家等対策事業（新規） 3,000 733 2,267 空家等対策の推進に関する特別措置法に沿って、既存空家等
国庫補助金 の対策及び新たな放置空家等の発生抑制を検討

733 　・事業内容
　　　空家等の総合相談窓口の設置
　　　空家データベースの作成
　　　空家等対策計画（原案）の策定
　　　（仮称）空家等対策協議会の設置

地域優良賃貸住宅整備事業 45,068 45,000 68 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助
国庫補助金 　・子育て世帯向け 20戸（新規建設10戸、既存改良10戸）

22,500 　・高齢者世帯向け 10戸（新規建設10戸）
基金繰入金

22,500

備　　　　　　　考

ユニバーサルデザイン住宅普及促進事業（見直し）

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

公営住宅整備事業 332,763 328,980 3,783 団　地　名　等
国庫補助金 公営住宅建替

166,380 　・大空団地3街区（空） 除却、地質調査、基本・実施設計
市債

162,600 ストック総合改善
　・南東団地 手すり・緊急通報装置設置
　・緑央団地 手すり・緊急通報装置設置、段差解消
　・新緑団地 手すり・緊急通報装置設置、段差解消、外壁塗装
　・大正団地 手すり・緊急通報装置設置（実施設計）

事　業　内　容　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

消防団員報酬（拡充） 1,946 1,946 消防団員の報酬額を引き上げ、団員の処遇改善を図る 報酬総額　12,812千円
・報酬単価

 現　行      改定後
　 　団長　　 　　74,400円　⇒  85,800円
 　　副団長　　 60,000円　⇒  65,400円
 　　分団長  　　45,600円　⇒  58,800円
　 　副分団長　 38,400円　⇒  46,200円
 　　部長　　　　 32,400円　⇒  42,600円
 　　班長        　30,000円　⇒  37,800円
 　　団員　        27,600円　⇒  30,600円

消防車両整備事業 3,058 3,058 水槽付消防ポンプ自動車の更新 とかち広域消防事務組合分担金
　・配置場所　　　東出張所 　事業費源　52,058千円

　組合債源  49,000千円
　一般財源　03,058千円

救急車両整備事業 3,027 3,027 高規格救急自動車の更新 とかち広域消防事務組合分担金
　・配置場所 　　　本署 　事業費源　34,427千円

　組合債源　31,400千円
　一般財源　03,027千円

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

小中学校適正配置推進事業（拡充） 978 978 適正配置等にかかる基本的な方針の策定 平成29年度
　・市民検討委員会の設置 　方針に基づいた計画の策定

こども学校応援地域基金の創設（新規） 10,000 10,000 学校を核として活動するボランティアの取り組みに対しての
支援等を目的とし、地域住民や企業等からの寄附の受け皿
として基金を創設

子ども未来塾ICT機器整備（新規） 6,000 6,000 中学生を対象とした、地域住民の協力による学習支援のため
道補助金 のタブレットパソコン等ICT機器の整備

6,000 　3,000千円×2校

特別支援教育補助員の配置（拡充） 4,159 4,159 ADHD（注意欠陥・多動性障害）やLD（学習障害）等の傾向を 事業費総額　69,599千円
有する児童生徒への指導及び学級活動を支援するため、特別
支援教育補助員を増員
　・補助員　 4人増

スクールバスの更新（新規） 7,348 6,370 978 車両の老朽化及び児童生徒数の増加に伴う清川地区スクール
国庫補助金 バスの更新

3,670 　・平成5年式（小型バス）
市債

2,700

特別支援学級の設置（拡充） 665 665 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（自校方式への移行）　1校（栄小）

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

柏小学校 157,687 127,344 30,343 大規模改修（トイレ）
国庫補助金 　・和式便器の洋式化

36,844 　・省エネ機器への取替え・設置
市債 　・トイレ床、配管等改修

90,500

学校トイレの洋式化 14,000 14,000 小中学校の和式便器を洋式便器に改修
　・50基の改修

サピエ図書館事業（新規） 1,359 1,018 341 視覚障害者が健常者と同じように公立図書館からサービスの
国庫補助金 提供を受けられるよう、デジタル録音図書等の貸し出しができ

679 るサピエ図書館サービスの利用を開始
道補助金

339

おびひろ動物園ゆめ基金の創設（新規） 4,000 2,000 2,000 動物展示施設の整備や動物の購入等を目的とした基金の創設
寄附金

2,000

新たな総合体育館整備事業 37,105 37,105 新総合体育館の事業用地の取得等 ※一部土木費で計上
　・PFIアドバイザリー業務（2ヵ年契約、2年目）、用地取得費等
　　用地取得予定面積　1,340㎡

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

2016フードバレーとかちマラソンの開催 3,900 3,900 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
　・開催日　　　　　　平成28年10月30日（予定）
　・参加予定人数　　5,500人

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31回日本クラブユース選手権（U-15）大会の開催 東日本大震災に伴う影響により
　・開催日 　　　　　　　平成28年8月15日～24日 平成23年度より帯広市で開催
　・開催場所　　　　　　帯広の森球技場、帯広の森陸上競技場、
　              　　　　　　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1,500人

2017冬季アジア大会の開催（新規） 90,197 90,197 2017冬季アジア大会の開催（帯広ではスピードスケート競技の
開催）
　・帯広市開催日 　　平成29年2月20日～23日
　・開催場所　　　　　　明治北海道十勝オーバル

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 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
2,150,921 873,867 1,277,054 　⇒一人当たり保険料改定率：約2.1% 平成27年度保険料改定率：

国庫負担金 　　（保険料軽減一般会計繰入：257,586千円） 約2.3%
193,213 　　（基金繰入：50,000千円）

道負担金 　・賦課限度額の改定　
680,654 　・1医療保険分　　　　　　152万円⇒54万円

　・1後期高齢者支援金分117万円⇒19万円1185万円⇒89万円
　・1介護納付金分　　　　 116万円（据え置き）
　・法定軽減（2割、5割）の基準額改定
医療費の適正化
　・特定健診受診率向上のため、受診券記載内容を変更
　・特定保健指導実施率向上のため、医療機関等との連携の
　・強化、簡易化した初回面接プログラムの設定

後期高齢者医療保険料の改定 568,642 336,059 232,583 保険料の定時改定 ※事業費は一般会計繰入金
道負担金 ⇒一人当たり保険料改定率：△3.55% 平成26年度保険料改定率：

336,059 　（剰余金の活用により保険料を引き下げ） 約△1.56%
・賦課限度額　　57万円（据え置き）
・保険料法定軽減（2割、5割）の基準額改定

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

事　　　　業　　　　内　　　　容
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

潜在介護人材の復帰支援（新規） 300 300 今後の介護サービスの安定的な提供のため、様々な理由に
より離職している介護資格所持者の職場復帰を支援
　・復帰支援講習
　　　定員　　 15人（6日間）

総合事業移行に向けた準備 平成29年4月開始予定の総合事業の実施に向けた介護予防 総合事業
事業の見直し、制度の周知等 介護予防事業と介護予防給付

の一部を統合し、多様なサービ
介護予防事業（見直し） 49,997 43,748 6,249 介護予防事業を従来の行政が実施する介護予防教室から スを総合的に提供

介護保険料 自発的な健康づくりを支援する形へ移行
11,000 　・サークル参加につながる活動支援

国庫補助金 　　　実施数　　12ヵ所　5クール（1クール：8週）
12,499 　・介護予防サポーターの養成

支払基金交付金 　　　実施数　　15ヵ所　4クール（1クール：8週）
14,000

道補助金
6,249

介護予防・日常生活支援総合事業（新規） 8,224 1,683 6,541 リーフレット、広報による事業者、市民への制度周知
介護保険料 新たなサービス実施のためのシステム改修

423
国庫補助金

481
支払基金交付金

538
道補助金

241

備　　　　　　　考

介 護 保 険 会 計

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

地域包括支援センター運営業務（拡充） 1,162 935 227 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　163,103千円
介護保険料 地域包括ケアの推進 平成25年度 東圏域開設

255 　・サテライト　2ヵ所　⇒　3ヵ所（川北圏域に開設） 平成26年度
国庫補助金

453
道補助金

227

生活支援サービスの体制整備（拡充） 5,696 4,586 1,110 地域における互助の仕組みを充実させるため、生活支援サー 平成27年度 研究会設置
介護保険料 ビスのニーズと担い手となる地域資源の把握を行う生活支援

1,254 コーディネーターと生活支援サービスに関わる協議体を設置
国庫補助金 　・生活支援コーディネーター　　1人配置（市全域）

2,222
道補助金

1,110

在宅医療・介護連携推進事業（拡充） 512 412 100 在宅での医療と介護の提供体制の構築に向け、在宅医療に
介護保険料 関わる医療職と介護職等の多職種の連携を推進

112 　・在宅医療・介護連携推進協議会設立
国庫補助金 　・多職種連携会議・研修会の開催

200 　・情報共有ツールの活用に向けた検証
道補助金

100

認知症高齢者見守り事業（新規） 3,358 2,367 991 認知症初期の本人及び家族に対し、早期に適切な医療や
介護保険料 介護ケアを開始できるよう、認知症初期集中支援を実施

615 　・認知症初期集中支援チームの設置
国庫補助金 　　　関係機関　　大江病院

1,088 　　　チーム員　　サポート医、医療職、介護職各1名
道補助金 本人や家族等が交流できる認知症カフェを開設

544 　・開設数　　　　　8ヵ所
雑入

120

西帯広・開西圏域開設

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

施設更新基本計画の策定 10,180 10,100 80 災害に強い水道施設の構築、安全・安心な水の供給に向け、 事業費総額　16,578千円
市債 耐震診断を含めた中長期的な施設更新計画の策定 ※6,398千円は農村下水道

10,100 　・固定資産台帳整備 ＊会計で計上

減圧弁室更新事業 14,600 14,600 水道施設の老朽化による機器更新工事
市債 　・大正地区　２箇所（昭和51年築）

14,600

農村下水道整備 45,562 37,330 8,232 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　　　　　　20基

6,730
市債

30,600

農 村 下 水 道 事 業 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

簡 易 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

ばんえい競馬の開催 14,789,105 14,789,105 0 ばんえい競馬開催 平成27年度当初予算額
収益事業収入 　開催日　 152日 （H27 ： 152日） 12,960,297千円
14,026,124 　ナイター開催　 194日 （H27 ： 197日） 平成27年度12月補正後予算額

手数料 　・公正競馬の確保対策 14,207,910千円
1,365 　・報償費の増額、生産者対策

財産運用収入 　・情報提供の充実、来場者サービスの充実
477 　・更なるコスト削減、経済波及効果の試算

寄附金 　・収益確保策の強化
1

繰入金
40,000

市預金利子
1

雑入
721,137

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

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

帯広空港ターミナルビル機能拡充事業

利子補給による支援（新規） 500,000 500,000 旅客ターミナルビル増築にかかる費用に対して、地域総合
市債 整備資金貸付を活用した無利子資金の貸付を実施

500,000

　　　
帯広空港保安事業（新規） 3,240 3,240 旅客ターミナルビルの増築部分に新設される受託手荷物用

Ｘ線検査機器の購入費を補助

ＲＥＳＡ調査検討業務（新規） 4,029 4,029 ＲＥＳＡ（滑走路端安全区域）の設置が義務付けられたことに ＲＥＳＡ：航空機がオーバーラン
伴い、設置に向けた事前調査の実施 等をした場合に、機体の損傷を

軽減させ安全を確保するため
に必要な障害物の無い平坦な
区域

エプロン拡張事業

実施設計委託業務（新規） 17,280 17,000 280 国際チャーター便の受入れの制約を解消するため、エプロンの 平成27年度　基本設計
国庫補助金 拡張に向けた実施設計 　　　　　　　　　（土木・灯火）

11,520 　・ローディングエプロン拡張 平成29年度　拡張工事
道補助金 　　（大型ジェット機　2機→3機） 　　　　　　　 　照明灯工事

280 　・小型機エプロン新設
市債 　・誘導路新設

5,200

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

空 港 事 業 会 計

41



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

照明灯実施設計委託業務（新規） 9,720 9,550 170 エプロン拡張に伴い必要となる照明灯の実施設計
国庫補助金 　・ローディングエプロン　1基

6,480 　・小型機エプロン　2基
道補助金

170
市債

2,900

用地確定測量（新規） 1,966 1,966 ローディングエプロン拡張に伴い必要となる小型機エプロン 平成29年度　用地取得
新設用地の一部を測量・分筆

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

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

特定財源 一般財源

上下水道災害時支援協力員制度の創設 156 156 帯広市上下水道部の在職経験がある退職者を「災害時支援
（新規） 内部留保資金 協力員」として登録し、災害時の被害状況の把握や応急給水

156 体制の強化を図る制度を創設
　・登録見込人数　40人

配水管整備事業 921,400 921,400 管路整備 一部平成27年度3月補正予算で
企業債 　・第７次配水管整備事業 4,370 m 債務負担行為新規設定

721,400 　・管路近代化事業 7,446 m ：180,900千円
内部留保資金

200,000

インフラ基本計画策定事業 22,000 22,000 資産の状態を客観的に把握・評価することで、施設の効率的な

内部留保資金 管理運営を検討するとともに、中長期的な財政状況を考慮した

22,000 基本計画を策定

量水器整備事業（拡充） 252,829 252,829 共同住宅の私設メーター更新に係る費用について、共同住宅
内部留保資金 所有者負担から公費負担へ見直し

252,829 　・更新個数　7,376個

稲田浄水場設備機器更新事業 588,300 588,300 水道の根幹施設である稲田浄水場施設の老朽化対策として、 継続費2年目（平成27～29年度）
企業債 機器設備の更新を実施 総事業費　1,372,356千円

588,300 　・送配水ポンプ設備、受変電設備、送配水計装設備等

中島配水場整備事業 275,000 275,000 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 平成28年度末供用開始予定
内部留保資金 から受水するための整備の実施

275,000 　・工事期間　平成27～28年度

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 224,000 221,060 2,940 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化工事 2,370 m

80,000 　・TVカメラ調査 16,000 m
企業債 　・マンホール蓋調査 440 基

124,000
内部留保資金

17,060

公共下水道整備事業 482,500 482,500 汚水管整備 200 m 平成28年度末整備率
国庫補助金 雨水管整備 2,978 m 　汚水整備率 99.0%

80,500 　雨水整備率 70.7%
企業債 一部平成27年度3月補正予算に

394,200 計上（平成28年度に繰越）
内部留保資金 ：59,800千円

7,800 一部平成27年度3月補正予算で
債務負担行為新規設定
：43,700千円

浸水シミュレーション（新規） 23,000 23,000 0
国庫補助金

11,500
企業債

11,500

インフラ基本計画策定事業 15,000 15,000
国庫補助金

7,500
内部留保資金

7,500

資産の状態を客観的に把握・評価することで、施設の効率的な
管理運営を検討するとともに、中長期的な財政状況を考慮した
基本計画を策定

備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

効率的・効果的な雨水整備を目的とした浸水リスクの把握を行
うため、局地的な豪雨発生時の浸水状況の広がり方を解析
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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 139,181 138,518 663 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 　・濃縮汚泥ポンプ設備、計測設備等

73,500
企業債

62,300
内部留保資金

2,718

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考
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