
令和3年第2回（3月）帯広市議会（定例会）提案

　　＜3/1　提案分＞

○一般会計補正予算（第1号）

　　＜3/12　追加提案分＞

○一般会計補正予算（第2号）

　　＜3/24　追加提案分＞

○一般会計補正予算（第3号）

令和3年度

帯 広 市 各 会 計 補 正 予 算



令和3年3月定例会補正予算総括表
（単位：千円）

3/1提案分 3/12追加提案分 3/24追加提案分

会計名 コロナ対策関連 コロナ対策関連 コロナ対策関連

85,344,000 277,476 355,080 318,758 86,295,314

15,912,638 15,912,638

2,591,865 2,591,865

15,943,048 15,943,048

54,158 54,158

40,508,948 40,508,948

39,172 39,172

75,049,829 75,049,829

収　　入 5,541,451 5,541,451

支　　出 7,274,001 7,274,001

収　　入 6,203,638 6,203,638

支　　出 7,452,999 7,452,999

収　　入 11,745,089 11,745,089

支　　出 14,727,000 14,727,000

収　　入 172,138,918 277,476 355,080 318,758 173,090,232

支　　出 175,120,829 277,476 355,080 318,758 176,072,143

当初予算額

中 島 霊 園 事 業 会 計

特 別 会 計 合 計

ば ん え い 競 馬 会 計

介 護 保 険 会 計

一 般 会 計

令和３年度　当初補正予算

総 合 計

下 水 道 事 業 会 計

企 業 会 計 合 計

駐 車 場 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

水 道 事 業 会 計

区分

補 正 後
予 算 額
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令和3年3月定例会補正予算　一般会計歳入歳出　予算総括表 

（歳　入） （歳　出） （単位：千円）

3/1提案分 3/12追加提案分 3/24追加提案分 3/1提案分 3/12追加提案分 3/24追加提案分

コロナ対策関連 コロナ対策関連 コロナ対策関連 コロナ対策関連 コロナ対策関連 コロナ対策関連

5 市税 21,644,155 21,644,155 5 議会費 344,881 344,881

10 地方譲与税 1,001,878 1,001,878 10 総務費 2,151,405 2,151,405

15 利子割交付金 13,175 13,175 15 民生費 32,265,530 314,527 32,580,057

16 配当割交付金 45,102 45,102 20 衛生費 3,289,360 345,720 3,635,080

17 株式等譲渡所得割交付金 54,922 54,922 25 労働費 81,552 1,200 82,752

18 法人事業税交付金 130,662 130,662 30 農林水産業費 3,636,082 3,636,082

19 地方消費税交付金 4,218,936 4,218,936 35 商工費 8,450,660 274,953 8,725,613

31 環境性能割交付金 37,083 37,083 40 土木費 4,675,563 4,675,563

35
国有提供施設等所在市町村
助成交付金

223,610 223,610 45 消防費 1,955,551 1,955,551

37 地方特例交付金 288,340 288,340 50 教育費 6,831,313 6,831,313

40 地方交付税 14,003,296 3,300 14,006,596 55 公債費 8,724,812 8,724,812

45 交通安全対策特別交付金 24,506 24,506 60 諸支出金 1,580,086 1,580,086

50 分担金及び負担金 404,097 404,097 65 職員費 11,317,205 1,323 9,360 4,231 11,332,119

55 使用料及び手数料 2,253,364 2,253,364 70 予備費 40,000 40,000

60 国庫支出金 16,208,944 274,176 355,080 318,758 17,156,958

65 道支出金 5,521,731 5,521,731

70 財産収入 92,082 92,082

75 寄附金 286,780 286,780

80 繰入金 265,865 265,865

85 繰越金 1 1

90 諸収入 11,954,264 11,954,264

95 市債 6,671,207 6,671,207

85,344,000 277,476 355,080 318,758 86,295,314 85,344,000 277,476 355,080 318,758 86,295,314

当初予算額
補 正 後
予 算 額

歳入合計 歳出合計

款 当初予算額
補 正 後
予 算 額

款
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事 業 別 内 訳 書（3月1日提案分　新型コロナウイルス感染症対策関連）

＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

労 働 費

雇用拡大促進費 1,200 1,200 国の雇用調整助成金等の特例措置の延長に伴う利用促進補助金の延長 地方創生臨時交付金活用

国庫補助金 ・対象経費 申請手続き等を社労士に依頼する費用

1,200 ・補助率 10/10（上限額 5万円）

・対象期間 令和3年4月末までの休業等に適用

商 工 費

飲食業経営継続支援事業費 245,176 245,176 感染症の影響を最も受けている飲食業に対し、経営継続に向け臨時的に 地方創生臨時交付金活用

国庫補助金 支援金を支給 ※一部職員費で計上

245,176

市場開拓・販路拡大推進費 11,000 11,000 小規模事業者の事業継続を支援するため、国の持続化補助金を活用し 地方創生臨時交付金活用

国庫補助金 た販路拡大等の取り組みに対し、市独自の上乗せ補助を実施

11,000

事業費 備　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容
左の財源内訳

事　　　業　　　名

＜小規模事業者持続化補助金＞

国 北海道 帯広市 事業者

令和3年度
（令和3年度）

低感染リスク型ビジネス枠 3/4 － 1/12 1/6
国：1,000,000円
市：1,125,000円

一般型 2/3 1/12 1/12 1/6
国：1,500,000円
市：1,162,500円

コロナ特別対応型（類型A） 2/3 － 1/12 1/4

コロナ特別対応型（類型B・C） 3/4 － 1/12 1/6

※コロナ加点付与対象者に限る

令和2年度
（令和3年度）

補助率
上限額

国：1,000,000円
市：1,125,000円

区分
申請年度

（完了年度）

※※

＜支援概要＞

項目 対象者等

対象業種 飲食業

　 （市内在住の個人事業主、市内に本社を持つ法人）

対象要件 新北海道スタイルを実践している店舗であること

令和2年11月～令和3年2月の任意の月の売上額が、

前年同月比30％以上減少していること　　　　等

支給額 1店舗につき20万円

申請期間 令和3年4月1日～5月31日（予定）
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事 業 別 内 訳 書（3月1日提案分　新型コロナウイルス感染症対策関連）

＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

中心市街地活性化推進事業費 6,600 3,300 3,300 中心市街地のコワーキング施設を活用し、十勝・帯広を拠点とした首 地方創生テレワーク交付

国庫補助金 都圏企業のテレワーク等による企業活動を促進するためのプロモーシ 金活用

3,300 ョンを実施

　・情報コンテンツの製作、営業・コンサルテーション

観光客誘致宣伝推進費 13,500 13,500 ひがし北海道への観光客の誘致に向け、宿泊施設等の割引相当額の先行 地方創生臨時交付金活用

国庫補助金 買取や釧路市及び網走市と連携した広告宣伝を実施

13,500 ・実施期間 令和3年4月～6月

・宿泊施設の先行買取

　　対象者 市内宿泊事業者

　　買取条件 宿泊料金の1/2（上限 3,000円）

事業者が500円以上のサービスを付与

・体験観光商品の先行買取

　　対象者 市内体験観光事業者

　　　買取条件 商品料金の1/2（上限 2,000円）

・広告宣伝

　　SNS広告、新聞広告　等

277,476 274,176 3,300

事業費 備　　　　考
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

合　　　　計

事　　　業　　　名
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事 業 別 内 訳 書（3月12日追加提案分　新型コロナウイルス感染症対策関連）

＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

衛 生 費

感染症予防費 355,080 355,080 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高齢者等への ※一部職員費で計上

国庫負担金 ワクチン接種の実施

253,499 ・体制整備

国庫補助金 　　接種券等発送、配送用保冷ボックスの購入、

101,581 　　休日夜間急病センターの接種体制の構築　　等

・ワクチン接種

　　接種対象 高齢者（65歳以上） 高齢者施設の従事者含む

　　接種時期 4月開始予定

　　接種方法 医療機関における個別接種

355,080 355,080

事業費
左の財源内訳

合　　　　計

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　考事　　　業　　　名
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事 業 別 内 訳 書（3月24日追加提案分　新型コロナウイルス感染症対策関連）

＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

民 生 費

子育て世帯生活支援特別給付金 318,758 318,758 感染症の影響が長期化する中、子育て世帯の生活を支援するため、 ※一部職員費で計上

給付費 国庫補助金 児童扶養手当受給者等に対し給付金を支給
318,758

＜ひとり親世帯＞

　＜その他の子育て世帯＞

318,758 318,758

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　考

合　　　　計

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

対象者 申請 支給額 支給日（予定）

児童扶養手当受給者 不要 令和3年4月末

公的年金給付等の受給により児童扶養
手当の支給を受けていない者
（支給制限限度額を下回る者に限る）

感染症の影響を受けて家計が急変し、
直近の収入が児童扶養手当の対象とな
る水準に下がった者

児童1人につき5万円

必要 審査後随時

対象者 申請 支給額 支給日（予定）

住民税非課税世帯 必要 児童1人につき5万円 審査後随時
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新しい未来を切り拓くひとをつくる 総額 3,992,289千円持続可能で活力ある地域経済をつくる 総額 1,127,180千円

・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

・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）

・ワクチンの接種【2月補正】 【当初補正】

（445,356千円）

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・高齢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）

・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）

◎国の雇用調整助成金等の申請手続き等への支援の延長【当初補正】

（1,200千円）

★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

★飲食業経営継続支援事業【3月補正】 【当初補正】 （255,868千円）

◎国の持続化補助金を活用し、販路拡大等を行う事業者への上乗せ

支援の延長【当初補正】 （11,000千円）

★テレワーク等による企業活動促進事業【当初補正】 （6,600千円）

★ひがし北海道観光客誘致宣伝事業 【当初補正】 （13,500千円）

◎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）

備蓄 倉庫

・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

◎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）

安心して日常を過ごせるまちをつくる 総額 6,982,766千円

★子育て世帯生活支援特別給付金【当初補正】

(318,758千円）

・BCG予防接種の個別接種対応 （8,025千円）

・学校教育活動を継続するための感染症対策等の支援

【3月補正】 (46,390千円）

◎学校等網戸設置事業【3月補正】 （24,005千円）

★南商業高校における貸出用端末等の整備【3月補正】

(2,745千円）

★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

◎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）

◎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）


