
令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

1,170 1,025 1,025

23,252 23,252 23,252

453 453 453

12,202 11,264 11,264

161,055 153,095 153,095

30,061 30,061 30,061

6,227 5,535 5,535

12,800 12,800 12,800

4,320 4,320 4,320

84,361 84,361 84,361

9,800 9,800 9,800

1,440 1,440 1,440

344 327 327

8,025 8,025 8,025

非接触決済による感染症対策や利便性向上のため、市税
等の納付にキャッシュレス決済を導入

要求どおり

諸証明等発行手数料（新規）

核兵器廃絶平和都市推進事業 核兵器廃絶平和都市宣言30周年特別事業等の実施 事業費・事業内容の精査

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

要求どおり

キャッシュレス決済導入事業

市税・使用料・保険料等（新規）

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
高めるため、産後ケアの利用期間を延長

事業費・事業内容の精査

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

要求どおり

BCG予防接種事業（見直し）
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

要求どおり

産後ケア事業（拡充）

要求どおり

認定こども園等施設給付事業（拡充）
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
対して給付を実施

要求どおり

公立保育所整備事業（拡充）
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
歳児室を整備

要求どおり

拠点備蓄倉庫建設事業（新規）
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

事業費・事業内容の精査

分散型備蓄倉庫整備事業（新規）
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
備蓄するための倉庫の整備

要求どおり

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

地域防災強化事業

無料低額診療調剤処方費用助成事業（新
規）

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

事業費・事業内容の精査

備蓄資材整備事業（拡充） 被害想定の見直しに伴う災害用備蓄品の追加整備 事業費・事業内容の精査

障害者相談支援事業（拡充）
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
談支援機能を拡充

要求どおり

地域介護・福祉空間整備事業 介護保険施設の簡易陰圧装置の設置に対する支援
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

90,276 90,276 90,276

21,300 21,300 21,300

129,718 89,249 89,249

24,742 24,742 24,742

2,979 2,600 2,555

1,485 9 9

10,733 10,733 10,733

2,244 2,244 2,244

163,285 163,285 163,285

28,043 28,043 28,043

50,641 50,342 50,342

5,691 5,617 5,617

25,000 24,992 24,992

5,513 5,157 5,157

新エネルギー導入促進事業（拡充）
家庭部門からのCO2排出量削減を推進するため、補助金
の対象機器にエネファームを追加

要求どおり

十勝・イノベーション・エコシステム推進事
業

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

フードバレーとかち人材育成事業
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

事業費・事業内容の精査

市有林収穫事業
第13次帯広市森林施業計画（令和3～7年度）に基づく間伐
材等の売払

事業費・事業内容の精査

林道等整備事業
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

事業費・事業内容の精査

要求どおり

森林整備促進事業（拡充）
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、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

要求どおり

市有林造成事業 第13次帯広市森林施業計画（令和3～7年度）に基づく整備 事業費・事業内容の精査

新中間処理施設整備費分担金（新規）
十勝管内19市町村の一般廃棄物の共同処理を行うため、
新たな中間処理施設を整備

要求どおり

火葬場整備事業

多面的機能支払推進事業（拡充）
地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理、農
村環境の保全向上の取り組みに対する支援

要求どおり

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

事業費・事業内容の精査

UIJターン促進事業（拡充）

新型コロナウイルス予防接種事業
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

要求どおり

家畜運搬車両更新事業（新規） 八千代公共育成牧場で使用する牛の運搬車両の更新 事業費・事業内容の精査

明渠橋健全度調査 明渠橋の健全度調査 要求どおり

道営水利施設等保全高度化事業
担い手の育成・支援と生産性・収益性の向上を図るため、
農業基盤整備を実施

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

事業費・事業内容の精査
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

16,000 16,000 16,000

5,300 5,300 5,300

15,000 7,500 15,000

新事業創発加速化事業

11,950 11,950 11,950

8,500 8,500 8,500

5,830 5,830 5,830

6,051 5,313 5,313

708,012 708,012 708,012

8,000 8,000 8,000

16,764 16,764 16,764

2,524 2,000 2,000

6,502 5,003 5,003

925,757 925,604 925,604

国際姉妹都市相互交流事業
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

事業費・事業内容の精査

ワーケーション推進事業（新規）
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

要求どおり

国内姉妹都市相互交流事業
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

事業費・事業内容の精査

西3・9周辺地区市街地再開発事業
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

要求どおり

アウトドアDMO事業
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

要求どおり

地域マーケティング事業
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

要求どおり

フードバレーとかち構想推進事業
乳の価値向上の推進、産業振興支援コーディネート、大規
模6次産業化の推進

事業費・事業内容の精査

事業創発拠点事業
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

要求どおり

十勝ものづくり総合支援事業
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

要求どおり

十勝ドリームマップ会議
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

要求どおり

総合コーディネート機能整備事業
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

要求どおり

とかち・イノベーション・プログラム
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

要求どおり

空港整備事業 誘導路・灯火の改良工事等 事業費・事業内容の精査
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

439,300 289,300 289,300

48,750 28,400 28,400

215,100 215,100 215,100

933,923 723,672 723,672

253,500 253,500 253,500

23,900 10,000 10,000

489,896 489,696 489,696

2,860 2,860 2,860

98,411 98,411 98,411

41,400 41,400 41,400

27,500 27,500 27,500

2,035 2,035 2,035

19,551 19,534 19,534

421,271 421,271 421,271

27,475 27,475 27,475

1,509 1,509 1,509 要求どおり十勝川水系音更川水防演習
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

消防車両整備事業
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
ポンプ付積載車へ更新

公営住宅整備事業 公営住宅の整備（大空団地４街区丘1、2号棟　外） 要求どおり

帯広の森整備事業

要求どおり

耐震改修促進計画の策定 第3期耐震改修促進計画の策定 要求どおり

地域優良賃貸住宅整備事業 地域優良賃貸住宅の整備に対する補助 事業費・事業内容の精査

中島緑地整備事業 中島地区エコタウン整備エリアにおける緑地整備 要求どおり

帯広の森の利活用のための整備 要求どおり

公園施設更新事業 公園施設長寿命化計画に基づく公園施設等の更新 要求どおり

公園整備事業

街区公園整備事業 丘の町公園の整備 要求どおり

交通安全施設整備事業 歩道の再整備 事業費・事業内容の精査

街路整備事業 街路の整備（青柳通　外） 事業費・事業内容の精査

道路新設改良事業 道路の新設改良舗装整備（大和通線　外） 事業費・事業内容の精査

橋梁長寿命化事業
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

要求どおり

道路側溝整備事業 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水枡新設） 事業費・事業内容の精査

道路ストック修繕事業 道路舗装の計画的な補修 要求どおり

特殊舗装整備事業 特殊舗装打替工事、オーバーレイ工事 事業費・事業内容の精査
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

390 390 390

1,260 1,260 1,260

25,070 24,660 24,660

4,175 4,131 4,131

24,005 24,005 24,005

52,000 52,000 52,000

46,350 44,549 44,549

2,139,308 2,101,519 2,139,308

55,257 54,752 54,752

82,770 55,680 55,680

107,380 107,200 107,200

12,914 12,914 12,914

1,389 1,389 1,389

百年記念館常設展示室デジタルコン
テンツ化事業（新規）

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

要求どおり

野草園看板等更新事業（新規）
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

要求どおり

ボイラー改修事業 老朽化したボイラーの改修 事業費・事業内容の精査

アイヌ文化とのふれあいゾーン形成事業

学校トイレ洋式化事業 小・中学校及び南商業高校の和式便器を洋式便器に改修 事業費・事業内容の精査

煙突用断熱材除去事業 煙突用断熱材の石綿対策工事 事業費・事業内容の精査

大空地区義務教育学校整備事業
大空小学校と大空中学校を統合した施設一体型の義務教
育学校の整備

要求どおり

義務教育施設整備事業

学校施設長寿命化改修事業

個別改修事業 各学校における劣化状況が著しい部位の改修 事業費・事業内容の精査

学校等網戸設置事業（拡充）
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

要求どおり

学校図書資料整備事業（拡充）
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

要求どおり

教職員住宅整備事業 老朽化に伴う教職員住宅の改築 事業費・事業内容の精査

小学校机・椅子更新事業 老朽化に対応するため小学校の机・椅子を更新 事業費・事業内容の精査

コミュニティ・スクール推進事業（拡充）
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

要求どおり

おびGIGA支援員派遣事業（新規）
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

要求どおり
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

1,188 1,188 1,188

447 447 447

10,000 10,000 10,000

15,128 15,128 15,128

17,600 17,600 17,600

11,000 11,000 11,000

2,000 2,000 2,000

4,000 4,000 4,000

1,000 1,000 1,000

300 300 300

11,328 11,328 11,328

1,667,801 1,667,801 1,667,801

666,122 666,122 666,122

東京2020パラリンピック競技会採火式
事業

東京2020パラリンピック競技会開催に伴う採火式の開催 要求どおり

東京2020パラリンピック合宿誘致事業
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

要求どおり

第94回日本学生氷上競技選手権大会
開催（新規）

第94回日本学生氷上競技選手権大会の開催 要求どおり

東京2020オリンピック競技会聖火リ
レー事業

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

要求どおり

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
開催事業

第36回日本クラブユース選手権（U-15）大会の開催 要求どおり

園路整備事業（拡充） 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 要求どおり

2021フードバレーとかちマラソン開催事業
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

要求どおり

動物園魅力アップ事業

アザラシ舎改修事業（新規）
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

要求どおり

プラネタリウム更新事業（新規） プラネタリウム機器の更新等 要求どおり

施設機能整備事業（拡充）
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

要求どおり

動物園解説パネル制作事業（新規）
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

要求どおり

児童会館施設整備事業

後期高齢者医療制度の運営
保険料特例軽減の見直し
（事業費は一般会計繰入金）

要求どおり

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）

要求どおり
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

1,285 643 1,285

14,683,156 14,683,156 14,683,156

40,508,948 40,508,948 40,508,948

2,331 2,331 2,331

892,490 892,490 892,490

2,750 2,750 2,750

332,700 332,700 332,700

17,100 17,100 17,100

8,700 8,700 8,700

23,971 23,971 23,971

42,600 42,600 42,600

114,200 114,200 114,200

5,445 5,445 5,445川西浄水場設備機器更新 川西浄水場の老朽化対策として、機器設備の更新を実施

災害対策事業

要求どおり
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、上下水道部のホームページのリニューアルを実施

ホームページのリニューアル

緊急貯水槽の新設

稲田浄水場等施設整備事業

稲田浄水場設備機器更新

災害対応のための備蓄資器材等の充実 要求どおり

要求どおり

川西地区受水切替事業
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
計及び工事を実施

要求どおり

川西浄水場等施設整備事業

減圧弁室更新事業
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

要求どおり

稲田浄水場の老朽化対策として、機器設備の更新を実施 要求どおり

中島配水場及び帯広の森減圧弁室の老朽化対策として、
機器設備の更新に向けた実施設計を実施

要求どおり

中島配水場の耐震補強に向けた実施設計を実施 要求どおり

中島配水場等設備機器更新

配水管整備事業 管路整備 要求どおり

大空地区義務教育学校の整備に伴う緊急貯水槽の新設 要求どおり

中島配水場耐震化

ばんえい競馬の開催 ばんえい競馬開催 要求どおり

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

要求どおり

後期高齢者脳ドック（拡充）
病気の早期発見・重症化予防による被保険者の健康維持
増進のため、脳ドックの定員を拡充
（事業費は拡充分のみの一般会計繰入金）

要求どおり
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令和3年度　予算編成状況

（単位：千円）
政策推進部
調整後

事業名 事業概要 要求額
最終
予算額

査定内容

10,000 10,000 10,000

2,453 2,453 2,453

572,420 572,420 572,420

58,320 58,320 58,320

35,700 35,700 35,700

100,000 100,000 100,000

284,000 284,000 284,000

3,405 3,405 3,405

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

要求どおり

沈殿池等改修・設備更新
帯広川下水終末処理場の老朽化対策や汚水処理統合に
向けた施設の改修や設備の更新等を実施

要求どおり

清川下水処理場施設改修事業
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

要求どおり

汚水処理統合
十勝川流域下水道事業への汚水処理統合に向けた実施
設計を実施

要求どおり

自家発電設備更新
帯広川下水終末処理場の老朽化対策として、自家発電設
備の更新を実施

要求どおり

大正配水池耐震化

下水道長寿命化事業 管渠長寿命化事業 要求どおり

帯広川下水終末処理場施設改修事業

要求どおり雨水管・汚水管整備公共下水道整備事業

要求どおり災害対応のため、既存の発電機に自動始動盤を設置災害対策事業

大正配水池の耐震補強に向けた工事を実施 要求どおり
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