
令和4年度6月補正　予算編成状況

（単位：千円）

政策推進部

調整後

総務費 広報広聴課 447 447 447

総務費 ICT推進課 1,695 1,695 1,695

総務費 ICT推進課 18,370 18,370 18,370

総務費 危機対策課 230 230 230

総務費 危機対策課 2,986 2,986 2,986

総務費 危機対策課 18,040 18,040 18,040

総務費 危機対策課 20,828 17,794 17,794

総務費 戸籍住民課 8,272 8,272 8,272

総務費 戸籍住民課 56,585 56,585 56,585

民生費 地域福祉課 11,422 11,422 11,422

民生費 地域福祉課 7,525 7,525 7,525

民生費

生活支援第1課

39,747 39,747 39,747

民生費 障害福祉課 133 133 133

指定避難所環境整備事業（拡充）

情報発信事業（拡充）

市民との信頼関係の強化に向け、市政への関心を高める

分かりやすい情報発信のための機材を整備

要求どおり

防災ガイド作成事業（新規）

マイナンバーカード交付事業（拡充）

国の施策である「マイナポイント第2弾」に対応し、マイナン

バーカードの申請促進を図るための交付体制の強化

要求どおり

デジタル技術の活用による、住民サービスの向上や行政の

効率化に向けた地域課題の整理及びデジタル活用策等の

検討

要求どおり

行政情報システム運営事業

住民基本台帳法の改正に伴う、マイナンバーカード所持者

の転出・転入手続の時間短縮化や行政手続きオンライン化

の実現等に向けたシステム導入

要求どおり

戸籍情報システム改修事業（新規）

戸籍法の改正に伴う、本籍地以外の市区町村による戸籍

情報の参照や戸籍証明書の広域交付などに対応するため

のシステム改修及び関係機器の導入

要求どおり

地域防災強化事業

要求どおり

遠隔手話サービス事業（新規）

ろう者が病院受診時などで手話通訳者の同行が認められ

ない場合などに、スマートフォン等を介して遠隔で手話通訳

サービスを受けられるよう、タブレット端末を配備

ハザードマップ作成事業（拡充）

北海道による洪水浸水想定区域の追加指定河川数の変更

に伴い、洪水ハザードマップの更新に係る経費を追加

要求どおり

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自

立支援金給付事業（拡充）

事業費・事業内容の精査

社会福祉施設等感染症対策事業

社会福祉施設等への抗原検査キットの支給及び新規入所

者等の任意のPCR検査受検費用に対する支援

地域情報化推進事業（新規）

WEB版ハザードマップ作成事業（新規）

住所検索機能や河川別の浸水想定の表示などによる利用

者の利便性向上のため、WEB版ハザードマップを作成

要求どおり

戸籍・住民基本台帳事業

生活館整備事業（新規）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請

期限の延長及び求職要件の緩和に伴う支援金の増

要求どおり

要求どおり

アイヌ文化の伝承者の育成と施設利用の利便性向上に向

けた、生活館の改修

要求どおり

査定内容事業名 費目 担当課 事業概要 要求額

最終

予算額

ハザードマップの更新等に伴い、洪水や土砂災害のリスク

や備えなどの周知・啓発を目的とした防災ガイドの作成及

び全戸配布

要求どおり

避難所機能の強化を図るための非常用発電機の整備、既

設暖房機等のバックアップ及び照明対策等に係る備蓄資

機材の追加整備
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令和4年度6月補正　予算編成状況

（単位：千円）

政策推進部

調整後

査定内容事業名 費目 担当課 事業概要 要求額

最終

予算額

民生費 障害福祉課 1,700 1,700 1,700

民生費

介護高齢福祉課

1,372 1,372 1,372

衛生費 健康推進課 1,868 1,868 1,868

衛生費 環境課 9,988 9,988 9,988

衛生費 環境課 7,524 7,524 7,524

労働費 商業労働課 10,000 10,000 10,000

農林水産業費

農政課 1,200 1,200 1,200

農林水産業費
農政課 1,000 1,000 1,000

農林水産業費
農村振興課 1,617 1,617 1,617

農林水産業費

農村振興課 3,000 3,000 3,000

商工費 商業労働課 619,718 589,333 589,333

商工費 経済企画課 14,658 12,885 12,885

商工費 観光交流課 42,840 42,840 42,840

商工費 観光交流課 6,261 4,000 4,000

土木費 道路維持課 37,466 37,037 37,037

土木費 土木課 30,600 30,600 30,600

除雪機械整備事業 官貸車の更新 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（泉8号・以平西10線線実施設

計）

要求どおり

アドベンチャーツーリズム推進事業（新規）

木育推進事業（新規）

木材との触れ合いを通じた木育の推進を図るため、地域材

を使用した木製品を製作し、幼児・児童が利用する施設に

設置

要求どおり

フードバレーとかち構想推進事業

乳の付加価値向上の推進、産業振興支援コーディネート、

６次産業化の推進、首都圏等の十勝ファンの知見を地域に

取り込み、地元企業の取り組み等に活かす仕組みの構築

事業費・事業内容の精査

とかち帯広空港利用促進事業（新規）

とかち帯広空港国内定期路線の利用促進を図るため、定

期路線を利用するツアー商品等の造成を支援

要求どおり

新たな観光客誘致を図るため、世界各国からアドベン

チャートラベル関係者が集まるAdventure Travel World

Summit2023北海道に参画

地域消費喚起事業

地域における消費喚起を促進するため、プレミアム付商品

券を発行

事業費・事業内容の精査

事業費・事業内容の精査

酪農経営安定対策事業（新規）

飼料価格高騰などで大きな影響を受けている酪農家の負

担軽減を図り、生乳生産基盤の維持、経営の安定化につな

げるため、緊急的に酪農ヘルパー派遣事業を支援

要求どおり

明渠橋修繕事業 明渠橋の修繕工事設計 要求どおり

UIJターン促進事業（拡充）

UIJターン促進事業に参加した都市圏の大学生等と地元企

業が、都市圏との距離の制限を受けずに関係を維持するた

めのコミュニケーションアプリを導入

要求どおり

バイオマス地産地消推進事業（新規）

国のみどりの食料システム戦略推進交付金を活用した、メ

タン発酵消化液の地域内利用促進のための実証試験等に

対する支援

要求どおり

家庭部門からの温室効果ガス排出量削減を促進するた

め、蓄電池を併設する太陽光発電システムの導入補助件

数を拡充

要求どおり

2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目標とする2

期目の地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定に向

けた調査

HPV予防接種任意接種費用助成事業（新

規）

積極的勧奨の差控えによりHPV定期接種の機会を逃し、か

つ対象年齢を過ぎて任意接種を自費で受けた方に対し、公

平性の観点から任意接種費用を助成

要求どおり

要求どおり

地方公共団体実行計画（区域施策編）の

策定（新規）

老人保護措置事業（拡充）

養護老人ホームに従事する職員の処遇を改善するため、

収入の引き上げ措置を実施

要求どおり

新エネルギー導入促進事業（拡充）

要求どおり

障害者雇用理解促進事業（新規）

障害者を雇用する企業の拡大と就労後の職場定着を図る

ため、企業における不安解消や理解促進に向けた、成功事

例集の作成や企業訪問等を実施
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令和4年度6月補正　予算編成状況

（単位：千円）

政策推進部

調整後

査定内容事業名 費目 担当課 事業概要 要求額

最終

予算額

土木費 都市政策課 2,548 2,548 2,548

土木費 建築開発課 900 900 900

土木費 住宅営繕課 8,030 8,030 8,030

土木費 住宅営繕課 3,940 3,940 3,940

消防費 消防課 4,737 4,737 4,737

教育費 企画総務課 20,000 20,000 20,000

教育費 学校教育課 5,000 5,000 5,000

教育費 学校教育課 1,152 1,152 1,152

教育費 企画総務課 2,935 2,935 2,935

教育費

学校地域連携課

18,859 18,370 18,370

教育費 児童会館 1,572 1,572 1,572

教育費 動物園 7,738 7,738 7,738

教育費 動物園 48,364 48,364 48,364

教育費

学校給食セン

ター

1,572 1,572 1,572

教育費

学校給食セン

ター

42 42 42

民生費 地域福祉課 1,648 1,648 1,648

民生費 こども課 3,896 3,896 3,896

衛生費 環境課 2,050 2,050 2,050

十勝らしい家畜の展示とふれあい体験の充実のため、馬ふ

れあい舎を整備

要求どおり

岩内自然の村利活用事業

令和4年度末に廃止を予定している岩内自然の村の民間

利活用に向けた、不動産鑑定評価、事業者の募集・選定及

び施設内備品の搬出を実施

要求どおり

南町中学校整備事業（新規） 南町中学校の整備に向けた基本調査 事業費・事業内容の精査

教職員住宅整備事業 老朽化に伴う教職員住宅の改築のための地耐力調査等

学校給食ＰＲ動画制作事業（新規）

児童生徒の食への感謝、地域産業への理解や郷土への愛

着等を育むため、学校給食の魅力や給食提供に携わる

人々等を紹介する動画を制作

要求どおり

新メニュー開発事業（新規）

学校給食の更なる魅力向上のため、地元シェフや生産者

等と連携した新たなメニューの開発

要求どおり

こども未来基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

環境基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

キリンの飼育管理改善を目的とした外放飼場柵の改修 要求どおり

動物園魅力アップ事業

寄附金受納に伴う基金積立福祉基金積立金 要求どおり

馬ふれあい舎整備事業（新規）

キリン舎外放飼場柵改修事業（新規）

要求どおり

校務支援システム導入事業（新規）

学習指導・生徒指導の質の向上と教職員の業務の効率化

を図るため、児童生徒の成績や指導履歴の管理などに対

応した校務支援システムを導入

要求どおり

私立高等学校支援事業（新規）

生徒の進学先の確保、教育環境等の充実を図るため、帯

広大谷高等学校の校舎改築等に伴う整備費等を支援

要求どおり

就学資金貸付事業（拡充）

大学等入学時に必要となる諸経費に対応するための入学

支度金貸付制度の創設

要求どおり

公営住宅維持修繕事業 公営住宅の修繕（明和団地給水ポンプユニット修繕） 要求どおり

消防・救急車両整備事業 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車の更新 要求どおり

公営住宅整備事業 公営住宅の整備（北郊団地福祉対応改善実施設計） 要求どおり

地域公共交通計画の策定（新規） 帯広市の地域公共交通計画の策定に向けた調査 要求どおり

建築物耐震化推進事業（拡充）

利用形態の変化に対応し、幅広く耐震化を促進するため、

昭和56年以前の旧耐震基準住宅の除却に要する費用を支

援

要求どおり

食育推進事業
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令和4年度6月補正　予算編成状況

（単位：千円）

政策推進部

調整後

査定内容事業名 費目 担当課 事業概要 要求額

最終

予算額

農林水産業費
農政課 3,949 3,949 3,949

商工費 経済企画課 2,902 2,902 2,902

商工費 観光交流課 790 790 790

土木費 都市政策課 425 425 425

土木費 みどりの課 1,769 1,769 1,769

教育費 学校教育課 1,619 1,619 1,619

教育費

学校地域連携課

4,877 4,877 4,877

教育費

生涯学習文化課

529 529 529

教育費 図書館 671 671 671

教育費 動物園 22,785 22,785 22,785

教育費 スポーツ課 637 637 637

ばんえい振興課

1,644 1,644 1,644

ばんえい競馬振興基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

おびひろ動物園ゆめ基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

スポーツ振興基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

ふるさと文化基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

図書館図書整備基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

教育振興基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

こども学校応援地域基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

帯広の森基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

国際親善交流基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

都市開発基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

農業振興基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり

商工観光振興基金積立金 寄附金受納に伴う基金積立 要求どおり
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