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　　　（単位：千円・％）

令和　４　年度 令和　３　年度

 会計名 予　 　算　 　額 予　 　算　 　額 増減率

84,207,000 85,344,000 △ 1,137,000 △ 1.3 

国民健康保険会計 15,874,564 15,912,638 △ 38,074 △ 0.2 

後期高齢者医療会計 2,650,895 2,591,865 59,030 2.3 

介護保険会計 16,161,989 15,943,048 218,941 1.4 

中島霊園事業会計 47,699 54,158 △ 6,459 △ 11.9 

ばんえい競馬会計 44,728,911 40,508,948 4,219,963 10.4 

駐車場事業会計 25,997 39,172 △ 13,175 △ 33.6 

79,490,055 75,049,829 4,440,226 5.9 

収　入 5,594,036 5,541,451 52,585 0.9 

支　出 7,318,000 7,274,001 43,999 0.6 

収　入 6,687,517 6,203,638 483,879 7.8 

支　出 8,213,000 7,452,999 760,001 10.2 

収　入 12,281,553 11,745,089 536,464 4.6 

支　出 15,531,000 14,727,000 804,000 5.5 

収　入 175,978,608 172,138,918 3,839,690 2.2 

支　出 179,228,055 175,120,829 4,107,226 2.3 

令和４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

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

84,207,000 △ 1.3 79,490,055 5.9 15,531,000 5.5 179,228,055 2.3

※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４年度

令和２年度

令和３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 23,001,282 27.3 21,644,155 25.4 1,357,127 6.3 

10. 地 方 譲 与 税 887,372 1.1 1,001,878 1.2 △ 114,506 △ 11.4 

15. 利 子 割 交 付 金 12,266 0.0 13,175 0.0 △ 909 △ 6.9 

16. 配 当 割 交 付 金 52,326 0.1 45,102 0.1 7,224 16.0 

17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 75,061 0.1 54,922 0.1 20,139 36.7 

18. 法 人 事 業 税 交 付 金 399,060 0.5 130,662 0.2 268,398 205.4 

19. 地 方 消 費 税 交 付 金 4,509,330 5.4 4,218,936 4.9 290,394 6.9 

31. 環 境 性 能 割 交 付 金 74,883 0.1 37,083 0.0 37,800 101.9 

35. 国有提供施設等所在
市町村助成交付金 226,668 0.3 223,610 0.3 3,058 1.4 

37. 地 方 特 例 交 付 金 174,635 0.2 288,340 0.3 △ 113,705 △ 39.4 

40. 地 方 交 付 税 14,105,682 16.7 14,003,296 16.4 102,386 0.7 

45. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 28,037 0.0 24,506 0.0 3,531 14.4 

50. 分 担 金 及 び 負 担 金 426,596 0.5 404,097 0.5 22,499 5.6 

55. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,192,756 2.6 2,253,364 2.6 △ 60,608 △ 2.7 

60. 国 庫 支 出 金 15,610,319 18.5 16,208,944 19.0 △ 598,625 △ 3.7 

65. 道 支 出 金 5,683,571 6.7 5,521,731 6.5 161,840 2.9 

70. 財 産 収 入 61,364 0.1 92,082 0.1 △ 30,718 △ 33.4 

75. 寄 附 金 1,053,164 1.2 286,780 0.3 766,384 267.2 

80. 繰 入 金 314,941 0.4 265,865 0.3 49,076 18.5 

85. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 

90. 諸 収 入 12,056,608 14.3 11,954,264 14.0 102,344 0.9 

95. 市 債 3,261,078 3.9 6,671,207 7.8 △ 3,410,129 △ 51.1 

84,207,000 100.0 85,344,000 100.0 △ 1,137,000 △ 1.3 

令 和 4 年 度 令 和 3 年 度 比　較　増　△　減

合 計

令和４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 341,282 0.4 344,881 0.4 △ 3,599 △ 1.0 

10. 総 務 費 2,744,644 3.3 2,151,405 2.5 593,239 27.6 

15. 民 生 費 32,947,319 39.1 32,265,530 37.8 681,789 2.1 

20. 衛 生 費 3,379,486 4.0 3,289,360 3.9 90,126 2.7 

25. 労 働 費 87,659 0.1 81,552 0.1 6,107 7.5 

30. 農 林 水 産 業 費 3,861,891 4.6 3,636,082 4.3 225,809 6.2 

35. 商 工 費 7,657,435 9.1 8,450,660 9.9 △ 793,225 △ 9.4 

40. 土 木 費 4,547,438 5.4 4,675,563 5.5 △ 128,125 △ 2.7 

45. 消 防 費 2,135,759 2.5 1,955,551 2.3 180,208 9.2 

50. 教 育 費 5,149,427 6.1 6,831,313 8.0 △ 1,681,886 △ 24.6 

55. 公 債 費 8,145,685 9.7 8,724,812 10.2 △ 579,127 △ 6.6 

60. 諸 支 出 金 1,655,037 2.0 1,580,086 1.8 74,951 4.7 

65. 職 員 費 11,513,938 13.7 11,317,205 13.3 196,733 1.7 

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

84,207,000 100.0 85,344,000 100.0 △ 1,137,000 △ 1.3 

令 和 4 年 度 令 和 3 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
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一 般 会 計　基 金 の 状 況

基金残高の推移

（単位：億円）
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

地域防災強化事業

ハザードマップ作成事業（拡充） 2,990 1,400 1,590
道補助金

1,400

備蓄資材整備事業 11,259 5,000 6,259 防災資機材等整備基準に基づく災害用備蓄品の更新及び購入
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

各種選挙執行事業（見直し） 3,267 1,543 1,724 投票者の利便性向上のため、これまで土足入場を行っていな
道委託金 かった期日前投票所及び当日投票所での土足入場を実施

1,543

　・対象選挙 帯広市長選挙、参議院議員選挙

備　　　　　　　考

総 務 費

北海道による洪水浸水想定区域の追加指定、土砂災害警戒区
域等の新規指定に伴い、洪水ハザードマップを更新するととも
に、土砂災害ハザードマップを作成

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

実施済 追加実施

期日前投票所
（全４箇所）

帯広市役所、イトーヨーカドー帯広店、
帯広畜産大学

森の里コミュニティセンター

当日投票所
（全51箇所）

帯広市総合体育館 40箇所
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

保育士等処遇改善事業（拡充） 153,606 129,754 23,852 国の経済対策に基づき、保育士・幼稚園教諭等の処遇を改善す 令和4年2月から実施
国庫負担金 るため、収入の引き上げ措置を実施 令和3年度分は3月補正予算で

28,991 　・改善内容 収入の3％（月額9千円）程度の引き上げ 計上
国庫補助金 　・対象施設 私立保育所、公立保育所、地域型保育施設、 一部職員費にて計上

80,255 認定こども園、施設型給付幼稚園、
道負担金 児童保育センター

15,767
道補助金

4,741

公立保育所民間移管事業（新規） 23,854 23,854 令和5年4月に民間移管する日赤東保育所の円滑な移管に向け
た準備経費
　・派遣保育士の人件費に対する支援　5人分
　・施設整備　駐車場舗装　等

重度心身障害者医療給付事業（拡充） 3,254 1,627 1,627 令和4年10月より後期高齢者医療制度に創設される窓口負担が 事業費総額　273,502千円
道補助金 2割となる所得階層のうち、重度心身障害者の自己負担が1割と

1,627 なるよう医療費を助成
　・対象者 224人

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

医師会看護専門学校整備補助事業（新規） 161,914 145,700 16,214
市債

145,700 　・実施主体 帯広市医師会
　・補助対象 施設整備、設備整備
　・補助率 1/2（施設整備）

1/2以内（設備整備）
　・開校 令和5年4月予定

BCG予防接種事業（見直し） 10,376 10,376

　・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

HPV予防接種キャッチアップ接種事業（拡充） 19,603 19,603

　・対象者 平成9年度～平成17年度生まれの女子
　・接種回数 3回
　・実施期間 令和4年4月～令和7年3月

新中間処理施設整備費分担金 16,336 16,336 全体事業費　42,940千円
（令和4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　　　　　施設整備・運営事業発注支援業務　等

備　　　　　　　考

衛 生 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

地域の看護師不足の解消を図るため、医師会看護専門学校の
整備費を支援

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

積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対し、公平な
接種機会を確保するため、HPVの予防接種を時限的に実施

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
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

雇用調整助成金等利用促進補助事業 6,591 6,591 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

6,591 　・雇用調整助成金等嵩上支援金
　　　対象経費　　休業手当等
　　　補助率　　　 国の支給額の1/9（雇用調整助成金等9/10）
　・雇用調整助成金等利用促進支援金
　　　対象経費　　申請手続き等を社労士に依頼する費用
　　　補助率　　 　10/10（上限額　5万円）

備　　　　　　　考

労 働 費

国の雇用調整助成金等の特例措置期間の延長に伴い、市独
自の上乗せ補助等を実施

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

多面的機能支払推進事業（拡充） 25,057 18,792 6,265 事業費総額　218,943千円
道補助金

18,792 　・大正広域地区の拡大
　　　東和地区
　・地域活動組織数の増
　　　富士地区

道営水利施設等保全高度化事業 173,413 159,721 13,692 全体事業費　1,180,700千円
道補助金 （道営事業全体分）

84,521 　・川西西2地区 一部令和3年度3月補正予算で
市債 計上・繰越明許費設定

75,200 　・大正北2地区 区画整理 1,400千円
　・大正南2地区 区画整理、畑地かんがい（畑地散水型）
　・川西中央2-1地区

　・帯広かわにし1地区 畑地かんがい（支線）

森林整備促進事業 25,663 25,663 一部職員費にて計上
基金繰入金

25,663 　・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
　・林道等維持管理業務を閑散期に発注　等

市有林造成事業 64,353 59,192 5,161 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

29,292
市債

29,900

区画整理、畑地かんがい（支線、畑地
散水型）

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

区画整理、畑地かんがい（支線、畑地
散水型）

備　　　　　　　考

農 林 水 産 業 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

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

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
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

市有林収穫事業 6,073 26,281 △ 20,208 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

26,281 　・皆伐売払、素材売払

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 15,000

事業創発拠点事業 11,945 11,945
基金繰入金

11,945

備　　　　　　　考

商 工 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

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

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

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
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

小規模事業者緊急支援事業 4,462 4,462 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

4,462

サイクルツーリズム推進事業

広域観光周遊促進事業（十勝地域連携 1,500 1,500 全体事業費　15,000千円
事業）（新規） 基金繰入金 国庫支出金　6,000千円

1,500 道支出金　6,000千円
　・実施主体　　　 公益社団法人北海道観光振興機構 帯広市　1,500千円
　・参加自治体　　帯広市、外　十勝管内自治体 他参加自治体　1,500千円

自転車活用推進計画の策定（新規） 289 289

ナショナルサイクルルート「トカプチ400」の指定を契機とした観
光誘客のため、十勝管内自治体と連携し、サイクルツーリズム
推進に向けたコンテンツ開発及び受入環境整備を実施

ナショナルサイクルルートの指定要件の評価基準の一つである
自転車活用推進計画を策定

備　　　　　　　考事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

国の小規模事業者持続化補助金を活用した事業者の販路拡
大等の取り組みに対する市独自の上乗せ補助について、国の
補助額が令和3年度内に確定しない事業が見込まれることによ
る継続支援

＜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 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 1/12 1/6

コロナ特別対応型（類型B・C） 3/4 － 1/12 1/6

令和2年度
国：1,000,000円
市：1,125,000円

※コロナ加点付与対象者に限る

申請年度 区分
補助率

上限額

※※
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

北愛国交流広場施設整備 51,560 51,560
基金繰入金

51,560 　・多目的広場及び通路への砂利敷設等

空港整備事業 857,558 857,558 誘導路・灯火の改良工事等
国庫補助金 　・誘導路改良工事

507,200 　・誘導路灯火改良工事 94,800千円
道補助金 　・埋蔵文化財発掘調査　（滑走路端安全区域（RESA）整備）

12,700 航空灯火整備機器更新
基金繰入金 　・配光測定装置、灯体洗浄装置　等

38,958
市債

298,700

国内姉妹都市相互交流事業 1,507 753 754 令和6年度　受入事業
雑入

753 　・訪問事業
　　令和4年8月中旬（2泊3日程度）　14人程度

国際姉妹都市相互交流事業 5,848 5,848 訪問事業は令和3年度から
基金繰入金 延期

4,848 　・訪問事業
雑入 　　令和4年8月以降（7泊8日程度）　13人程度

1,000 　・受入事業
　　令和4年10月以降（3泊4日程度）　3人程度

徳島市との姉妹都市締結40周年記念事業として、訪問団を派
遣しPR活動を実施

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
問団の相互派遣交流を実施

備　　　　　　　考

北愛国交流広場の排水機能改善のための修繕や利用者の利
便性向上のための整備を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

一部令和3年度3月補正予算で
債務負担行為設定
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

国際友好都市相互交流事業 6,819 6,819 令和2年度から延期
基金繰入金

5,819 　・訪問事業
雑入 　　令和4年10月以降（6泊7日程度）　16人程度

1,000 　・受入事業
　　令和4年10月以降（6泊7日程度）　16人程度

朝陽市との国際友好都市締結20周年記念事業として、訪問団
の相互派遣交流を実施

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

特殊舗装整備事業 226,000 203,400 22,600 特殊舗装打替工事
市債

203,400

一部令和3年度3月補正予算で
債務負担行為設定　
80,000千円

オーバーレイ工事

道路側溝整備事業 32,500 32,500 側溝整備工事（雨水管の埋設、雨水枡新設）
市債

32,500

備　　　　　　　考

土 木 費

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

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13号～15号 L=550m、W=6m

基松東1線・別府西6号線 別府西6号南18線 L=550m、W=6m

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

緑ヶ丘公園南・24号線

緑ヶ丘公園南･26号線

西3・4号北1・2線間・18号線 西9条北6丁目 道路側溝改良調査

西7～8条南31丁目 L=220m、W=4～4.5m

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

柏・南10丁目線 東10～11条南10丁目 L=276m、W=5.1m

緑ヶ丘・14号線 緑ヶ丘2条通2丁目 L=95m、W=3.7m

南11丁目仲通線 西12～13条南11丁目 L=110m、W=5.2m

南町南・1号線 西16～17条南38丁目 L=88m、W=5m

西17北2・5号線 西17条北2丁目 L=125m、W=5.3

西16南6・15号線 西16条南6丁目 L=53m、W=5.3m

西18南1，2・5号線 西18条南1丁目 L=69m、W=6m

鉄道狭地・1号線 西13条南2丁目 L=80m、W=6m

大通・西1条仲通丙線 大通南19丁目～西1条19丁目 L=110m、W=5.0m

緑ヶ丘・28号線 緑ヶ丘8丁目 L=100m、W=5.5m

稲田町東・34号線 西5条南39丁目 L=143m、W=4.5m

上帯広・19号線 上帯広西2～3線19号 L=110m、W=4m

豊成東・南9線線 西3～4条南38丁目 L=114m、W=5.4m

西20南4・29号線 西20条南4丁目 L=45m、W=4.1m

南町南・7号線 西16条南37～38丁目 L=176m、W=4.4m

大正・東2線線 大正町東2線 L=200m、W=3m
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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 23,000 22,000 1,000 道路舗装の計画的な補修
国庫補助金

13,500
市債

8,500

道路新設改良事業 800,970 760,874 40,096
国庫補助金

238,674
市債

522,200

一部令和3年度3月補正予算で
債務負担行為設定
51,600千円
一部令和3年度3月補正予算で
計上・繰越明許費設定
174,500千円

橋梁長寿命化事業 245,000 224,600 20,400
国庫補助金

142,800
市債

81,800

橋梁長寿命化修繕計画の見直し

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

西11条橋 西11条南4丁目 L=28m、W=7m

森の六線橋 西21条南6丁目 L=15m、W=11m

北2線橋 西21条北3丁目 L=71m、W=7m

ポロシリ大橋 拓成町基線 L=120m、W=11ｍ

以平8号橋 以平町西7線 L=16m、W=8m

大正橋（下） 昭和町西1線 L=330m、W=6m

補修詳細設計 6橋

橋梁点検 100橋

PCB調査 3橋

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=140m、用地、補償、境界杭、物件調査

川西・稲田西2線線 稲田町西2線 L=280m、W=21m、用地、補償、境界杭

西17北2・2号線 西17条北2丁目 L=225m、W=12m

大空町・9号線 大空町1丁目 L=164m、W=10m

(仮)西25南3・9号線 西25条南3丁目 L=34m、W=8m

競馬場南・西郊線 西13条南10丁目～南11丁目 L=184.64m、W=9.5～11.5m

幸福・24号線 幸福町東1線～東4線 L=1,350m、W=6m

農村地区環境整備 川西地区、大正地区 L=800m、W=6m

市道現況測量調査

路　線　名　等 施　　工　　区　　間 事　　業　　内　　容　　等

稲田町・2号甲線 清流西2丁目 舗装補修L=103m×2車線

補修工法検討
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

交通安全施設整備事業 5,000 4,500 500 歩道の再整備
市債

4,500
令和3年度3月補正予算で
債務負担行為設定

街路整備事業 705,045 680,800 24,245
国庫補助金

406,800
市債

274,000 一部令和3年度3月補正予算で
計上・繰越明許費設定
209,000千円

公園整備事業

街区公園整備事業 24,395 23,050 1,345
国庫補助金

12,150
市債

10,900

中島緑地整備事業 87,515 80,761 6,754 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

29,661
市債

51,100

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

青柳通 西8条～西9条南34丁目 L=40m、橋梁上部工(製作)、用地、補償、境界杭

学園通 西13条～西15条南41丁目 L=309m＋L=231ｍ(表層)、植栽工等

18条通 西18条～西19条南3丁目 用地、補償

公　　園　　名 施　　工　　場　　所 事　　業　　内　　容　　等

南町中央公園 西14条南34丁目 整備工事

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

路　　線　　名　　等 施　　工　　区　　間 事　業　内　容　等

南26丁目西線 西10条南27丁目(南側) L=61m(歩道再整備)、W=3.8m
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

公園施設更新事業 45,500 43,250 2,250 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

22,750
市債

20,500

帯広の森整備事業 90,043 89,000 1,043 帯広の森の利活用のための整備
国庫補助金 　・築山周辺の整備　植生、シェルターの設置

45,000 　・十勝飛行場周辺のトイレ、園路の整備　L=380m、
基金繰入金 　　駐車場整備

3,500
市債

40,500

住生活基本計画の策定 973 973 新たな住生活基本計画の策定
国庫補助金 　・計画期間　　令和6～15年度

405 　・民間住宅施策に関する主要課題の整理、分析
基金繰入金

568

地域優良賃貸住宅整備事業 23,417 23,400 17 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18戸

10,530 　・地域優良賃貸住宅事業者選定委員会の開催
基金繰入金

12,870

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

つくし第2児童公園 西25条南1丁目

わんぱく児童公園 西22条南3丁目

あさがお児童公園 西20条南4丁目

めぐみ児童公園 西19条南2丁目

緑園記念児童公園 西22条南3丁目

あかね公園 西3条南15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

公営住宅整備事業 323,165 323,063 102
国庫補助金

145,422
基金繰入金

1,241
市債

176,400

市営住宅等長寿命化計画の見直し

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 建設工事（5階建、35戸）

　　（丘　新1号棟） （令和4～5年度・継続費1年目）
外構・駐車場工事

ストック総合改善

・柏林台団地西町 柏林台西町3丁目 屋上防水

・大正第二団地 大正町443番地 手すり・緊急通報装置設置

・清川団地 清川町西1線126番地 手すり・緊急通報装置設置
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

指令システム・デジタル無線機器更新事業 146,463 109,800 36,663 安定的な稼働を維持するため、耐用年数を迎える指令システム 全体事業費　516,548千円
市債 及びデジタル無線機器を更新 （令和4年度　組合事業費）

109,800 　・事業実施主体　　とかち広域消防事務組合

消防団活動促進事業

消防団員報酬額等改定（拡充） 2,400 2,400 消防団員を確保するため、団員の報酬額等を改定 事業費総額　30,409千円

十勝川水系音更川水防演習 1,015 1,015 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
　・実施時期 　　　 　令和4年6月
　・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

現行 改定後 増減等

団員階級の額 30,600円 36,500円 5,900円増

班長以上の額
団長85,800円

～班長37,800円
団長85,800円

～班長37,800円
増減なし

支給方法 費用弁償（回数） 報酬（日額） 報酬に変更

災害出動の額 4,500円/回 8,000円/日 3,500円増

一般業務の額 4,500円/回 4,500円/日 増減なし

出動手当

年額報酬

報酬等
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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） 360 360 事業費総額　1,752千円
基金繰入金

360 　・運営協議会設置数 29校23協議会 ⇒ 40校35協議会
　・協議会委員数 232人 ⇒ 352人

教職員住宅整備事業 23,220 19,022 4,198 老朽化に伴う教職員住宅の改築
国庫補助金 　・清川中校長住宅

6,722 　　移転改築工事
市債

12,300

スクールバス運行事業（拡充） 11,783 11,783 児童生徒数の増加に伴う、川西地区スクールバスの増台 事業費総額　60,048千円
　・清流地区に大型バス1台の追加運行

就学援助費支給事業（拡充） 1,236 2 1,234 準要保護就学援助費の新入学学用品費の支給単価を引き上げ 事業費総額　214,352千円
国庫補助金 　・小学校　　 51,060円 ⇒ 54,060円

2

学校施設長寿命化改修事業

個別改修事業 59,454 32,923 26,531 各学校における劣化状況が著しい部位の改修
国庫補助金 　・校舎及び屋内体育館の屋根改修（第七中・広野小・つつじ小）

11,823 　・受変電設備の更新（愛国小）
市債

21,100

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

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

教 育 費
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

大空地区義務教育学校整備事業 82,951 72,000 10,951 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
国庫補助金 の整備

20,200 　・整備予定地　　大空中学校 62,025千円
市債 　・整備内容

51,800 　　　グラウンド改修
　　　小学校校舎及び屋内体育館解体実施設計　等

学校環境整備事業

学校網戸設置事業（拡充） 11,579 11,579 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

11,579

無線LAN環境整備事業（拡充） 4,621 4,621 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

4,621

義務教育施設整備事業

煙突用断熱材除去事業 47,810 45,400 2,410 煙突用断熱材の石綿対策工事
市債 　・実施校　   2校（北栄小、広陽小）

45,400 　・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 10,900 10,900 老朽化したボイラーの改修
市債 　・実施校　 第二中

10,900

学校における教室の換気効果を高めるため、多目的室等の窓
に網戸を設置 令和3年度3月補正予算で計上・

繰越明許費設定

ICT化に向けた学習環境の構築のため、転入等による学級数の
変更に伴い、校内無線LAN未整備教室を通常学級及び特別支
援学級に転用することが見込まれる学校に校内無線LANを追加
整備

令和3年度3月補正予算で計上・
繰越明許費設定

一部令和3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 20校 392枚

中学校 9校 162枚
多目的室等

区分 学校数 整備箇所

小学校 8校 14箇所
中学校 5校 5箇所
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

動物園施設整備事業 16,200 15,400 800 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=280ｍ

8,100
市債

7,300

2022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4年10月下旬
　・参加人数（予定）

日本クラブユースサッカー選手権大会開催事業 2,000 2,000 第37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
　・開催時期　 令和4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

備　　　　　　　考

開拓140年・市制施行90年記念
事業

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

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

約6,000人
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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 1,686,352 767,408 918,944 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 4,426,244千円

171,088 　　⇒基金繰入による保険料抑制   （48,716千円）
道負担金

596,320

　・賦課割合の変更（所得割：均等割：平等割）
　　　49：32：19　⇒　48：32：20　※令和6年度まで隔年で変更
　・賦課限度額の改定
　　　医療保険分 63万円⇒65万円
　　　後期高齢者支援金分 19万円⇒20万円　　　102万円
　　　介護納付金分 17万円（据え置き）
　・保険料法定軽減の基準額
　　　令和3年度のまま据え置き
　・未就学児の保険料減額
　　　均等割保険料の5割を減額

後期高齢者医療制度の運営 701,777 421,343 280,434 保険料の定時改定 事業費は一般会計繰入金
道負担金

421,343

　・賦課限度額の改定　　64万円⇒66万円
　・保険料法定軽減の基準額　
　　　令和3年度のまま据え置き
窓口負担割合の見直し
　・対象者 一定の所得がある者
　・負担割合 1割⇒2割
　・施行日

後 期 高 齢 者 医 療 会 計

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

国 民 健 康 保 険 会 計

令和4年度の保険料率は5月に
所得等が判明し次第算定

令和4年10月1日

所得割 10.98% 10.98% -

均等割 52,048円 51,892円 △ 156円

一人当たり賦課額
（軽減前）

94,440円 94,348円 △ 92円

保険料率 令和3年度 増△減令和4年度

令和4年度
（見込み）

所得割 12.03% 11.65% △0.38%

均等割 43,650円 44,300円 650円

平等割 39,710円 41,340円 1,630円

一人当たり賦課額
（軽減前）

136,346円 138,402円 2,056円

保険料率 令和3年度 増△減
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

ばんえい競馬の開催 44,728,911 44,728,911 ばんえい競馬開催
収益事業収入

43,580,863
手数料

1,628
財産運用収入

3,023
寄附金 　・公正確保対策の継続

30,856 　・情報提供の充実
繰入金 　・運営体制の効率化

571,838 　・生産者支援

市預金利子 　・馬運車入退所整備への補助
1  　　　事業実施主体　十勝農業協同組合連合会

雑入
540,702

備　　　　　　　考

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3年度 令和4年度

開催日数 149日 149日

ナイター開催 95日 95日

準ナイター開催 29日 30日

薄暮開催 25日 24日
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主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

ペットボトル事業 3,557 2,157 1,400 開拓140年記念ロゴ入りの極上水を販売・提供 令和4年12月末でペットボトル
内部留保資金 転入手続きの際に転入世帯に対して極上水を1本プレゼント 事業を廃止

2,157

配水管整備事業 957,600 957,600 管路整備
企業債 　・第8次配水管整備事業 L=1,940m 令和4年度末

408,500 　・管路近代化事業       L=9,530m 　水道管路の耐震適合率　85.8%
内部留保資金 一部令和3年度3月補正予算で

549,100 債務負担行為設定
263,000千円

緊急貯水槽整備事業 100,000 62,500 37,500 大空地区義務教育学校の整備に伴う緊急貯水槽の新設
国庫補助金 　・新設工事                                     80㎥

25,000
内部留保資金

37,500

中島配水場等施設整備事業

中島配水場設備更新 157,800 157,800 中島配水場の老朽化対策として、機器設備を更新 継続費設定（令和4～5年度）
企業債 　・配水ポンプ、制御設備、動力設備、電気計装設備等の更新

157,800

帯広の森減圧弁室設備更新 130,000 130,000 帯広の森減圧弁室の老朽化対策として、機器設備を更新 継続費設定（令和4～5年度）
企業債 　・電動減圧弁、制御設備、電気計装設備、通信設備等の更新

130,000

備　　　　　　　考事　　　　業　　　　内　　　　容

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

中島配水場耐震化 38,000 38,000 中島配水場の耐震補強工事を実施
国庫補助金 　・配水池及び配水池上屋 660㎥（昭和61年築）

5,175
企業債

32,800
内部留保資金

25

災害対策事業 34,200 22,800 11,400 災害対応のため、稲田浄水場の浸水対策を実施
国庫補助金 　・止水板、止水堰の設置　　　　　　　  11箇所

11,400
企業債

11,400

残留塩素計整備事業 29,205 29,205 末端給水地点の水質を自動計測するため、自動水質監視
内部留保資金 装置を設置

29,205 　・子局3基

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

川西地区受水切替事業 176,360 176,360 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工事を実施

176,300 　・布設工事 L=1,900m
内部留保資金

60

大正配水池等施設整備事業

大正配水池耐震化 15,609 15,609 大正配水池の耐震補強工事を実施
企業債 　・大正配水池 508㎥（昭和51年築）

15,600
内部留保資金

9

岩内浄水場設備機器更新 15,851 15,851 岩内浄水場の老朽化対策として、機器設備の更新に向けた
企業債 実施設計を実施

15,800 　取水ポンプ、ろ過機、動力設備、電気計装設備等
内部留保資金

51

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

《 簡 易 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

公共下水道整備事業 470,530 470,480 50 雨水管整備 L=755m 令和4年度末
国庫補助金 汚水管整備 L=50m 雨水整備率　73.5%

165,200 一部令和3年度3月補正予算で
企業債 計上（繰越予定）

278,500 161,000千円
内部留保資金

26,780

下水道長寿命化事業 197,640 197,480 160 管渠長寿命化事業
国庫補助金 　・長寿命化工事 L=920m

77,400 　・実施設計
企業債 　・マンホールポンプ更新 1箇所

6,000
内部留保資金

114,080

汚水処理施設統合事業 十勝川流域下水道への汚水処理統合に向けた施設の改修等

汚水処理統合管渠整備事業 300,000 300,000 　・圧送管整備 L=1,070m
国庫補助金

150,000
内部留保資金

150,000

帯広川下水終末処理場施設改修事業 550,300 550,225 75 　・自家発電設備更新工事 継続費2年目（令和3～4年度）
国庫補助金 　・滅菌池改築工事

300,005 　・ポンプ場・一時貯留槽実施設計
企業債 　・第1最初沈殿池撤去工事

41,700
内部留保資金

208,520

備　　　　　　　考

下 水 道 事 業 会 計
《 下 水 道 事 業 》

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

清川下水処理場施設整備事業 11,300 11,300
国庫補助金

8,800 　・電磁流量計の更新
企業債 　・最適整備構想の策定

2,500

農村下水道整備事業 71,194 71,194
企業債

46,800 　・整備基数 18 基
分担金及び
負担金

8,468
内部留保資金

15,926

清川下水処理場の老朽化対策として、設備機器の更新及び処
理場施設の保全計画として最適整備構想を策定

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

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

《 農 村 下 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

保育士等処遇改善事業（拡充） 153,606 129,754 23,852 国の経済対策に基づき、保育士・幼稚園教諭等の処遇を改善す 令和4年2月から実施
国庫負担金 るため、収入の引き上げ措置を実施 令和3年度分は3月補正予算で

28,991 　・改善内容 収入の3％（月額9千円）程度の引き上げ 計上
国庫補助金 　・対象施設 私立保育所、公立保育所、地域型保育施設、 一部職員費にて計上

80,255 認定こども園、施設型給付幼稚園、
道負担金 児童保育センター

15,767
道補助金

4,741

BCG予防接種事業（見直し） 10,376 10,376

　・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

雇用調整助成金等利用促進補助事業 6,591 6,591 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

6,591 　・雇用調整助成金等嵩上支援金
　　　対象経費　　休業手当等
　　　補助率　　　 国の支給額の1/9（雇用調整助成金等9/10）
　・雇用調整助成金等利用促進支援金
　　　対象経費　　申請手続き等を社労士に依頼する費用
　　　補助率　　 　10/10（上限額　5万円）

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）

国の雇用調整助成金等の特例措置期間の延長に伴い、市独自
の上乗せ補助等を実施

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

33



主　要　事　業
（単位：千円）

特定財源 一般財源

小規模事業者緊急支援事業 4,462 4,462 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

4,462

学校網戸設置事業（拡充） 11,579 11,579 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

11,579

無線LAN環境整備事業（拡充） 4,621 4,621 地方創生臨時交付金を活用
国庫補助金

4,621

備　　　　　　　考

国の小規模事業者持続化補助金を活用した事業者の販路拡大
等の取り組みに対する市独自の上乗せ補助について、国の補
助額が令和3年度内に確定しない事業が見込まれることによる
継続支援

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

学校における教室の換気効果を高めるため、多目的室等の窓
に網戸を設置 令和3年度3月補正予算で計上・

繰越明許費設定

令和3年度3月補正予算で計上・
繰越明許費設定

ICT化に向けた学習環境の構築のため、転入等による学級数の
変更に伴い、校内無線LAN未整備教室を通常学級及び特別支
援学級に転用することが見込まれる学校に校内無線LANを追加
整備

区分 学校数 枚数 設置場所

小学校 20校 392枚

中学校 9校 162枚
多目的室等

区分 学校数 整備箇所
小学校 8校 14箇所
中学校 5校 5箇所

＜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 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 1/12 1/6

コロナ特別対応型（類型B・C） 3/4 － 1/12 1/6

令和2年度
国：1,000,000円
市：1,125,000円

※コロナ加点付与対象者に限る

申請年度 区分
補助率

上限額

※※
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

86,126 12,073 74,053

歴史と思いを、未来へ継承する

歴史の扉を開けよう～公園編～ 3,432 3,432

文化財リーフレット 396 396

特別企画展「（仮称）依田勉三・晩成社展」 1,192 590 602
雑入

590

140 70 70
雑入

70

199 100 99
雑入

100

文化財審議委員会 170 170

1,036 1,036

企画展「（仮称）過ぎ去りし街角　ふたたび
荘田喜與志の見た帯広・十勝」

写真家「荘田喜與志氏」の写真を展示し、帯広市の移り変わりを
紹介する企画展示を実施

時期　令和4年4月～5月
場所　百年記念館

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

開拓140年・市制施行90年記念事業

帯広市の歴史や文化との関りが深い公園において、動画等を
活用し、その場所の歴史や公園の成り立ちについて発信する看
板を設置

地域の歴史を伝える文化財を一覧するリーフレットを作成

依田勉三・晩成社に関する企画展示を実施 時期　令和4年8月～9月
場所　百年記念館　等

企画展「（仮称）帯広百年記念館の歴史を
振り返るポスター展」

開館40年を迎える百年記念館のあゆみを歴代の企画展示等の
ポスターを中心に振り返る企画展示を実施

時期　令和4年10月～11月
場所　百年記念館

文化財保護の推進を図るため、文化財審議委員会を複数回開
催

第10回中城ふみ子賞 現代短歌潮流の礎となった郷土の歌人中城ふみ子の生誕100
年を記念し、第10回中城ふみ子賞表彰式及び記念講演会を開
催

時期　令和4年11月
場所　とかちプラザ
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

次代を担うこどもたちの夢や希望を育む

デジタルアーカイブ配信事業 2,552 2,552

501 501

おびひろキッズタウン 660 660

700 700 幼児・児童を対象とした影絵による演劇公演の開催

第33回親と子のわくわく音楽会 900 900

3,714 3,714 小中学生を対象としたオーケストラ公演の開催

北海道日本ハムファイターズ応援大使事業 3,068 3,000 68
基金繰入金

2,000
雑入

1,000

NPBガールズトーナメント2022 50 50

子ども達が職業体験や社会体験にチャレンジし、楽しみながら
社会のしくみを考えることで、働くことの意味や仕事の楽しさ、お
金の価値などを学ぶイベントの開催

時期　令和4年11月
場所　とかちプラザ

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

帯広市開拓140年・市制施行90年の記念の年を広く周知するた
め、これまで百年記念館が特別企画展等で利用し、蓄積してき
た写真・動画等をデジタル化し、特設ホームページで配信

野草園生育環境調査「（仮称）先人が守って
きた野草園」

先人が大切に守り育んできた野草園の生育環境調査を実施し、
調査結果等を踏まえ、野草園と十勝帯広の豊かな自然環境を
題材にした児童向けイベントの開催

時期　令和4年12月
場所　児童会館

劇団かかし座「オズの魔法使い」 時期　令和4年9月
場所　市民文化ホール
公演内容は予定

幼児・児童を対象にオーケストラの鑑賞と楽器体験の機会を提
供

時期　令和4年9月
場所　市民文化ホール

小中学生のための札響コンサート 時期　令和4年10月
場所　市民文化ホール

北海道日本ハムファイターズとタイアップし、本市のPR及び市民
に対して、スポーツの「する」「みる」「支える」の機会を提供

時期　令和4年4月～11月

小学生女子チームが対象の軟式野球競技大会の開催 時期　令和4年6月
場所　帯広の森平和球場
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

第35回会長杯全道アーチェリー大会 50 50

100 100

50 50

100 100

100 100

100 100

50 50

30 30

50 50

50 50

小学生から社会人が対象のアーチェリー競技大会の開催 時期　令和4年6月
場所　帯広の森アーチェリー場

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

第19回全道少年U-10サッカー北北海道大
会

北北海道地区の10歳以下を対象としたサッカー競技大会の開
催

時期　令和4年7月
場所　帯広の森球技場

第39回AOTAC記念道東ブロック公認アー
チェリー大会

高校生から社会人が対象のアーチェリー競技大会の開催 時期　令和4年7月
場所　帯広の森アーチェリー場

第77回国民体育大会ハンドボール競技北
海道予選会

高校生から社会人が対象のハンドボール競技大会の開催 時期　令和4年8月
場所　よつ葉アリーナ十勝

第22回大平原狗鷲旗全道高等学校剣道大
会

全道の高校生を対象とした剣道競技大会の開催 時期　令和4年8月
場所　よつ葉アリーナ十勝

北海道卓球選手権大会兼全国大会予選会
カデットの部

全道のジュニアから社会人を対象とした卓球競技大会兼14歳以
下の全国大会への予選会の開催

時期　令和4年9月
場所　よつ葉アリーナ十勝

第15回北海道U-15ジュニアユースハンド
ボール大会

全道の13～15歳の中学生を対象としたハンドボール競技大会
の開催

時期　令和4年9月
場所　よつ葉アリーナ十勝

東北海道小学生卓球大会 東北海道地区の小学生を対象とした卓球競技大会の開催 時期　令和4年9月
場所　よつ葉アリーナ十勝

北海道一輪車マラソン大会 全道が対象の一輪車マラソン競技大会の開催 時期　令和4年9月
場所　十勝川河川敷

第33回舩津杯全道室内アーチェリー大会 小学生から社会人が対象のアーチェリー競技大会の開催 時期　令和4年12月
場所　帯広の森体育館
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

まちの魅力を感じ、ともに祝い、愛着を深める

NHK公開番組 394 394

第70回勝毎花火大会記念プログラム 2,200 2,200

628 263 365
雑入

263

第41回おびひろ市民芸術祭 960 960

オフィス３○○「私の恋人」北海道公演

春風亭一之輔落語会

備　　　　　　　考

キエフ・バレエガラ～華麗なるクラシックバ
レエハイライト～

海外の優れたバレエ公演を鑑賞する機会を市民に提供 時期　令和4年8月
場所　市民文化ホール

天文台・プラネタリウム活用事業 リニューアルオープン予定のプラネタリウムや地域でもめずらし
い天文台を活用した星の観察会や天文特別講座等を実施

開拓140年・市制施行90年の機運を高めるため、勝毎花火大会
の中で記念プログラムを実施

時期　令和4年8月

市民大学講座 著名人を講師として招いた記念講演の開催 時期　令和4年7月
場所　とかちプラザ

NHK全国放送公開番組を実施

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

市民主体の文化活動の発表の場と市民に鑑賞の機会を提供 時期　令和4年5月
場所　市民文化ホール　等

劇団３○○による演劇公演の開催 時期　令和4年7月
場所　市民文化ホール

人気落語家による独演会の開催 時期　令和4年8月
場所　市民文化ホール

世界的テノール歌手ロベール・ヒロンを迎え
て～ピアニスト　久世　香澄～

世界で活躍するオペラ歌手とピアニストによるコンサートの開催 時期　令和4年11月
場所　市民文化ホール
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

葉加瀬太郎コンサート

1,000 1,000
基金繰入金

1,000

上下水道事業特別記念イベント 650 650
営業収益

650

八千代牧場まつり 2,250 2,250

第75回おびひろ平原まつり 10,315 10,315

とかちマルシェ・とかちフェスタ 11,000 11,000

第53回おびひろ菊まつり 5,225 5,225

第67回岩内仙峡もみじまつり 1,200 1,200

国内外で活躍するヴァイオリニストによるコンサートの開催 時期　令和4年11月
場所　市民文化ホール

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

（仮称）十勝の大地を生きるアーティスト 帯広・十勝の時代を切り開いてきたアーティストによる作品の展
示や演奏・演技を披露する文化芸術鑑賞事業を実施

時期　令和4年11月～12月
場所　市民ギャラリー　等

ティータイムコンサート～ワンコインで楽し
む午後のひととき～

地元演奏家による、市民に気軽にホールに足を運んでもらう演
奏会の開催

場所　市民文化ホール

稲田浄水場において、市民に上下水道事業の理解を深めても
らうことを目的としたイベントの開催

企業会計にて計上

農業への理解促進と、地場農畜産物の消費拡大を図るまつり
の開催

時期　令和4年6月
場所　八千代牧場

先人の開拓への報恩感謝と五穀豊穣の願いを込めたまつりの
開催

時期　令和4年8月
場所　広小路　等

食の王国「とかち」をアピールするイベントの開催 時期　令和4年8月～9月
場所　帯広駅前

菊を通じて芸術文化の高揚を図るまつりの開催 時期　令和4年10月～11月
場所　とかちプラザ

岩内仙峡の自然の中で、自然や秋の味覚、紅葉などを満喫し、
市民生活に潤いを提供するまつりの開催

時期　令和4年10月
場所　岩内仙峡

39



主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

帯広交響楽団第43回定期演奏会 1,200 1,200

1,000 1,000 道立帯広美術館における特別企画展への参画

帯広市民劇場　北の輝き公演vol.3

おびひろ市民ミュージカル第20回公演

第15回全道ミニテニス交流十勝春季大会 50 50

第7回全道ミニテニス交流十勝夏季大会 50 50

30 30

11,000 6,400 4,600
雑入

6,400

1,100 1,100

100 100

市民が支援する市民オーケストラによる演奏会の開催 時期　令和4年5月
場所　市民文化ホール

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

道立帯広美術館特別企画展「銀の匙
silverspoon展」

時期　令和4年9月～12月
場所　帯広美術館

地元アーティストによるコンサートの開催 時期　令和4年10月
場所　市民文化ホール

市民参加型の団体によるミュージカル公演の開催 時期　令和4年12月
場所　市民文化ホール

十勝管内の社会人が対象の個人戦・団体戦のあるミニテニス交
流大会の開催

時期　令和4年4月
場所　よつ葉アリーナ十勝

十勝管内の社会人が対象の個人戦・団体戦のあるミニテニス交
流大会の開催

時期　令和4年7月
場所　よつ葉アリーナ十勝

第45回東日本軟式野球北北海道大会 北北海道地区の社会人が対象の軟式野球競技大会の開催 時期　令和4年9月
場所　帯広の森野球場

2022フードバレーとかちマラソン開催事業
（再掲）

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

時期　令和4年10月下旬

2022帯広市スポーツフェスティバル 市民が気軽にスポーツに親しめるきっかけづくりとして、関係団
体と連携した各種目の体験会や大会の開催

時期　令和4年10月

北海道社会人O-40/O-50バスケットボール
交歓大会

北海道の社会人が対象のバスケットボール競技大会の開催 時期　令和4年11月
場所　よつ葉アリーナ十勝
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主　要　事　業 　　

（単位：千円）

特定財源 一般財源

記念式典

功労者表彰等 15,404 15,404 先人の業績をたたえ、地域の発展を誓う催しを実施
　・功労者表彰の実施
　・文化芸能のアトラクションの実施　等

980 980

事　　　　　　　業　　　　　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容 備　　　　　　　考

時期　令和4年11月1日
場所　市民文化ホール

国内姉妹都市等記念訪問団の招聘・受入 帯広市開拓140年・市制施行90年を記念し、国内姉妹都市等か
ら記念訪問団を招聘・受入
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