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◆公衆浴場バス送迎（便数の減） 1,062 □廃止する負担金・補助金 ・(仮称)保健福祉センターの整備 130,375
北海道市町村保健活動連絡協議会 5

◆骨粗しょう症検診の委託化 375 十勝地区原爆被害者団体協議会 30 ・病院群輪番制病院整備事業（新規） 7,000
十勝健康まつり 30

○縮減する負担金・補助金 北海道地方食品衛生協会帯広支部 100
インフルエンザ予防接種 　ほか1件 1,360 公衆浴場衛生対策 1,500

○縮減する負担金・補助金
帯広市社会福祉協議会人件費 10,337
戦没者遺族援護事業　　ほか4件 446

◆独居老人訪問活動（回数見直し） 2,595 ◆敬老祝金支給、事務費 30,860 ・在宅介護支援センターの拡充 2,193
◆敬老会負担金の廃止 20,080 ◆ホームヘルプサービス負担軽減措置 12,025 ・介護予防事業の充実 23
◆米寿・白寿・百歳記念品の縮小 719 ◆高齢者生活管理指導員派遣の縮減 1,592 ・高齢者虐待防止ネットワーク事業（新規） 1,992
◆高齢者バス無料券交付事業 16,245 ・第三期帯広市高齢者保健福祉計画策定 300

○縮減する負担金・補助金 ・老人クラブ活動費の充実 4,360
友愛訪問活動 590 ・介護保険会計繰出金 58,589

・老人保健会計繰出金 86,378

◆心身障害者(児)交通費助成の縮小 5,733 □廃止する負担金・補助金 ・精神障害回復者交通費助成対象施設の増 872
◆重度身体障害者タクシー代助成の縮小 5,689 十勝自閉症児親の会 30
◆精神障害回復者交通費助成の縮小 662 福祉車両更新 300 ・オストメイト対応トイレの整備（新規） 6,238

障害児学童保育事業 100
○縮減する負担金・補助金 レスパイトサービス事業 50 ・とつた共同作業所運営費補助の増 1,100

精神障害者地域社会参加 　ほか2件 214

◆私立保育園・夜間保育所基準外措置費 4,385 □廃止する負担金・補助金 ・すずらん保育所移転改築 34,374
社会福祉施設連絡協議会 35 ・地域子育て支援センター設置 2,623

◆共同保育所運営費補助金の縮減 10,006 北海道保育園医協議会 4 ・へき地保育所・児童保育センター
　　　　　　　　　保育内容の充実 41,106

◆へき地保育所・児童保育センター ○縮減する負担金・補助金 ・児童保育センター待機児童対策 4,764
　　　　　　　指定管理者制度導入 81,348 北海道保育協議会 　ほか1件 441 ・認可保育所待機児童対策（新規） 2,520

・次世代育成シンポジウム開催（新規） 400

○縮減する負担金・補助金 ・アイヌ子弟高等教育支援 1,000
ウタリ組織育成・活動促進事業と ・カムイトウウポポ保存会活動支援 500
　　他地域との交流事業を統合 200 ・アイヌ民族文化情報センター機能整備 3,270
カムイトウウポポ保存会 140

○縮減する負担金・補助金 ・脳ドック、人間ドック助成拡大 4,675 （特財）
国保連合会十勝支部 6 ・国民健康保険会計繰出金 108,739

・第三期介護保険事業計画策定 1,177
・介護保険制度変更内容の市民周知 324

新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　などによる財政需要額

500,217209,294事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

保健・福祉・医療政策

保健・衛生

社会福祉

高齢者福祉

障害者福祉

児童福祉

アイヌの人たちの
福祉

社会保障

＊金額は一般財源ベース

　　　　（単位：千円）



　　

◆八千代牧場管理委託 2,469 □廃止する負担金・補助金 ・八千代牧場
天災資金利子補給 5 増飼事業 2,500
農作業受託組織育成事業 450 輸入精液取扱い拡充 132
十勝農業委員会連合会 98

・交換分合（拓成地区） 5,486

◆農業振興公社営農指導委託 1,266 □廃止する負担金・補助金 ・「大朝市」の開催（新規） 600 （基金）
休閑緑肥種子代補助 1,654 ・硝酸性窒素自主検査体制充実（新規） 60 （基金）
自給飼料安定生産事業 4,180 ・危機管理マニュアル作成（新規） 111 （基金）
地域農業研究所 50 ・地産地消推進手法研究（新規） 106 （基金）

・トレーサビリティ品目拡大調査 69 （基金）

◆農林業育成資金取扱機関事務補助
　　　手数料へ変更 2,350

◆畜産物加工研修センター管理運営委託 877

□廃止する負担金・補助金 ○縮減する負担金・補助金 ・畜産環境対策事業（新規） 1,000 （基金）
十勝圏有機農業推進協議会 2,000 病畜処理施設運営 5
食料・環境基盤緊急確立対策事業 221 ・クリーン農業推進 300
畜舎清掃事業 2,500
農業用廃プラスチック適正処理 1,000 ・環境負荷低減施肥管理モデル事業 200 （基金）
作物残土適正処理方法共同研究 500

□廃止する負担金・補助金 ・次期畑地帯整備事業（新規） 4,000
農村景観環境整備活動 1,500
農業農村振興対策協議会 7 ・田園空間整備事業
都市農村漁村活性化機構 50 とかち大平原交流センター関連 5,467
北海道簡易水道等環境整備協議会 5

・広野農村公園 3,200

◆畜産研修センター管理委託 1,900 ○縮減する負担金・補助金 ・畜産研修センター施設整備拡充 1,414
馬・肉豚共進会 27

新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　などによる財政需要額

22,49923,114事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

産　業　政　策（農 林 業）

生産基盤整備

良質食料生産の
推進
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農業推進

加工・流通
・販売促進

環境と調和した
農業推進

個性的な農村

文化を育む農村



　　

◆北愛国交流広場管理委託 2,146 ○縮減する負担金・補助金 ・新事業進出支援事業（新規） 6,000
帯広工業団体協議会 500

□廃止する負担金・補助金 ・(仮称)地場産業支援センター整備事業 10,055
北海道工業再配置促進連絡協議会 10 とかち帯広デザイン振興協議会
地域ニュービジネス委員会 100 　　ほか2件 105 ・北愛国交流広場整備事業 8,000
北海道経済国際化推進会議 200

○縮減する負担金・補助金 ・新事業進出支援資金保証料補給金（新規） 1,336
帯広市中小企業相談所 600 ・新規開業支援資金保証料補給金（新規） 891
新規開業支援資金利子補給 94 ・ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ資金等保証料補給金の拡充 11,317
帯広市商店街振興組合連合会 549

□廃止する負担金・補助金 ・中心市街地活性化推進事業の拡充 3,750 （基金）
北海道都市再開発促進協会 25
高齢者下宿催事事業補助 300 ・えきまえ四季彩広場支援事業 3,000 （基金）
北の屋台事業補助 300

◆ポロシリ自然いきいき体験事業の見直し 1,073 ○縮減する負担金・補助金 ・国際チャーター便誘致の拡充 1,000
十勝観光連盟コーディネート事業 3,650

□廃止する負担金・補助金 帯広観光コンベンション協会 9,929 ・帯広･十勝エリアツアー造成促進事業 500
グリーンフロンティアフェスティバル 800 とかち観光情報センター 2,200
大雪十勝広域観光開発協議会 300 岩内仙峡まつり 394 ・ラリージャパン支援歓迎 10,000

帯広のまつり推進委員会 2,954

◆労働相談員の見直し 400 ○縮減する負担金・補助金 ・学卒未就職者等就労促進支援（新規） 1,442
十勝地方職業病防止対策連絡協議会 23

□廃止する負担金・補助金 帯広地方職業能力開発協会 620
北海道労働協会 10 とかち勤労者共済センター補助 1,406
北海道季節労働者福祉協会 20 連合北海道帯広地区連合会 225
季節移動労働者障害保険補助 2 帯広地区労働組合総連合 15

自衛隊退職者雇用協議会帯広支部 15

○縮減する負担金・補助金 ・消費者被害予防教育講座の拡充 10
帯広消費者協会補助 216

◆空港管理業務委託 4,108 □廃止する負担金・補助金 ・空港駐車場整備 9,800
全国地域航空システム推進協議会 45

◆駐車場管理業務委託 2,902 バス補助ステップ装備補助 3,510 ・ハイジャック防止対策補助金の拡充 4,285

○縮減する負担金・補助金 ・川西地区新公共交通運行支援（新規） 5,273
「空の日」記念航空まつり共催 60

新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　などによる財政需要額

69,90939,806事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

産　業　政　策（商工業・観光振興）

工　　業

商　　業・
サービス業

中心市街地

観光・物産

労　　働

消費生活

総合交通体系



　　

○縮減する負担金・補助金 ・公園草刈回数増 4,488
全道都市公園整備促進協議会 10

◆花壇コンクール事業内容見直し 195 □廃止する負担金・補助金 ・緑化の推進
花のある街並み推進事業補助金 100 （重点地区推進計画書作成） 200

◆緑の健康診断員配置人数見直し 829
○縮減する負担金・補助金

チビッ子広場管理 　ほか1件 191

□廃止する負担金・補助金 ・市民協働による除排雪支援の拡充 3,949
雪センター 100

◆都市環境デザイン先進地調査の廃止 745 ○縮減する負担金・補助金
十勝大橋景観対策負担金 119

◆公害防止センター測定機器の見直し 1,435 □廃止する負担金・補助金 ・環境教育資料作成 1,230
環境ISO登録審査補助 3,393

◆環境ISO認証登録維持の見直し 902 グリーン購入ネットワーク 10 ・省エネルギービジョンの推進 307

◆家畜ふん尿運搬・散布業務の見直し 20 ○縮減する負担金・補助金
住宅用太陽光発電システム補助 538

・生ごみ堆肥化容器、
　電動生ごみ処理機購入助成拡充 2,100

・資源回収奨励金、協力金の拡充 9,142

・啓発活動の強化 550

新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　などによる財政需要額

21,9668,587事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

都　市　環　境　政　策

都市公園の整備

美しい花と緑の
環境づくり

道路の維持管理

都市景観づくり

自然環境保全

ごみの
減量化・資源化



　　

◆水辺の楽校（経費縮減） 300 □廃止する負担金・補助金 ・児童生徒の安全対策（新規） 1,189
帯広市中学校障害児学級職場実習 21

◆研究サポート・道内外等各種調査研究 518 非行対策（巡回補導） 800 ・生活介助員の拡充 5,959
教職員海外派遣補助 429

・多様な教育プログラム推進の拡充
○縮減する負担金・補助金 （自然体験学習、ふるさと学習） 1,572

肢体不自由児親の会 4
教職員体育大会 35 ・コンピュータ利用教育推進 6,690

・学校施設耐震化事業 19,900

□廃止する負担金・補助金
定時制課程授業料補助 164
全道事務職員協会 23
外国人講師受け入れ自治体国際化協会 75

○縮減する負担金・補助金
帯広畜産大学後援会 400

□廃止する負担金・補助金 ○縮減する負担金・補助金 ・給食食器、箸の更新 14,944
全国栄養士協議会 54 十勝管内学校給食研究協議会 2

新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　などによる財政需要額

50,2542,825事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

教　育　政　策（学 校 教 育）

小中学校教育

高等学校教育

高等教育
試験研究

学校給食



　　

◆高齢者学級指導者研修 ◆コミュニティ講座 ・市民大学講座の拡充 631
研修参加補助金の廃止 71 内容の見直し 65
引率の廃止 130 ・生涯学習コーディネーターの養成（新規） 260

□廃止する負担金・補助金
◆生涯学習推進委員視察交流 全国生涯学習市町村協議会 30

参加補助金の廃止 234

□廃止する負担金・補助金 ・子どものための地域づくり推進事業（新規） 1,200
北海道青少年育成協会 10
帯広市農業青年団体連絡協議会 70 ・子どもへの暴力防止教育プログラム拡充 68
日本ボーイスカウト北海道連盟
　 十勝地区協議会 50 ・子どもを育む環境づくり（新規） 182

◆女性国内研修 ○縮減する負担金・補助金 ・男女共同参画社会づくり拡充
国立女性教育会館研修補助と 婦人団体連絡協議会 50 　　　　　　（男女共同参画講座） 177
　　女性国内研修参加補助の統合 50 町内会女性部連絡協議会 10
引率の廃止 129

◆帯広叢書誌（経費縮減） 1,218 □廃止する負担金・補助金 ・新図書館におけるサービス拡充
北海道視聴覚教育振興協議会 5 図書購入の拡充 28,395

◆市民文藝誌発行 日本博物館協会 30 視聴覚資料の充実 7,000
部数・ページ数など見直し 436 北海道公民館協会・同十勝支部 61 雑誌、新聞の充実 399

少年少女発明クラブ 120 レファレンス機能の拡充 1,545
◆市民文芸賞（経費縮減） 8 図書館システムの構築、運用 13,949

○縮減する負担金・補助金
◆百年記念館郷土美術展（経費縮減） 98 とかちプラザコンサート委員会 ・子ども囲碁教室（新規） 40

ほか1件 111
・プラネタリウム星空コンサート（新規） 35

◆学校で美術館 □廃止する負担金・補助金 ・舞台制作人材育成事業（新規） 300
希望校一巡 793 北海道舞台塾in道東共催 1,500

・中学生伝統芸能鑑賞事業（新規） 1,400 （特財）
◆市民文化ホール管理委託 21,862 ○縮減する負担金・補助金

（文化・スポーツ振興財団） 文化・スポーツ振興財団文化事業共催 4,300 ・百年記念館埋蔵文化財センターの整備（新規） 3,199
帯広市民劇場 　ほか2件 400

◆体育指導員 □廃止する負担金・補助金 ・屋内スピードスケート場整備（新規） 49,360
派遣研修の見直し 327 北海道体育施設協会 10

◆体育施設管理委託 52,088 ○縮減する負担金・補助金
（文化・スポーツ振興財団） すぱーく帯広運営 3,846

帯広市体育連盟 　ほか5件 1,559

　新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　　などによる財政需要額

106,74089,671事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

教　育　政　策（生 涯 学 習）

生涯学習活動

青少年の
健全育成

男女共同
参画社会

生涯学習施設

芸術・文化

スポーツ



　　

◆市民相談員の配置（3→2名） 2,719 ○縮減する負担金・補助金 ・行政基本条例制定の検討 2,146
帯広市農業所得運営協議会 1,000

◆移動法律相談の廃止 312 たばこ販売事業 530 ・市民協働推進事業 902

◆納税貯蓄組合関係補助金の統合・縮減 15,603

◆住民活動推進（事務費見直し） 2,325 □廃止する負担金・補助金 ・自治活動費交付金の拡充 12,842
十勝コミュニティ運動委員会 15
道東都市町内会長大会参加 160 ・コミセンに協働コーナー設置 3,500

◆道内滞納者実態調査の見直し 617 ◆予算書等様式の見直し 820

◆国派遣研修の見直し 1,369 ◆明るい選挙推進活動の見直し 585

◆文書管理用品の再利用 948 □廃止する負担金・補助金
社会保険協会 13

◆職員研修委託の見直し 95 地方債協会 ほか2件 124
地方財務協会 40

◆市長交際費・旅費の見直し 1,500 英会話講習受講料 400

◆東京事務所経費の削減 199 ○縮減する負担金・補助金
職員福利厚生会交付金 7,802

◆新聞・雑誌・追録の削減 2,346 行財政調査会 　ほか4件 326

□廃止する負担金・補助金 ○縮減する負担金・補助金 ・留学生地域活動補助金 600
日高・十勝横断道路建設促進期成会 30 十勝情報化推進協議会 50
外国人留学生活動奨励補助 1,080 ・公共施設予約システムの整備 1,245
北海道テレコム懇談会 10

・北海道電子自治体プラットフォーム構築 14,489

◆消防職員被服の見直し 1,180 □廃止する負担金・補助金 ・自主防災組織の結成、防災資器材整備 5,000
帯広市防火管理協会 92

◆消防団活動報償費の見直し 3,230 十勝自動車安全協会 50 ・救急救命体制の充実 1,383

◆交通指導員被服の見直し 754 ○縮減する負担金・補助金 ・地域防災活動補助 3,230
帯広地区防犯協会連合会 45

新規・拡充事業、義務的負担の増
　　　　　　　などによる財政需要額

45,33746,369事務事業評価結果の予算への反映による財政効果額　

市 民 自 治 と 行 政 運 営

市民自治

コミュニティ
活動

効率的な
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広域連携
国際交流
情報化

防　災
交通安全


