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　　　（単位：千円・％）

令和　３　年度 令和　２　年度

 会計名 予　 　算　 　額 予　 　算　 　額 増減率

85,344,000 83,805,000 1,539,000 1.8 

国民健康保険会計 15,912,638 16,235,360 △ 322,722 △ 2.0 

後期高齢者医療会計 2,591,865 2,448,438 143,427 5.9 

介護保険会計 15,943,048 15,053,443 889,605 5.9 

中島霊園事業会計 54,158 61,646 △ 7,488 △ 12.1 

ばんえい競馬会計 40,508,948 29,087,268 11,421,680 39.3 

駐車場事業会計 39,172 78,976 △ 39,804 △ 50.4 

空港事業会計 2,443,719 △ 2,443,719 皆減

75,049,829 65,408,850 9,640,979 14.7 

収　入 5,541,451 5,530,063 11,388 0.2 

支　出 7,274,001 6,931,147 342,854 4.9 

収　入 6,203,638 6,245,278 △ 41,640 △ 0.7 

支　出 7,452,999 7,538,853 △ 85,854 △ 1.1 

収　入 11,745,089 11,775,341 △ 30,252 △ 0.3 

支　出 14,727,000 14,470,000 257,000 1.8 

収　入 172,138,918 160,989,191 11,149,727 6.9 

支　出 175,120,829 163,683,850 11,436,979 7.0 

令和３年度　各会計　予算総括表

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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　　　　　（単位：千円・％）

各会計 予算額の推移
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（単位：億円）

会計

年度 予　算　額 伸　率 予　算　額 伸　率 予　算　額 伸　率 予　算　額 伸　率

78,345,000 △ 2.5 43,687,321 2.2 14,026,044 10.8 136,058,365 0.2

77,911,000 △ 0.6 44,448,720 1.7 12,737,843 △ 9.2 135,097,563 △ 0.7

79,654,175 2.2 45,328,445 2.0 15,394,326 20.9 140,376,946 3.9

81,807,000 2.7 50,086,804 10.5 15,318,344 △ 0.5 147,212,148 4.9

83,731,000 2.4 51,824,008 3.5 15,171,329 △ 1.0 150,726,337 2.4

83,782,000 0.1 54,495,392 5.2 14,575,831 △ 3.9 152,853,223 1.4

82,744,507 △ 1.2 55,695,940 2.2 14,581,374 0.0 153,021,821 0.1

83,165,000 0.5 59,626,796 7.1 14,990,984 2.8 157,782,780 3.1

83,805,000 0.8 65,408,850 9.7 14,470,000 △ 3.5 163,683,850 3.7

85,344,000 1.8 75,049,829 14.7 14,727,000 1.8 175,120,829 7.0

※平成26年度、平成30年度は骨格予算を編成した年度であり、６月補正後の金額である

一般会計 特別会計 企業会計 全会計

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和３年度

令和２年度
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(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 21,644,155 25.4 22,742,254 27.1 △ 1,098,099 △ 4.8 

10. 地 方 譲 与 税 1,001,878 1.2 1,072,872 1.3 △ 70,994 △ 6.6 

15. 利 子 割 交 付 金 13,175 0.0 13,752 0.0 △ 577 △ 4.2 

16. 配 当 割 交 付 金 45,102 0.1 41,787 0.1 3,315 7.9 

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 54,922 0.1 19,911 0.0 35,011 175.8 

18. 法 人 事 業 税 交 付 金 130,662 0.2 152,923 0.2 △ 22,261 △ 14.6 

19. 地 方 消 費 税 交 付 金 4,218,936 4.9 3,899,893 4.7 319,043 8.2 

31. 環 境 性 能 割 交 付 金 37,083 0.0 61,090 0.1 △ 24,007 △ 39.3 

35. 国有提供施設等所在
市町村助成交付金 223,610 0.3 223,610 0.3 0 0.0 

37. 地 方 特 例 交 付 金 288,340 0.3 143,190 0.2 145,150 101.4 

40. 地 方 交 付 税 14,003,296 16.4 13,945,608 16.6 57,688 0.4 

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 24,506 0.0 24,401 0.0 105 0.4 

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 404,097 0.5 372,094 0.4 32,003 8.6 

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,253,364 2.6 2,263,058 2.7 △ 9,694 △ 0.4 

60. 国 庫 支 出 金 16,208,944 19.0 15,396,392 18.4 812,552 5.3 

65. 道 支 出 金 5,521,731 6.5 5,654,078 6.7 △ 132,347 △ 2.3 

70. 財 産 収 入 92,082 0.1 259,667 0.3 △ 167,585 △ 64.5 

75. 寄 附 金 286,780 0.3 1 0.0 286,779 28,677,900.0 

80. 繰 入 金 265,865 0.3 407,906 0.5 △ 142,041 △ 34.8 

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

90. 諸 収 入 11,954,264 14.0 12,064,059 14.4 △ 109,795 △ 0.9 

95. 市 債 6,671,207 7.8 5,046,453 6.0 1,624,754 32.2 

85,344,000 100.0 83,805,000 100.0 1,539,000 1.8 

令 和 3 年 度 令 和 2 年 度 比　較　増　△　減

合 計

令和３年度　一般会計　当初予算　歳入歳出総括表
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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 344,881 0.4 345,862 0.4 △ 981 △ 0.3 

10. 総 務 費 2,151,405 2.5 1,904,385 2.3 247,020 13.0 

15. ⺠ 生 費 32,265,530 37.8 32,447,864 38.7 △ 182,334 △ 0.6 

20. 衛 生 費 3,289,360 3.9 3,252,062 3.9 37,298 1.1 

25. 労 働 費 81,552 0.1 87,803 0.1 △ 6,251 △ 7.1 

30. 農 林 水 産 業 費 3,636,082 4.3 3,661,326 4.4 △ 25,244 △ 0.7 

35. 商 工 費 8,450,660 9.9 8,409,110 10.0 41,550 0.5 

40. 土 木 費 4,675,563 5.5 4,626,348 5.5 49,215 1.1 

45. 消 防 費 1,955,551 2.3 1,939,225 2.3 16,326 0.8 

50. 教 育 費 6,831,313 8.0 6,233,622 7.4 597,691 9.6 

55. 公 債 費 8,724,812 10.2 8,375,886 10.0 348,926 4.2 

60. 諸 支 出 ⾦ 1,580,086 1.8 1,534,854 1.8 45,232 2.9 

65. 職 員 費 11,317,205 13.3 10,946,653 13.1 370,552 3.4 

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

85,344,000 100.0 83,805,000 100.0 1,539,000 1.8 

令 和 3 年 度 令 和 2 年 度 比　較　増　△　減

合 計
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一 般 会 計　市 債 の 状 況

市債残高の推移

（単位：億円）

（単位：億円）

市債発行額の推移

677 665 664 645 608 577 547 518 499 496

276 289 299 307
310

313
316

313 320 321

953 954 963 952 918
890 863

831 819 817

0

200

400

600

800

1,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2見込 R3見込

臨時財政対策債等

通常債

55 51
59

35
22

28 28 26
36 35

30
32

31

29

24
26 26

21

32 32

85
83

90

64

46
54 54

47

68 67

0

20

40

60

80

100

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2見込 R3見込

臨時財政対策債等

通常債

※

5



一 般 会 計　基 金 の 状 況

基金残高の推移

（単位：億円）
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新しい未来 を切り拓くひと をつくる 総額 3,624,396千円持続可能 で活力ある地域経済 をつくる 総額 839,012千円

・公共施設の長寿命化 （536,282千円）

橋りょう、公園、公営住宅、火葬場、下水道

・道路舗装の補修【一部3月補正】

（504,400千円）

・とかち帯広空港の整備 （925,604千円）

誘導路・灯火の更新改良等

・浄水場等の施設整備 （373,945千円）

・終末処理場の施設改修【一部3月補正】

（419,700千円）

※1 事業費には2・3月補正予算による繰越（予定）額を含む ※2 ★新規事業、◎拡充事業 ※3事業費については総額を記載

備蓄 倉庫

国の第3次補正予算を活用した関連
事業については、現在、検討中

・インフラの整備【一部3月補正】（2,747,038千円）

道路、公園、上下水道の整備

・公営住宅の整備 （327,458千円）

大空団地4街区（丘）の実施設計等

・合併処理浄化槽の整備 （59,464千円）安心 して日常を過ごせるまち をつくる 総額 6,627,686千円

・BCG予防接種の個別接種対応 （8,025千円）

◎学校等網戸設置事業【3月補正】（24,005千円）

・ワクチンの接種【2月補正】 （90,276千円）

新型コロナウイルスワクチン接種に向けた体制整備

及び医療従事者等へのワクチン接種の実施

★キャッシュレス決済の導入【3月補正】 (23,252千円）

市税、使用料、保険料 等

★分散型備蓄倉庫整備事業 【3月補正】 (30,061千円）

★キャッシュレス決済の導入（453千円）

諸証明等の発行手数料

・空港事業の民間委託

（令和3年3月～）

★無料低額診療適用者に対する院外保険薬局の調剤処

方費用の助成 （5,535千円）

◎障害者相談支援体制の拡充 （12,800千円）

◎後期高齢者脳ドック定員の拡大 （2,754千円）

◎新エネ導入促進事業 （21,300千円）

◎農村地区の多面的機能の保全向上に対する支援

（194,598千円）

・明渠橋健全度調査 （2,244千円）

◎森林整備促進事業 （28,043千円）

・中島緑地の整備 （98,411千円）

・核兵器廃絶平和都市宣言30周年特別事業

（1,025千円）

・地域防災の強化 （164,359千円）

◎備蓄資材整備事業

★拠点備蓄倉庫建設事業

・耐震改修促進計画の策定 （2,035千円）

・消防車両の更新 （27,475千円）

・上水道等の災害対策 （29,174千円）

稲田浄水場の浸水対策、備蓄庫の整備、

備蓄資器材の購入

・フードバレーとかち構想の推進 （5,313千円）

十勝の食の高付加価値化、6次産業化の推進 等

・十勝・イノベーション・エコシステム （41,457千円）

フードバレーとかち人材育成

とかち・イノベーション・プログラムの実施

十勝ドリームマップ会議の開催

総合コーディネート機能の整備

・新事業創発の加速化 (20,450千円）

「LAND」の管理・運営

十勝ものづくり総合支援

・西3・9周辺地区の市街地再開発（708,012千円）

★ワーケーション推進事業 【3月補正】（16,764千円）

ポロシリ自然公園にWi-Fi環境等を整備

◎ＵＩＪターン促進事業 （2,555千円）

・地域マーケティング事業 （5,830千円）

・アウトドアDMO事業 （8,000千円）

・姉妹都市との周年記念事業 （7,003千円）

・フードバレーとかちマラソンの開催 （11,000千円）

・東京オリンピック聖火リレー関連イベント（1,000千円）

・東京パラリンピック採火式の開催 （300千円）

・東京パラリンピック合宿の受入 （11,328千円）

◎コミュニティ・スクール実施校の拡充 （822千円）

★おびＧＩＧＡ支援員派遣事業（1,260千円）

ICT機器の利活用のため各小中学校に支援員

を派遣

・小学校机・椅子の更新 （4,131千円）

◎学校図書資料の拡充 （52,000千円）

・学校施設の長寿命化 （2,183,857千円）

大空地区義務教育学校の整備【一部3月補正】

個別改修

・学校トイレの洋式化 （54,752千円）

★アイヌ文化とのふれあいゾーン形成事業

（15,491千円）

百年記念館のデジタルコンテンツ化 等

◎児童会館施設機能の拡充 （10,000千円）

ネットロープ遊具の導入 等

・動物園魅力アップ事業 （32,728千円）

★アザラシ舎の改修

◎園路の整備

◎認定こども園等への施設給付を拡充 （1,202,527千円）

◎公立保育所の整備 （9,800千円）

緑ヶ丘保育所の０歳児室を整備

◎養育困難な家庭に対する育児・家事支援 （1,440千円）

◎産後ケアの利用期間延長 （4,024千円）

・地域優良賃貸住宅の整備支援 （19,534千円）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

核兵器廃絶平和都市推進事業 1,025 1,025 核兵器廃絶平和都市宣言30周年特別事業等の実施
　・記念式典、パネル展等の開催
　　　開催時期　　令和3年8月（予定）
　・30周年記念誌の作成
　・帯広空襲体験者のDVD作成

キャッシュレス決済導入事業

市税・使用料・保険料等（新規） 23,252 23,252 非接触決済による感染症対策や利便性向上のため、市税等 令和2年度3月補正予算で計上・
国庫補助金 の納付にキャッシュレス決済を導入 繰越明許費設定

23,252 　・対象税目等 一部民生費及び諸支出金にて
　　　市道民税、固定資産税、軽自動車税、保育料、 計上
　　　公営住宅使用料、国民健康保険料、介護保険料、 地方創生臨時交付金を活用
　　　水道料金、下水道使用料

諸証明等発行手数料（新規） 453 453 利便性向上のため、市庁舎窓口での諸証明等発行手数料の
納付にキャッシュレス決済を導入
　・対象証明書等
　　　戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑証明、所得課税証明　等
　・対象窓口
　　　1階　諸証明窓口、2階　税証明窓口

地域防災強化事業

備蓄資材整備事業（拡充） 11,264 5,000 6,264 被害想定の見直しに伴う災害用備蓄品の追加整備
道補助金 　・備蓄品　　 アルファ米、サバイバルフーズ、毛布、

5,000 　　　　　　　　　アルミマット、生活用品　等

拠点備蓄倉庫建設事業（新規） 153,095 153,000 95 災害用備蓄品の一元管理に向け、新たな拠点備蓄倉庫を建設
市債 　・建設場所 西17条南6丁目（自衛隊官舎跡地）

153,000 　・構造 鉄骨造2階建
　・延床面積 1,080㎡

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

分散型備蓄倉庫整備事業（新規） 30,061 30,061 感染症対策に必要な物品等を各指定避難所において分散 令和2年度3月補正予算で計上・
国庫補助金 備蓄するための倉庫の整備 繰越明許費設定

30,061 　・対象施設及び延床面積 地方創生臨時交付金を活用
　　指定避難所（市街地）　41施設　42基　各約9.8㎡
　　指定避難所（郊外地）　 8施設　 8基　各約6.7㎡

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

無料低額診療調剤処方費用助成事業（新規） 5,535 5,535 経済的な理由により医療機関から無料低額診療事業の適用を 一部職員費にて計上
受けている帯広市民に対し、院外保険薬局の調剤処方費用を
助成
　・助成基準
　・○世帯収入が生活保護基準の1.2倍まで ⇒ 全額助成
　・○世帯収入が生活保護基準の1.4倍まで ⇒ 半額助成
　・資格期間 原則3ヶ月（最大6ヶ月まで延長）
　・事業開始 令和3年10月（予定）

障害者相談支援事業（拡充） 12,800 7,680 5,120 地域で暮らす障害者の相談内容の複雑化・多様化に対応する
国庫補助金 ため、一般相談支援事業所の社会福祉士等による相談支援機

5,120 能を拡充
道補助金 　・事業所数 4事業所

2,560 　・拡充内容 一般相談の充実（ワンストップ相談窓口）
潜在的要支援者・緊急時対応事案の把握

地域介護・福祉空間整備事業 4,320 4,320 介護保険施設の簡易陰圧装置の設置に対する支援
道補助金 　・地域密着型特別養護老人ホーム　1施設

4,320

認定こども園等施設給付事業（拡充） 84,361 57,725 26,636 私学助成幼稚園から施設型給付幼稚園に移行する施設に対し 事業費総額　1,202,527千円
国庫負担金 て給付を実施

31,095 　・移行予定園　帯広幼稚園
道負担金

26,630

備　　　　　　　考

民 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

公立保育所整備事業（拡充） 9,800 7,800 2,000 低年齢児の保育ニーズに対応するため、緑ヶ丘保育所の0歳児
市債 室を整備

7,800 　・受入開始 令和4年度
　・受入定員 6名
　・整備内容 調乳室・汚物用流し台、給湯設備　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

養育支援訪問事業（拡充） 1,440 960 480 養育困難な家庭や多胎児家庭に対して、育児経験を持つヘル
国庫補助金 パー等による育児支援や家事支援を実施

480 　・対象者　　　　 養育能力が獲得できていない若年産婦等の
道補助金 ・　　　　　　　　　  いる家庭

480 ・　　　　　　　　　  多胎児を出産し、援助者が不在の家庭
　 　・期間、回数　　概ね産後4ヶ月間程度、週1回程度

　　　

　　　
産後ケア事業（拡充） 327 163 164 産後の母親の身体的・精神的回復を促しセルフケア能力を高め 事業費総額　4,024千円

国庫補助金 るため、産後ケアの利用期間を延長
163 　・利用期間　　  産後57日未満　⇒　産後4ヶ月未満

　（未熟児等の場合　　産後4ヶ月未満　⇒　産後6ヶ月未満）
　　　
　　　

BCG予防接種事業（見直し） 8,025 8,025 感染症予防・拡大防止のため、BCGの予防接種を臨時的に集
団から個別接種に移行
　・対象者　  　　 0歳児（標準的な接種期間：生後5～8ヵ月）　
　・接種回数　  　1回
　・実施機関  　　保健福祉センター　⇒　市内医療機関

新型コロナウイルス予防接種事業 90,276 90,276 新型コロナウイルスワクチン接種に向けた体制整備及び医療従 令和2年度2月補正予算で計上・
国庫負担金 事者等へのワクチン接種の実施 繰越明許費設定

22,634 　・体制整備 一部総務費及び職員費にて計上
国庫補助金 　　　接種券印刷・発送準備、コールセンターの設置、

67,642 　　　管理台帳の作成・入力作業　等
　・ワクチン接種
　　　接種対象 　医療従事者等
　　　接種時期 　2月下旬開始予定
　　　接種場所 　基本型・連携型接種施設に該当する医療機関

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

新エネルギー導入促進事業（拡充） 21,300 4,550 16,750 家庭部門からのCO2排出量削減を推進するため、補助金の対
基金繰入金 象機器にエネファームを追加

4,550

火葬場整備事業 89,249 77,900 11,349 安定的な稼働の確保に向け施設の長寿命化改修などを実施
市債 　・火葬炉長寿命化（5・8号炉）

77,900 　・暖房設備改修　等

新中間処理施設整備費分担金（新規） 24,742 24,742 十勝管内19市町村の一般廃棄物の共同処理を行うため、新た 全体事業費　65,808千円
な中間処理施設を整備 （令和3年度　組合事業費）
　・事業実施主体　　十勝圏複合事務組合
　・市分担率　　　　　55.55％
　・実施内容　　　　　基本計画策定、生活環境影響調査　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

単位：千円

区分 補助対象機器 補助率 上限額 件数

継続 太陽光 1/10 50 100

継続 太陽光＋蓄電池 1/10 150 50

継続 エコキュート・エコジョーズ 1/10 30 240

継続 エコジョーズ＋ガスコージェネ

新規 エコジョーズ＋エネファーム

継続 木質ペレットストーブ 1/2 100 5

1/10 110 10

13



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

UIJターン促進事業（拡充） 2,555 2,555
78

　・マッチングプログラム
　　　就業体験、企業課題解決型プロジェクト等
　・地域交流イベント
　・PRサイトを通じた情報発信

備　　　　　　　考

労 働 費

潜在的な移住希望をもつ都市部の大学生等を対象に、十勝・帯
広への移住促進を図るためのマッチングプログラム等を実施

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

家畜運搬車両更新事業（新規） 9 9 八千代公共育成牧場で使用する牛の運搬車両の更新 債務負担行為設定
（令和3～9年度）
限度額：18,400千円
北海道市町村備荒資金組合譲
渡事業を活用

多面的機能支払推進事業（拡充） 10,733 8,049 2,684 地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理、農村環 事業費総額　194,598千円
道補助金 境の保全向上の取り組みに対する支援

8,049 　・地域活動組織数の増
　　　中島地区

明渠橋健全度調査 2,244 2,244 明渠橋の健全度調査
　・調査対象 明渠橋6橋

道営水利施設等保全高度化事業 163,285 150,485 12,800 担い手の育成・支援と生産性・収益性の向上を図るため、農業 全体事業費　1,266,880千円
道補助金 基盤整備を実施 （道営事業全体分）

114,485 　・川西北2地区 土層改良
市債 　・川西西2地区

36,000
　・大正北2地区 区画整理、暗渠・土層改良
　・大正南2地区 区画整理、用水施設（畑地散水型）
　・川西中央2-1地区 道計画樹立
　・帯広かわにし１地区 道計画樹立

森林整備促進事業（拡充） 28,043 28,043 国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等のため、 一部職員費にて計上
基金繰入金 森林環境譲与税を活用し、森林整備及び担い手確保等を支援

28,043 　・私有林の現況調査及び森林所有者に対する施業提案
　・私有林整備に対する補助
　・林相区分図等の作成による森林情報の整備　等

畑地かんがい（支線）、区画整理、暗
渠・土層改良、用水施設（畑地散水型）

（ 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

市有林造成事業 50,342 46,501 3,841 第13次帯広市森林施業計画（令和3～7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

24,301
市債

22,200

市有林収穫事業 5,617 23,162 △ 17,545 第13次帯広市森林施業計画（令和3～7年度）に基づく間伐材等
財産売払収入 の売払

23,162 　・皆伐売払、素材売払

林道等整備事業 24,992 23,745 1,247 平成28年度の台風により被害を受けた林道の復旧・改良工事
道補助金 　・石山第2線（清水町羽帯）

12,745
市債

11,000

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

十勝・イノベーション・エコシステム推進事業

フードバレーとかち人材育成事業 5,157 5,157

とかち・イノベーション・プログラム 16,000 16,000
基金繰入金

16,000

十勝ドリームマップ会議 5,300 5,300
基金繰入金

5,300

総合コーディネート機能整備事業 15,000 1,000 14,000
基金繰入金

1,000

新事業創発加速化事業

事業創発拠点事業 11,950 11,950
基金繰入金

11,950

十勝ものづくり総合支援事業 8,500 8,500
基金繰入金

8,500

十勝地域で新たな事業創発・起業を目指す人材が、地域外の
革新的な事業者などから新事業着想の刺激を受け、新事業の
構想を練り上げるプログラムの実施

事業創発へのモチベーションを向上させ、新たな人脈形成につ
なげるため、十勝の起業家人材と地域内外のイノベーターによ
る交流イベントを開催

十勝・イノベーション・エコシステムを推進するため、とかち財団
に起業希望者の総合的なコーディネートワンストップ窓口となる
コーディネーターを配置

創業・起業、事業創発を目指す地域の人材や支援者等が集
い、新たなチャレンジに向けた情報交換や勉強会等を行うこと
ができる拠点「ＬＡＮＤ」の管理・運営

十勝帯広におけるものづくり産業の発展を図るため、十勝地域
の中小企業等を対象として、製品開発から技術導入、販路開拓
までを総合的に支援

備　　　　　　　考

商 工 費

地域の創業・起業を目指す人材に対し、産官学金が連携した支
援体制を整備することにより、持続的な事業創出を実現するた
めの仕組みを構築

帯広畜産大学との共同事業として、食・農畜産業分野での新製
品開発や販路拡大などの実践的な講義や実習を行うことによ
り、地域の経済発展に寄与する人材を育成

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

地域マーケティング事業 5,830 5,830
基金繰入金

5,830 　・コアな十勝ファンの抽出
　・十勝ファンが参加できるプロジェクトの実施
　・ファンクラブの立ち上げ

フードバレーとかち構想推進事業 5,313 5,313 乳の価値向上の推進
　・十勝ヨーグルトプロジェクトの拡大
　・乳製品を活用した高齢者の健康増進

産業振興支援コーディネート
　・加工業・販売業との連携による付加価値向上
　・販路開拓事業のフォローアップ

大規模6次産業化の推進
　・関係機関と連携した加工用業務野菜の栽培技術の確立、
　　輪作体系への取り込みの検討及び事業者とのマッチング

西3・9周辺地区市街地再開発事業 708,012 708,012
国庫補助金

353,957 　・所在地 西3条南9丁目、西4条南8～9丁目
基金繰入金 　・施行者 アルファコート帯広西3・9地区開発株式会社

35,555 　・整備内容　 新築工事（店舗棟、自走式駐車場棟）、
市債 空地整備、解体工事

318,500

アウトドアDMO事業 8,000 8,000

　・基礎データの収集や観光客のニーズ等のマーケティング調査
　・各種メディアを活用した地域プロモーション

備　　　　　　　考

首都圏等の十勝ファンの知見などを地域に取り込み、地元企業
の取り組みや市の施策などに活かす仕組みの構築

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

中心市街地の活性化を図るため、旧イトーヨーカドービル及び
周辺施設の一体的な再開発事業に対する補助

十勝の観光戦略の策定に向けた、株式会社デスティネーション
十勝のマーケティング事業等に対する補助

18



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

ワーケーション推進事業（新規） 16,764 16,764
国庫補助金

16,764 地方創生臨時交付金を活用

国内姉妹都市相互交流事業 2,000 1,000 1,000
雑入

1,000 　・訪問事業
　　　令和3年11月12日～15日頃（3泊4日程度）　10人程度
　・受入事業
　　　令和4年1月下旬～2月上旬（3泊4日程度）　10人程度

国際姉妹都市相互交流事業 5,003 5,003 令和4年度　受入事業
基金繰入金

4,003 　・訪問事業
雑入 　　令和3年8月下旬（7泊8日間程度）　14人程度

1,000

空港整備事業 925,604 925,604 誘導路・灯火の改良工事等
国庫補助金 　・誘導路改良工事

614,000 　・誘導路灯火改良工事 150,000千円
道補助金 　・監視制御装置設置工事

15,350 　・実施設計　滑走路端安全区域（RESA）整備
基金繰入金

19,954
市債

276,300

一部令和2年度3月補正予算で
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

首都圏等の企業がワーケーションやリモートワークなどに取り
組むことができるよう、ポロシリ自然公園にWi-Fi環境や電源設
備を整備

令和2年度3月補正予算で計上・
繰越明許費設定

大分市との観光文化姉妹都市締結55周年記念事業として、訪
問団の相互派遣交流を実施

マディソン市との国際姉妹都市締結15周年記念事業として、訪
問団の派遣交流を実施
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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 289,300 260,300 29,000 特殊舗装打替工事
市債

260,300

一部令和2年度3月補正予算で
債務負担行為設定
47,000千円

オーバーレイ工事

道路側溝整備事業 28,400 25,500 2,900 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水枡新設）
市債

25,500

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

土 木 費

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

緑ヶ丘公園南・3号線 西8条南27丁目 L=115m、W=6m

緑ヶ丘公園南・24号線 西7条南31丁目 道路側溝改良調査

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

旧広尾道路甲線 大正東2線15号～17号 L=550m、W=7m

基松東1線・別府西6号線 別府西6号南18線 L=550m、W=6m

太平・美栄西7線線 美栄町西7線 L=550m、W=6m

桜木・14号・大正12号線 大正町東1線～東2線12号 L=550m、W=6m

富士・豊西西5線線 豊西町西5線19号～21号 L=1,100m、W=6m

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

大通・西1条仲通丁線 西1条南24丁目 L=110m、W=6m

緑ヶ丘・14号線 緑ヶ丘2条通3丁目 L=95m、W=5m

西13・15条北8丁目・9号線 西13条北8丁目 L=80m、W=4m

緑ヶ丘公園南・4号線 西8条南28丁目 L=125m、W=6m

柏・南10丁目仲通線 東11条南10丁目 L=163m、W=5m

大正・東2線線 大正町東2線 L=450m、W=3m

水光園東・4号線 東14条南3丁目～南4丁目 L=30m、W=5m

東3・4条仲通甲線 東4条南13丁目 L=120m、W=6m

東1・2条仲通乙線 東1条南18丁目 L=120m、W=5m

鉄道狭地・1号線 西13条南1丁目 L=120m、W=6m

南11丁目仲通線 西8条南11丁目 L=120m、W=5m

西16南6・15号線 西16条南6丁目 L=95m、W=5m

西20南4・29号線 西20条南4丁目 L=90m、W=5m

西20南4・10号線 西20条南4丁目 L=35m、W=5m

稲田町東・33号線 西7条南39丁目 L=90m、W=7m

南町南・1号線 西16条南37丁目 L=92m、W=5m
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

道路ストック修繕事業 215,100 214,760 340 道路舗装の計画的な補修
国庫補助金

127,560
市債

87,200

一部令和2年度3月補正予算で
計上・繰越明許費設定
212,600千円

道路新設改良事業 723,672 671,300 52,372
国庫補助金

172,200
市債

499,100

一部令和2年度3月補正予算で
債務負担行為設定
98,400千円

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

大和通線 西17条南1丁目 L=249m、W=14m、補償等

川西・稲田西2線線 稲田町西2線 L=209m、W=18m

西17北2・2号線 西17条北2丁目 L=170m、W=12m

大空町・9号線 大空町1丁目 L=108m、W=10m

大空町・14号線 大空町11丁目 L=98m、W=10m

(仮)西25南3・9号線 西25条南3丁目 用地測量等

競馬場南・西郊線 西13条南10丁目～西14条南11丁目 L=198m、W=12m

以平5号・幸福28号線 幸福町基線～東1線 L=110m、W=3m

泉・西8線線 泉町西8線 L=860m、W=6ｍ

農村地区生活環境整備 L=1,000m、W=6m

市道現況調査

路　線　名　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

白樺通線 西8条～西7条南10丁目 L=135m×2車線

西10号南線 西21条南2丁目 L=180m×4車線

西9号南線 西20条南4丁目 L=340m×2車線

東4条通線 東4条南23丁目～南25丁目 L=340m×4車線

南5線甲線 西17条南5丁目～南6丁目 L=240m×4車線

南町南・西6号線 西18条南39丁目 L=220m×4車線

柏・弥生通線 東11条南13丁目～南12丁目 L=50m×4車線
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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 253,500 242,900 10,600
国庫補助金

148,200
市債

94,700

交通安全施設整備事業 10,000 9,000 1,000 歩道の再整備
市債

9,000
令和2年度3月補正予算で債務
負担行為設定

街路整備事業 489,696 467,414 22,282
国庫補助金

279,514
市債

187,900 一部繰越明許費設定

45,857千円

公園整備事業

街区公園整備事業 2,860 2,630 230
国庫補助金

1,430
市債

1,200

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

南26丁目西線 西9条～西10条南27丁目 L=156m、W=4～5m

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

青柳通 西8条南32丁目～西9条南34丁目 L=20m、W=18m、護岸、用地、補償

学園通 西13条南41丁目～稲田町西1線 L=277m、W=26m～28m、補償等

18条通 西18条～西19条南3丁目 用地測量、物件調査

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

西11条橋 西11条南4丁目 L=28m、W=7m

西16条橋 西16条南1丁目 L=100m、W=19m

南1線橋 西22条南2丁目 L=96m、W=11m

緑園橋 緑ヶ丘3条通6丁目 L=17m、W=7m

愛国大橋 稲田町東2線 L=602m、W=11m

補修詳細設計 6橋

定期点検 100橋

公　　園　　名 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等

丘の町公園 西10条南14丁目 実施設計

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

西11条橋 西11条南4丁目 L=28m、W=7m

西16条橋 西16条南1丁目 L=100m、W=19m

南1線橋 西22条南2丁目 L=96m、W=11m

緑園橋 緑ヶ丘3条通6丁目 L=17m、W=7m

愛国大橋 稲田町東2線 L=602m、W=11m

補修詳細設計 6橋

定期点検 100橋

公　　園　　名 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等

丘の町公園 西10条南14丁目 実施設計
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

中島緑地整備事業 98,411 90,012 8,399 中島地区エコタウン整備エリアにおける緑地整備
国庫補助金

35,812
市債

54,200

公園施設更新事業 41,400 39,300 2,100 公園施設長寿命化計画に基づく公園施設等の更新
国庫補助金

20,700
市債

18,600

帯広の森整備事業 27,500 26,400 1,100 帯広の森の利活用のための整備
国庫補助金 　・築山周辺園路の整備　L=205m、休養施設の設置

13,750 　・十勝飛行場周辺の園路等整備　実施設計
基金繰入金

350
市債

12,300

耐震改修促進計画の策定 2,035 2,035 第3期耐震改修促進計画の策定
国庫補助金 　・計画期間　　令和3～7年度

1,017 　・耐震化状況の把握
基金繰入金 　・耐震化率の目標設定　等

1,018

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

公　　園　　名 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等

中島緑地 西21条～西22条北4丁目 用地取得、造成工事等

公　　園　　名 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等

大通公園 大通南20丁目

柏南第2児童公園 西18条南3丁目

北泉児童公園 西10条北3丁目

玄武第1児童公園 西15条北7丁目

やよい児童公園 西17条南3丁目

春駒第1児童公園 西20条南4丁目

協和第1児童公園 西19条南3丁目

つくし第1児童公園 西24条南1丁目

木製遊具等の更新
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

地域優良賃貸住宅整備事業 19,534 19,500 34 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　　新規建設15戸

8,775 　・地域優良賃貸住宅事業者選定委員会の開催
基金繰入金

10,725

公営住宅整備事業 421,271 421,171 100
国庫補助金

189,571
市債

231,600

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

団　　地　　名　　等 施　　工　　場　　所 事　業　内　容　等

市営住宅建替

 ・大空団地4街区 大空町9丁目 除却（1～3号棟）、実施設計（1・2号棟）

　　（丘）

ストック総合改善

 ・北郊団地 西14条南1丁目～南2丁目 エレベーター改修設計、改修

 ・若葉団地 西17条南6丁目 屋上防水

 ・新緑団地 西21条南4丁目 外壁塗装

 ・大正第二団地 大正町443番地 屋根改修
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

消防車両整備事業 27,475 26,500 975 消防ポンプ自動車を救助用資機材等を装備した小型動力ポン
市債 プ付積載車へ更新

26,500 　・配置場所　　　　　帯広第1分団

十勝川水系音更川水防演習 1,509 1,509 水害発生時の消防団の迅速な活動及び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する水防演習に参加
　・実施　　 　　　　　 令和3年6月19日予定
　・実施場所　　　　  音更川右岸河川敷パークゴルフ場上流 
　・参加人数　　　　  消防団員　55人

備　　　　　　　考

消 防 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

コミュニティ・スクール推進事業（拡充） 390 390 事業費総額　822千円

　・運営協議会設置数 12校7協議会 ⇒ 26校20協議会
　・協議会委員数 72人 ⇒ 202人

おびGIGA支援員派遣事業（新規） 1,260 1,260

　・各小中学校の巡回支援（各校2時間×年4回）　等

教職員住宅整備事業 24,660 19,650 5,010 老朽化に伴う教職員住宅の改築
国庫補助金 　・清川中教頭住宅

6,450 　　改築工事
市債 　・清川中校長住宅

13,200 　　地耐力調査

小学校机・椅子更新事業 4,131 4,131 老朽化に対応するため小学校の机・椅子を更新 債務負担行為設定
　・机・椅子2,510セット　7年リース （令和3～10年度）
　・小学校21校（3・4年生） 限度額　39,300千円

学校等網戸設置事業（拡充） 24,005 24,005 学校等における教室の換気効果を高めるため、特別教室等の
窓に網戸を設置

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

令和2年度3月補正予算で計上・
繰越明許費設定

学校運営に保護者や地域住民が参画する「コミュニティ・スクー
ル」導入校の拡充

教職員のICT活用による指導力の向上や情報教育の充実を図
るため、支援員を派遣

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

教 育 費

区分 学校数 枚数 設置場所

小学校 23校 624枚

中学校 13校 502枚

南商業高校 － 38枚

適応指導教室 － 3枚 －

特別教室等
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

学校図書資料整備事業（拡充） 52,000 52,000

　・小学校 図書資料 約24,000冊、書架 56台
　・中学校 図書資料 約8,000冊、書架 14台

学校施設長寿命化改修事業

個別改修事業 44,549 18,900 25,649 各学校における劣化状況が著しい部位の改修
市債 　・校舎の外壁改修（広陽小）

18,900 　・受変電設備の更新（稲田小）
　・屋内体育館の屋根葺き替え（開西小）

大空地区義務教育学校整備事業 2,139,308 1,965,645 173,663 大空小学校と大空中学校を統合した施設一体型義務教育学校 継続費2年目（令和2～3年度）
国庫補助金 の整備

750,045 　・整備予定地　　大空中学校
市債 　・整備内容

1,215,600 　　　既存校舎・体育館の長寿命化改修及び増築
　　　地域活動スペースの設置（コミュニティ・スクールの推進）

義務教育施設整備事業
　

学校トイレ洋式化事業 54,752 41,000 13,752 小・中学校及び南商業高校の和式便器を洋式便器に改修
市債 　・改修基数　　162基

41,000

煙突用断熱材除去事業 55,680 52,800 2,880 煙突用断熱材の石綿対策工事
市債 　・実施校　   2校（緑丘小、柏小）

52,800 　・気中濃度測定において石綿の飛散なし

ボイラー改修事業 107,200 107,200 老朽化したボイラーの改修
市債 　・実施校　 3校（啓西小、つつじ小、第一中）

107,200 　・天然ガス化によるCO2削減

逓次繰越予定額含む
一部令和2年度3月補正予算で
計上
令和4年度　  4月開校予定

子どもの読書環境充実のため、国の基準冊数に対する蔵書率
が100％となるよう学校図書資料を整備するとともに、配架する
ための書架を整備

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

アイヌ文化とのふれあいゾーン形成事業

百年記念館常設展示室デジタルコンテンツ 12,914 10,331 2,583
化事業（新規） 国庫補助金

10,331
　・常設展示室のWi-Fi環境整備（7箇所）
　・多言語モバイルガイド制作（日本語・アイヌ語他4言語）
　・リウカHPのリニューアル

野草園看板等更新事業（新規） 1,389 1,111 278
国庫補助金

1,111 　・更新看板 大型案内看板、園内案内看板　等
　・表記 日本語・アイヌ語他1言語
　・看板等のQRコードから、リウカHP等のデジタルコンテンツ
　　に連携

動物園解説パネル制作事業（新規） 1,188 950 238
国庫補助金

950 　・対象動物 エゾシカ、エゾフクロウ　等
　・表記 日本語・アイヌ語他1言語
　・パネルのQRコードから、リウカHP等のデジタルコンテンツ
　　に連携

児童会館施設整備事業

プラネタリウム更新事業（新規） 447 447 プラネタリウム機器の更新等 債務負担行為設定
　・運用開始 令和4年4月 （令和3～13年度）

限度額　53,200千円

施設機能整備事業（拡充） 10,000 10,000

　・科学展示室　　　　 　  　　簡易科学実験体験ブースの設置
　・第二講堂（木の遊園地）　ネットロープ遊具の導入　等

アイヌ文化に深い関わりを持つ植物や周辺施設への案内を表
記した看板等を更新

アイヌ文化に深い関わりを持つ動物の生態を解説するためのパ
ネルを設置

（ 債 務 負 担 行 為 設 定 ）

子どもの知的好奇心や探求心を喚起するため、屋内での学びと
遊びの機能を拡充

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

アイヌ民族への理解促進や文化の普及・啓発を図るため、外国
人来訪者や児童生徒の学習に対応できるデジタルコンテンツ等
を整備
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

動物園魅力アップ事業

アザラシ舎改修事業（新規） 15,128 15,128
基金繰入金

1,528 　・「スプラッシュ演出」を狙ったステージの増設及びスロープ
市債 　　の改修　等

13,600

園路整備事業（拡充） 17,600 16,700 900 入園者が安全かつ快適に過ごすことのできる施設の整備 土木費にて計上
国庫補助金 　・園路整備 L=324ｍ

8,800
市債

7,900

2021フードバレーとかちマラソン開催事業 11,000 6,400 4,600
雑入

6,400 　・開催時期（予定） 令和3年10月下旬
　・参加人数（予定） 約6,000人

スポーツ大会・合宿等誘致事業

日本クラブユースサッカー選手権大会開催 2,000 2,000 第36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
事業 　・開催時期　 令和3年8月中旬 平成23年度より帯広市で開催

　・開催場所    帯広の森球技場・陸上競技場　他
　・参加チーム   48チーム
　・参加選手・役員　 　約1,500人

第94回日本学生氷上競技選手権大会開催 4,000 4,000 第94回日本学生氷上競技選手権大会の開催
事業（新規） 　・開催日 アイスホッケー　令和3年12月25日～29日

スケート（スピード・フィギュア）
　　　　　　　　 　a令和4年1月7日～9日

　・開催場所 明治北海道十勝オーバル　他
　・参加選手・役員 約1,400人

動物園の魅力アップに向け、老朽化しているアザラシ舎に代わ
り、使用していないアシカ舎を新アザラシ舎として改修

市民へのスポーツ機会の提供をはじめ、スポーツを通じた多様
な交流を促進することを目的としたマラソン大会の開催

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

東京2020オリンピック競技会聖火リレー 1,000 1,000
事業

　・開催日
　・実施主体

　・実施内容 聖火リレーセレモニーの開催　等

東京2020パラリンピック競技会採火式事業 300 300 東京2020パラリンピック競技会開催に伴う採火式の開催
　・開催日 令和3年8月12日～15日の間（1日）
　・実施主体

　・実施内容 採火イベント（火起こし）　等

東京2020パラリンピック合宿誘致事業 11,328 9,290 2,038
道補助金

9,290 　・受入国 アルゼンチン
　・受入期間 2週間程度
　・受入人数 水泳競技12人・スタッフ5～6人（予定）
　・地域交流内容

令和3年6月13日
東京2020オリンピック聖火リレー及びパラリ
ンピック採火式十勝・帯広実行委員会

東京2020オリンピック聖火リレー及びパラリ
ンピック採火式十勝・帯広実行委員会

東京2020パラリンピック参加国の合宿を受け入れ、ホストタウン
として地域交流事業を実施

パラリンピック採火式、福祉イベントへの参
加　等

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

東京2020オリンピック競技会開催に伴う聖火リレー関連イベント
の開催
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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 1,667,801 764,011 903,790 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 　・北海道から示されている納付金4,538,444千円

169,847 　　⇒基金繰入による保険料抑制　（49,210千円）
道負担金 　　　⇒帯広市一人当たり賦課額 136,346円

594,164

令和3年度の保険料率は、5月
に所得等が判明し次第算定

　・標準保険料率の賦課割合
　　49：32：19のまま据え置き
　　※令和6年度まで隔年で変更
　・賦課限度額及び保険料法定軽減（2割、5割）の基準額
　　令和2年度のまま据え置き

後期高齢者医療制度の運営 666,122 404,683 261,439 保険料特例軽減の見直し 事業費は一般会計繰入金
道負担金 　・低所得者の均等割軽減

404,683 　　H30：9割軽減該当者　　R1：8割軽減、R2以降：7割軽減
　　H30：8.5割軽減該当者　R2：7.75割軽減、R3以降：7割軽減
　・賦課限度額及び保険料法定軽減（2割、5割）の基準額
　　令和2年度のまま据え置き

後期高齢者脳ドック（拡充） 1,285 1,285 疾病の早期発見・重症化予防による被保険者の健康の維持増 事業費総額　2,754千円
進のため、脳ドックの定員を拡充
　　100人 ⇒ 200人

備　　　　　　　考

国 民 健 康 保 険 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

（単位：円）

保険料率 令和2年度 令和3年度 増△減

所得割 12.00% 11.47% △0.53%

均等割 43,120 43,660 540

平等割 38,760 39,730 970

一人当たり賦課額 134,704 136,346 1,642
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

介護保険事業計画に基づく保険料改定 14,683,156 12,603,967 2,079,189 第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に 事業費は保険給付費のみ
介護保険料 基づく、給付費等の増加による保険料の改定

2,845,194 　・現行5,790円 ⇒ 5,890円
国庫負担金 　・保険料抑制に係る措置

2,672,493 　　　介護給付費準備基金繰入　　816,000千円（3年間の総額）
国庫補助金

807,573
支払基金交付金

3,964,451
道負担金

2,099,532
繰入金

214,720
繰越金

1
延滞金及び過料

1
雑入

2

ばんえい競馬の開催 40,508,948 40,508,948 ばんえい競馬開催
収益事業収入

38,896,144
手数料

1,558
財産運用収入

948 　・公正確保対策の継続
寄附金   ・生産者支援

14,259 　・情報提供の拡充
繰入金 　　　インターネットを活用したPR動画の配信

1,083,516 　・厩舎新築及び厩務員用宿舎整備等への補助
市預金利子  　　　事業実施主体　十勝農業協同組合連合会

1
雑入

512,522

備　　　　　　　考

介 護 保 険 会 計

ば ん え い 競 馬 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

令和2年度 令和3年度

開催日 150日 149日

ナイター開催 94日 95日

準ナイター開催 26日 29日
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

ホームページのリニューアル 2,331 2,331 災害時等の迅速な情報提供や利用者の利便性向上のため、
内部留保資金 上下水道部のホームページのリニューアルを実施

2,331 　・スマートフォン切替や外国語翻訳機能の追加　等

配水管整備事業 892,490 892,490 管路整備
国庫補助金 　・第８次配水管整備事業　　　L=1,900m 令和3年度末

21,300 　・管路近代化事業　　　　　　　L=7,660m 　水道管路の耐震適合率　85.1%
企業債 一部令和2年度3月補正予算で

381,000 債務負担行為設定
補償金 227,600千円

11,240
内部留保資金

478,950

緊急貯水槽の新設 2,750 2,750 大空地区義務教育学校の整備に伴う緊急貯水槽の新設
内部留保資金 　・実施設計

2,750

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

水 道 事 業 会 計
《 水 道 事 業 》

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

稲田浄水場等施設整備事業

稲田浄水場設備機器更新 332,700 332,700 稲田浄水場の老朽化対策として、機器設備の更新を実施 継続費2年目（令和2～3年度）
企業債 　・沈殿池設備等の更新

332,700

中島配水場等設備機器更新 17,100 17,100 中島配水場及び帯広の森減圧弁室の老朽化対策として、機器
内部留保資金 設備の更新に向けた実施設計を実施

17,100 　・配水ポンプ、減圧弁、動力設備、電気計装設備　等

中島配水場耐震化 8,700 8,700 中島配水場の耐震補強に向けた実施設計を実施
国庫補助金 　・配水池及び配水池上屋　　　　　　　　　　　　　　　　660㎥（昭和61年築）

1,750
企業債

6,900
内部留保資金

50

災害対策事業 23,971 23,971 災害対応のための備蓄資器材等の充実
内部留保資金 　・大型水のう　　 4組

23,971 　・水中汚泥ポンプ 4台
　・漏水調査研修施設の整備
　・稲田浄水場の浸水対策に向けた設計
　・災害用備蓄庫の整備
　　（稲田浄水場旧発電機室を改修）

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

減圧弁室更新事業 42,600 42,600 簡易水道施設の老朽化対策として、減圧弁室の更新を実施
企業債 　・川西地区　　　　4箇所（昭和55～57年築）　　　 

42,600

川西地区受水切替事業 114,200 114,200 川西地区での安定した水道水の供給のため、十勝中部広域
企業債 水道企業団からの受水に向けた送水管布設の実施設計及び

114,200 工事を実施
　・実施設計　　　　L=3,300m　　
　・布設工事　　　　L=1,200m　

川西浄水場等施設整備事業

川西浄水場設備機器更新 5,445 5,445 川西浄水場の老朽化対策として、機器設備の更新を実施
企業債 　・配水ポンプの更新

5,400 　
内部留保資金

45

大正配水池耐震化 10,000 10,000 大正配水池の耐震補強に向けた工事を実施
企業債 　・大正配水池　　　508㎥（昭和51年築）

10,000

災害対策事業 2,453 2,453 災害対応のため、既存の発電機に自動始動盤を設置
企業債 　・拓成ポンプ室 　　　　　　

2,400 　・大正配水池
内部留保資金

53

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

《 簡 易 水 道 事 業 》

35



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公共下水道整備事業 572,420 572,400 20 雨水管整備　　　 L=1,200m 令和3年度末
国庫補助金 汚水管整備　　　  L=190m 　雨水整備率　73%

189,200 一部令和2年度3月補正予算で
企業債 債務負担行為設定

321,000 39,600千円
内部留保資金 一部令和2年度3月補正予算で

62,200 計上（繰越予定）
150,000千円

下水道長寿命化事業 58,320 58,268 52 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化工事 　L=270m

17,400 　・実施設計 　L=540m
企業債 　・ストックマネジメント計画策定

900
内部留保資金

39,968

事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計
《 下 水 道 事 業 》

事　　　　　　　業　　　　　　　名
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

帯広川下水終末処理場施設改修事業

汚水処理統合 35,700 35,700 十勝川流域下水道事業への汚水処理統合に向けた実施設計
内部留保資金 を実施

35,700 　・汚水圧送管渠

自家発電設備更新 100,000 100,000 帯広川下水終末処理場の老朽化対策として、自家発電設備の 継続費設定（令和3～4年度）
国庫補助金 更新を実施

55,000
企業債

8,800
内部留保資金

36,200

沈殿池等改修・設備更新 284,000 283,999 1 帯広川下水終末処理場の老朽化対策や汚水処理統合に向けた 一部令和2年度3月補正予算で
国庫補助金 施設の改修や設備の更新等を実施 計上（繰越予定）

156,200 　・滅菌池及び沈殿池の改修　等 240,000千円
企業債 　・沈殿池の機械・電気設備の更新　等

25,000
内部留保資金

102,799

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

清川下水処理場施設改修事業 3,405 3,405 清川下水処理場の老朽化対策として、機器設備の更新を実施
企業債 　・ポンプ、ブロワー等の更新

3,400
内部留保資金

5

農村下水道整備事業 59,464 59,464 公共下水道等未整備地区における生活環境の保全及び公衆
企業債 衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置

40,200 　・整備基数 18基
分担金及び
負担金

5,602
内部留保資金

13,662

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 》
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

キャッシュレス決済導入事業

市税・使用料・保険料等（新規） 23,252 23,252 非接触決済による感染症対策や利便性向上のため、市税等 令和2年度3月補正予算で計上・
国庫補助金 の納付にキャッシュレス決済を導入 繰越明許費設定

23,252 　・対象税目等 一部民生費及び諸支出金にて
　　　市道民税、固定資産税、軽自動車税、保育料、 計上
　　　公営住宅使用料、国民健康保険料、介護保険料、 地方創生臨時交付金を活用
　　　水道料金、下水道使用料

地域防災強化事業

分散型備蓄倉庫整備事業（新規） 30,061 30,061 感染症対策に必要な物品等を各指定避難所において分散 令和2年度3月補正予算で計上・
国庫補助金 備蓄するための倉庫の整備 繰越明許費設定

30,061 　・対象施設及び延床面積 地方創生臨時交付金を活用
　　指定避難所（市街地）　41施設　42基　各約9.8㎡
　　指定避難所（郊外地）　 8施設　 8基　各約6.7㎡

地域介護・福祉空間整備事業 4,320 4,320 介護保険施設の簡易陰圧装置の設置に対する支援
道補助金 　・地域密着型特別養護老人ホーム　1施設

4,320

BCG予防接種事業（見直し） 8,025 8,025 感染症予防・拡大防止のため、BCGの予防接種を臨時的に集
団から個別接種に移行
　・対象者　  　　 0歳児（標準的な接種期間：生後5～8ヵ月）　
　・接種回数　  　1回
　・実施機関  　　保健福祉センター　⇒　市内医療機関

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

新型コロナウイルス感染症対策
関連予算（再掲）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

新型コロナウイルス予防接種事業 90,276 90,276 新型コロナウイルスワクチン接種に向けた体制整備及び医療従 令和2年度2月補正予算で計上・
国庫負担金 事者等へのワクチン接種の実施 繰越明許費設定

22,634 　・体制整備 一部総務費及び職員費にて計上
国庫補助金 　　　接種券印刷・発送準備、コールセンターの設置、

67,642 　　　管理台帳の作成・入力作業　等
　・ワクチン接種
　　　接種対象 　医療従事者等
　　　接種時期 　2月下旬開始予定
　　　接種場所 　基本型・連携型接種施設に該当する医療機関

ワーケーション推進事業（新規） 16,764 16,764
国庫補助金

16,764 地方創生臨時交付金を活用

学校等網戸設置事業（拡充） 24,005 24,005 学校等における教室の換気効果を高めるため、特別教室等の
窓に網戸を設置

令和2年度3月補正予算で計上・
繰越明許費設定

首都圏等の企業がワーケーションやリモートワークなどに取り組
むことができるよう、ポロシリ自然公園にWi-Fi環境や電源設備を
整備

令和2年度3月補正予算で計上・
繰越明許費設定

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

区分 学校数 枚数 設置場所

小学校 23校 624枚

中学校 13校 502枚

南商業高校 － 38枚

適応指導教室 － 3枚 －

特別教室等

40


