
主要事業等調書                                                            
 

一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
【議会費】

議会だより発行経費 424 1,691

政務調査費交付金 2,310 5,760

【総務費】

行政改革推進委員会経費 244 274

職員研修経費 5,000 5,651

国際交流経費 5,876 6,002

市バス運行業務委託料 7,302 7,313

旅券事務費 241 901

コミュニティ助成事業補助
金

1,300 2,500

知里幸恵フォーラム開催
事業補助金

120 120

移住促進経費 100 135

行政情報化経費 31,281 49,774

電子計算機運用処理委託料 15,120 15,120

ＯＡ化推進経費 25,483 12,097

地域情報センター運営管理
経費

9,138 9,154

財務会計システム経費 6,888 8,988

地域イントラネット維持
管理経費

30,242 20,201

北海道電子自治体共同シス
テム運用経費

3,544 3,671

西いぶり広域連合共同電算
事業負担金（新規）

81,379 0

西いぶり広域連合共同電算
基盤整備事業費（新規）

20,540 0

私立幼稚園教材教具費等補
助金

2,544 2,408

私立幼稚園協会教職員研修
費補助金

500 500

総合防災訓練経費 1,360 0

【民生費】

道南ブロック町内会活動研
究大会助成金

250 0

パソコン導入等による住民サービス及び事務の効率化を図る。
（平成19年度：パソコン、ＷＥＢ・メールサーバの更新）

防災関係機関の総合訓練と、市民の防災意識の向上を目指し隔
年で実施。

イントラネットの維持管理経費

市内の私立幼稚園に対し、教材教具等の購入資金の一部を補助
し、教育内容の充実を図る。（教育費から移行）

登別市私立幼稚園協会に加盟している幼稚園の教職員の研修費
の一部を補助し、資質の向上に寄与する。（教育費から移行）

電子自治体の実現に向けて、北海道と道内市町村が共同で開発
した共通基盤システム及び電子申請システムの運用経費

行政改革大綱の策定及びその推進に関することなどを調査、審
議

首都圏等の団塊の世代を対象とした北海道への移住を促進する
目的で設立された、北海道移住促進協議会への参加経費。

現在運用している行政系のホストコンピュータの管理及び操作
処理を、人材確保（電算事務従事者）の困難性の解消及び運用
コストの削減のため、外部に業務委託する。

基本研修、特別研修、専門研修、派遣研修等

国際交流推進事業
中学生海外派遣事業
自治体職員協力交流事業

知里森舎主催のフォーラムに係る事業経費の一部を補助する。

市バス（２台）の運行業務委託料

パスポートの申請の受付と交付事務を行う。

自治総合センターのコミュニティ助成制度を活用し、「登別子
ども熊舞保存会」に対し補助する。

汎用機・端末機器の経費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

登別市地域情報センターの運営管理経費

財務会計システムの更新委託（H17～H19)及び維持管理経費

西いぶり広域連合（西胆振３市１町）で実施する共同電算事業
に必要な本市と室蘭市間の光ケーブル敷設等に要する経費

議会活動の市民周知を図る。

10,000円×21名×11月＝2,310千円

西いぶり広域連合（西胆振３市１町）で実施する共同電算事業
に対する負担金
（データセンターの建設及びシステム構築に要する負担金）

登別市で開催される平成１９年度道南ブロック町内会活動研究
大会に要する経費の一部を助成する。



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

町内会運営助成金 26,800 26,700

防犯灯設置事業補助金 5,400 6,000

地域福祉活動促進事業
補助金

14,589 14,661

社会福祉事業推進補助金 10,638 10,827

生活交通路線維持対策事業
費補助金

5,581 6,774

障害者福祉費

障害者自立支援給付費

○施設入所支援介護給付費 424,219 431,529

○居宅介護給付費 92,940 46,279

○自立訓練・就労移行支援
等給付費

43,820 74,205

○自立支援医療費 9,070 9,490

○障害者補装具給付費 25,438 28,962

○高額障害者福祉サービス
経費

1,500 3,696

地域生活支援事業費

○日常生活用具給付費 14,616 6,772

○障害者自立更生促進助成
事業費

510 620

○総合相談支援事業費 17,169 ―

○コミュニケーション支援
事業費

893 ―

○移動支援事業費 2,161 ―

○地域活動支援センター事
業費

20,308 ―

○訪問入浴サービス事業費 581 ―

○更生訓練費・施設入所者
就職支度金給付費

438 ―

○社会参加事業費 324 ―

○日中一時支援事業費 5,972 ―

地域活動支援センターの運営・事業経費と地域共同作業所（瑞
樹）運営補助金

訪問入浴サービスに係る給付費

各単位町内会の運営・事業に要する経費の一部を助成する｡

社会福祉協議会が、「福祉のまちづくり」に積極的に取り組め
るよう推進体制強化のための補助を行う。

市内赤字バス路線の運行経費を補助する。

自動車運転免許取得費助成（２人分）
自動車改造経費助成（３人分）

各町内会が防犯灯を設置・補修する際の費用の一部を補助す
る。

社会福祉協議会が行う次の事業への補助
　１．地域福祉事業
　２．ボランティアセンター事業
　３．在宅福祉事業

障害者及び障害児に対し、日常生活上の便宜を図るため日常生
活用具と住宅改修費の給付を行う。

身体障害者の更生医療に係る給付費

障害者の移動支援に係る経費

知的・精神障害者グループホーム入居経費（３０名分）
通勤寮入居経費（５名分）
自立訓練経費（１０名分）
就労支援経費（１０名分）

障害者自立支援法の施行により、総合的な自立支援を行う。

身障施設入所（通所）関係経費（　５２名分）
知的施設入所（通所）関係経費（１２５名分）

ホームヘルプ関係経費
　身障(５０名分)、知的・精神(６名分)、障害児(３名分)
短期入所関係経費
　身障(２名分)、知的・精神(２名分)、障害児(２０名分)
ケアホーム入所支援関係経費
　知的（３４名分）
生活介護関係経費
　身障（１８名分）、知的（２名分）
障害児デイサービス関係（６０名分）

障害者及び障害児に対し、補装具の給付を行う。

障害者自立支援サービスに伴う利用者負担が、世帯上限額を超
えた場合における償還金

総合相談支援事業と住宅入居支援の委託経費、地域自立支援協
議会の運営経費
手話通訳者等の設置・派遣に係る経費

更生訓練と施設入所者就職支度に係る給付費

点字・声の広報等の作成に係る経費

日帰りショートステイ、障害児タイムケアに係る給付費



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

○社会参加等事業補助金 439 ―

重度障害者（児）福祉タク
シー関係経費

6,851 6,988

障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ低所得
者利用者負担軽減措置経費

1,383 208

精神障害者社会参加支援等
対策経費

1,483 1,700

第２６回全道肢体不自由児
者福祉大会補助金

500 0

乳幼児医療費助成経費 85,615 92,774

重度心身障害者医療費助成
経費

184,103 203,416

ひとり親家庭等医療費助成
経費

33,197 40,869

地域総合整備資金貸付金 158,000 177,000

北海道後期高齢者医療広域
連合負担金

4,152 0

在宅高齢者保健福祉推進支
援経費

11,750 13,427

老人医療費助成経費
（道老分）

38,681 81,827

子育て支援センター運営経
費

1,170 1,016

児童手当等支給経費 335,364 274,818

児童扶養手当及び特別児童
扶養手当関係経費

321,614 341,073

仕事と家庭両立支援事業費 6,979 7,119

こどもショートステイ
事業費

384 450

母子家庭等自立支援給付事
業

900 600

産後子育てママ派遣事業費 772 848

登別保育所運営業務委託経
費

69,288 68,946

障害児保育経費 283 328

休日保育実施経費 302 295

市内に住所を有する就学前の乳幼児に対し、医療費を助成す
る。

子育てについての様々な相談、指導、交流等を図る。
・子育てサポーター活動経費
・子育て情報誌作成経費
・地域巡回子育て広場開催経費
・せわずきせわやき隊活動経費等

室蘭地区精神保健協会負担金
精神障害者社会復帰施設通所交通費助成金
精神障害者通所授産施設運営費補助金
※精神障害者ボランティア活動支援事業補助金は地域生活支援
事業費へ移行。

対象年齢を段階的に引き上げ、Ｈ20.3末で廃止。
　H19.4.1現在68歳（一部）～69歳対象

障害者ホームヘルプサービス利用者が介護保険適用者となった
場合等に、利用者負担の軽減を行う。

市内に住所を有する重度心身障害者に対し、医療費を助成す
る。

市内に住所を有するひとり親家庭等の親及び子どもに対し、医
療費を助成する。

登別市で開催される第２６回全道肢体不自由児者福祉大会に要
する経費の一部を助成する。

０～２歳で第１子、第２子の児童手当が10千円に増額
（平成１８年度：５千円）

実施箇所～富士保育所

（特別児童扶養手当）心身に障害がある２０歳未満の児童の養
育者に対し、手当を支給する。
（市は認定事務などを行い、手当は国が直接支給する。）

在宅の障害者に対し、１人月３回を限度として、タクシー基本
料金相当分を助成する。

平成20年度から始まる後期高齢者医療制度に係る北海道後期高
齢者医療広域連合への負担金

市内全保育所で受け入れ。

産後間もない母親のいる家庭で、身体的・精神的な支援として
育児、家事等を代行するヘルパーを派遣し、安心して日常生活
が営めるよう支援する。

在宅福祉サービスの促進のため、次の事業を実施する。
・高齢者等緊急通報機器設置
・寝たきり老人等布団乾燥サービス
・ひとり暮らし老人等電話サービス
・移送サービス

貸付先　千寿会　70,000千円
　　　　三樹　　88,000千円

母子家庭の自立を支援する。
・常用雇用転換奨励金
・自立支援教育訓練給付金

登別地区幼保一元化事業を推進するにあたり、Ｈ17年度より登
別保育所の運営を学校法人に委託。

ファミリーサポートセンター事業により、子育て世代の仕事と
家庭の両立を支援する。

（児童扶養手当）父母の離婚などにより、父親と生計を同じく
していない児童を養育している母子家庭等の安定と自立を促進
し、児童の福祉の増進を図るため手当を支給する。

児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童を、適切な処遇
が確保される施設において養育を行う。

スポーツ・レクリェーション指導員・手話通訳者の養成と精神
障害者地域活動事業に係る補助



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

一時保育委託料 2,700 2,700

保育所広域入所委託料 1,661 1,662

幌別東保育所整備事業費 10,000 1,500

富士児童館整備事業費 2,000 0

放課後児童クラブ運営経費 3,286 3,036

生活保護扶助費 1,872,221 1,919,073

H19 H18 増減

生活扶助 540,689 561,537 △ 20,848

（延人数） (11,211) (10,214) 997

住宅扶助 125,392 129,715 △ 4,323

（延人数） (8,964) (9,585) △ 621

教育扶助 9,203 9,558 △ 355

（延人数） (1,080) (1,270) △ 190

医療扶助 1,176,312 1,193,496 △ 17,184

（延人数） (9,600) (10,332) △ 732

その他 20,625 24,767 △ 4,142

26,800 24,000

【衛生費】

母と子の健康づくり事業費 8,183 9,780

救急医療対策事業負担金 12,350 12,300

予防接種経費 54,175 54,559

老人保健事業費 54,216 59,428

墓地施設整備事業費 7,000 0

不法投棄等防止経費 172 175

実施箇所～登別保育所（学校法人に委託）

美園57号線歩道新設事業

就労等により放課後に保護者が家庭にいない小学校低学年児童
等を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育
成を図る。
（富岸児童クラブ・常盤児童クラブ・若草児童クラブ・青葉児
童クラブ・幌別西児童クラブ）

屋根の改修工事

保護者が市外で就労するなど特別な事情で、市外の保育所に入
所した場合の受託自治体に対する委託料

幌別東保育所の床・屋上・玄関ポーチ等の改修工事
屋外非常階段の補修工事

当初予算比較（伸率▲2.4％）

照明灯設置事業費

不法投棄防止看板などの設置経費

　歩道新設工　　　　　Ｌ＝124ｍ　Ｗ＝2ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円、人）

老人保健サービスの向上を図るため事業を実施する。
・健康手帳作成　・健康診査　　・健康教育
・健康相談　　　・訪問指導

交通安全施設整備事業費

　照明灯設置数　　　　２基

カーブミラ－設置費

休日、夜間の一次・二次救急患者、重症救急患者及び小児重症
救急患者の診療を確保するための病院群輪番制運営事業に対す
る負担金。
・広域救急医療対策事業負担金
・救急医療啓発普及事業負担金
・小児救急医療支援事業負担金

　転落防止柵　一式

　カーブミラー設置数　３～４基

母子保健サービスの向上を図るため事業を実施する。
・幼児歯科保健対策　　・妊婦健康診査
・乳児健康診査　　　　・1歳６か月児健康診査
・３歳児健康診査　　　・母子訪問指導
・母子栄養管理　　　　・すこやかマタニティ教室

　車道改良舗装工　　　Ｌ＝140ｍ　Ｗ＝6.5ｍ

富浦墓地排水設備改良等
亀田霊園法面改良

感染症予防、発病予防、症状の軽減、病気のまん延防止等を目
的に各種の予防接種を実施する。
・３種混合、２種混合、麻しん風しん混合、麻しん、
　風しん、ポリオ
・インフルエンザ（６５歳以上の高齢者）
・ＢＣＧ



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

ごみ袋管理経費 34,876 34,148

資源回収団体奨励金 5,700 5,550

リサイクルまつり開催経費 142 272

塵芥収集運搬業務委託料 117,180 117,180

クリンクルセンター運営管
理経費

603,140 685,232

終処分場運営管理経費 49,097 50,351

し尿処理施設整備事業費 5,500 10,000

【労働費】

雇用対策救援事業費 25,544 25,081

登別市シルバー人材セン
ター補助金

9,560 10,000

勤労者特別融資積立金 41,000 41,000

高校生のための
企業見学会経費

199 150

【農林水産業費】

市民農園経費 505 510

受精卵移植推進協議会補助
金

450 450

酪農ヘルパー事業運営補助
金

720 720

畜産環境施設等整備事業費
○資源リサイクル畜産環境
整備事業負担金

7,711 18,601

中山間地域等直接支払交付
金事業費

1,920 1,920

特定農山村地域活動支援事
業費

○シカの農作物等食害対策
事業費

100 250

○乳質改善事業費 442 442

○担い手農業者等支援事業
費

100 176

○都市農村交流促進事業費 1,800 335

札内高原館運営管理経費 5,723 5,383

漁業専門員設置補助金 1,200 1,200

シカによる農作物等の食害を防止するため、地域にある資源に
ついてシカの忌避剤としての利用可能性を試験研究する。

乳質改善のため、乳房炎防除対策を実施する。

ごみの収集運搬業務を委託する｡

運営管理経費
（廃棄物管理型 終処分場及び千歳 終処分場）

中山間地域等直接支払推進事務費
中山間地域等直接支払交付金

老朽化の著しいし尿処理施設を緊急度の高い箇所から年次的に
整備補修する。

受精卵の移植技術者の養成と受精卵移植事業を推進する。
事業主体　伊達市受精卵移植推進協議会

いぶり中央漁業協同組合に栽培漁業や資源管理の技術等の専門
職を配置するための補助金

農作業を通じて人と自然のふれあい、高齢者の生きがいや健康
増進、親と子のふれあいの場として、農業・農村への理解や農
地の有効活用を推進する。
40区画（１区画約50㎡）

公共施設等の清掃及び冬期除雪委託業務

厳しい就職状況におかれている新規高卒者の就職活動を支援す
るため、登別市・室蘭市・伊達市の３市が合同で、管内の企業
見学会を実施する。

生活上必要な資金の融資を低利で行うことにより、勤労者の生
活の安定と福祉の向上を図る。
積立金融機関～北海道労働金庫室蘭東支店

指定ごみ袋やごみ処理券の作成、管理等に要する経費

運営管理経費
※Ｈ18はダイオキシン除去設備補修を実施。

クリンクルセンターにおいて、白老町と共催でリサイクルまつ
りを開催する。

町内会等が実施する紙類・ビン類等の資源回収に対して奨励金
を交付する。

グリーンツーリズム推進のため、農村滞在型余暇活動機能整備
計画の策定を行う。

体験学習を通し地域間の交流を深めると共に、地域のコミニュ
ティセンターの役割を担う。

高齢化社会を迎え、健康で働く意欲のある高齢者に対し、就業
の場を提供するシルバー人材センターの活動を支援する。

酪農経営の労働時間短縮とゆとり創出のために酪農ヘルパー事
業を推進する。
事業主体　伊達市酪農ヘルパー利用組合

各種研修会等への参加を通じて、経営感覚の優れた視野の広い
農業者の育成を図る。

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施
行により、平成16年11月から畜産業を営む者は管理基準に従
い、家畜排せつ物の適正な管理が必要になった。このため、家
畜排せつ物処理施設の整備が必要な農業者について、施設整備
と畜産環境保全活動に取り組む。
　事業実施主体　　北海道農業開発公社
　草地整備　31.69ha　　道路整備　330ｍ

｢特定農山村地域活動支援基金｣活用事業



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

【商工費】

登別商工会議所事業推進職
員設置補助金

1,525 1,534

中小企業相談事業補助金 8,000 8,000

中小企業特別融資積立金 89,000 142,000

37,000 47,000

起業化支援事業 6,075 6,150

新産業創造活動事業補助金 900 900

ものづくり創出支援事業負
担金

2,600 2,600

産業クラスター形成計画推
進経費

2,275 1,902

友好交流促進都市推進経費 622 622

登別観光協会助成金 10,600 12,500

41,900 45,000

【土木費】

のぼりべつ・クリーン＆フ
レッシュ事業費

363 295

市道改良・舗装事業費 251,900 371,200

カルルス路線外１改良事業費
　道路改良舗装工　Ｌ＝ 20ｍ、Ｗ＝7.5ｍ

　3． 環境整備事業

友好交流促進都市である広州市（中国）との交流に要する経
費。

住宅の改築・改良及びバリアフリー改良並びに新エネルギー関
連改良を行う市民に対して、市内業者への発注を条件とした低
利融資を行う。

登別商工会議所中小企業相談所が行う市内商工業者に対する経
営指導、相談、研修事業等に対する補助

　2． まつりイベント事業

中小企業特別融資分　　77,000千円
　一般事業・団体事業・事業所開設資金
　小規模商工業近代化資金
　小口事業資金　　新分野進出支援資金
商店街近代化事業分　　12,000千円

｢登別市産業クラスター形成協議会」が行う、新たな事業モデル
の構築及び新ビジネス創出等に関する研究を支援し、地域再生
計画「登別市産業クラスター形成計画」の推進を図る。

厳しい経済情勢の中、商工会議所の指導体制や情報化への対応
を強化するため補助する。

カルルス路線改良事業費
　道路改良工　　　Ｌ＝858ｍ、Ｗ＝7.5ｍ

　　　　　　バリアフリー改良　　　1.75％

地域の特性や技術などを活用した新技術、新製品、新サービス
等の研究・開発事業を行う団体等に支援し、複合産業の基盤を
つくる。

市内において、地域の資源や技術を活用した新たな地場産品の
創出、新たな技術の事業化及びサービスの提供を行う起業家の
事業を支援する。
　審査経費　75千円　　補助金　6,000千円（2件分）

　　　　　　新エネルギー関連改良　1.75％

（財）室蘭テクノセンターが行う「ものづくり創出支援事業」
に対し、市内中小企業等が活用した経費を負担することにより
中小企業の振興と地域経済の発展を目指す。

　融資利率　住宅改良　　　　　　　1.95％

中央通り改良事業費
　道路改良舗装工　Ｌ＝123ｍ、Ｗ＝9ｍ＋3.5ｍ＠2
　永久杭埋設　　　一式

富岸西路線改良事業費
　道路改良舗装工　Ｌ＝148ｍ、Ｗ＝9ｍ＋3.5ｍ＠2
　植栽工　　　357ｍ　　　永久杭埋設　　一式
　用地買収　　Ａ＝59㎡　 移転補償　　　一式

登別温泉中央通り外１改良事業費
　路肩拡幅工　　　Ｌ＝100ｍ
　補償費（温泉管）一式
　実測実施設計　　一式
　水質水量調査　　一式

観光振興特別対策事業補助
金

住宅改良促進特別融資
積立金

観光協会の運営に対し助成する。

　1． 誘客宣伝事業

観光協会の行うＰＲ活動及び受入整備事業に補助する。
＜主な事業＞

身近な公共空間である道路、公園等を市民が里親となり清掃・
美化活動を行い、協働によるきれいなまちづくりを推進する。



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

市道舗装排水整備事業費 46,000 102,000

亀田記念公園整備事業費 15,000 40,000

キウシト湿原緑地保全
事業費

48,500 70,467

市営住宅（幌別東団地）
建替事業費

331,363 85,811

市営住宅（幌別東団地）
建替に伴う移転助成経費

2,015 0

【消防費】

自動体外式除細動器等購入
費（新規）

570 580

高規格救急自動車購入費
（新規）

29,000 0

消火栓整備事業費 5,700 4,551

【教育費】

スクールカウンセラー活動
経費

162 210

心の教室相談員活動経費 1,499 1,519

子どもと親の相談員活動経
費

350 350

学習状況調査研究経費 98 0

小中学校情報教育推進事業
費

58,721 51,036

特色ある学校づくり推進経
費

5,417 6,032

教育施設水洗化事業費 22,000 0

私立高等学校教育振興補助
金

6,840 6,880

小・中学校図書購入費 7,340 8,500

全体計画区域　Ａ＝4.75ha
Ｈ19年度　用地買収　　　　一式　立入防止柵設置　一式
　　　　　構造物詳細設計　一式　移転補償　　　　一式

蘭法華通り改良事業費
　盛土工　　　　一式
　仮設道路工　　一式
　実測実施設計　一式

東町34号線改良事業費
　歩道改良舗装工　Ｌ＝260ｍ、Ｗ＝3.5ｍ＠2
　車道舗装工　　　Ｌ＝ 60ｍ、Ｗ＝9ｍ

高度情報通信ネットワーク社会の進展に対応し，児童生徒が
様々な情報を主体的に選択し，すべての学習活動においてパソ
コン等の情報通信機器の整備を図り，適切かつ積極的に活用す
ることができる能力の育成を図る。
パソコン等設置台数　小学校174台、中学校205台
　学校事務用13台、図書専用13台、教員用270台
　サーバー21台　　　合計　696台

車両及び救急資機材等の機能が低下している消防署配置の高規
格救急自動車を更新する。

実施校　-　幌別中、登別中、緑陽中、鷲別中

○登別温泉入浴体験事業（各小学校３年生）
○総合的な学習活動推進事業
○生活科実施等経費　全小学校　動物の飼育・学校菜園等

私学振興を図るため、登別大谷高等学校に対し、入学金などの
一部を助成する。

小学校図書購入費　　3,840千円
中学校図書購入費　　3,500千円

建替事業　　　　鉄筋コンクリート造４階建　１棟24戸
　　　平成18～19年度継続費設定事業
　　　（Ｈ18年度事業費　 80,454千円(補正後)）
　　　（Ｈ19年度事業費　321,063千円）
道路整備事業　　Ｌ＝68ｍ、Ｗ＝9ｍ
　　　　　　　　　　　　　（Ｈ19年度事業費　6,700千円）
駐車場整備事業　車両24台　（Ｈ19年度事業費　3,600千円）

道路改良工事　２本　Ｌ＝315ｍ
道路舗装工事　３本　Ｌ＝664ｍ

拠点校　-　西陵中、緑陽中

園路工事　　　一式
前庭整備工事　一式

消防水利不足地域の消火栓の新設及び設置から30年以上経過し
た消火栓の更新事業
消火栓　新設　１基　　更新　９基

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）１台及び訓練用資器材２台を購
入し、救命率の向上を図るとともに、応急手当の知識や技術の
普及啓発に努める。

　13世帯分

実施校　-　幌別西小

教職経験者等の地域の人材を活用し、学力向上のための実践的
な調査研究を行い、その成果の普及を図る。
実施校　-　鷲別中

登別小学校
　公共下水道への汚水管（新設）接続
　既設浄化槽の一部解体
　既設コンクリート桝の撤去



一般会計 （単位千円）
平成１９年度 平成１８年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

登別中学校暖房設備整備事
業費

13,500 0

要保護・準要保護児童生徒
就学援助費

64,830 64,496

特殊教育就学奨励費 1,502 1,572

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団運営補助金

14,399 14,129

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団事業補助金

4,037 6,581

図書館図書購入費 8,720 9,340

のぼりべつ文化交流館開設
経費

4,000 0

のぼりべつ文化交流館運営
管理経費

5,835 0

【給与費】

職員給与費 4,426,858 4,292,749

【その他】

公共施設維持補修費 73,633 73,094 2,458 千円

1,000 千円

2,089 千円

8,000 千円

2,302 千円

10,600 千円

4,500 千円

13,965 千円

12,239 千円

480 千円

3,000 千円

13,000 千円

市道常時補修費 66,700 66,700

88,928 94,811 19,778 千円

69,150 千円

公民館

その他公共施設補修費

中学校

のぼりべつ文化交流館に係る展示用備品購入費等

公営住宅補修費

本庁舎・第２庁舎

職員住宅

総合福祉センター

老人憩の家（整備委託分）

婦人研修の家（委託分）

小学校

市営住宅

一般職給料のカット(3.2％又は4.2％)【Ｈ19.9.30まで】

期末・勤勉手当の4.7％カット【Ｈ19.9.30まで】

し尿処理施設

嘱託手当の1.7％カット

寒冷地手当の国公準拠月額支給制の導入に伴う経過措置

恵寿園

退職手当の4.7％カット

職員等給与経費

　一般職　432名

（財）登別市文化・スポーツ振興財団の運営に対する補助金

校舎暖房設備更新　33台

小学校　　対象人員　498名　　33,820千円
中学校　　対象人数　293名　　31,010千円

小学校　　対象人員　 29名　　 1,052千円
中学校　　対象人数　 10名　　　 450千円

　特別職　  2名

市長・助役・教育長の給料・期末手当のカット

図書購入及び雑誌・新聞等購入費

教職員住宅

管理職手当のカット

（財）登別市文化・スポーツ振興財団が行う文化・スポーツ事
業に対する補助金

平成19年６月に開館するのぼりべつ文化交流館の運営管理経費

道営住宅


