
主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       
一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

【議会費】
議会だより発行経費 1,823 1,848
政務調査費交付金 5,760 5,760
【総務費】
行政改革推進委員会経費 274 274

職員研修経費 7,247 8,318

7,339

公共施設水洗化事業費 14,000 3,950

ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィババババスススス実実実実証証証証運運運運
行事業費（新規）行事業費（新規）行事業費（新規）行事業費（新規）

7,0727,0727,0727,072 0

コミュニティ事業補助金コミュニティ事業補助金コミュニティ事業補助金コミュニティ事業補助金 2,5002,5002,5002,500 1,700

知里幸恵フォーラム’04知里幸恵フォーラム’04知里幸恵フォーラム’04知里幸恵フォーラム’04
開催事業補助金（新規）開催事業補助金（新規）開催事業補助金（新規）開催事業補助金（新規）

120120120120 0

広報紙取材業務一部委託広報紙取材業務一部委託広報紙取材業務一部委託広報紙取材業務一部委託
経費（新規）経費（新規）経費（新規）経費（新規）

360360360360 0

まち紹介パンフレット作まち紹介パンフレット作まち紹介パンフレット作まち紹介パンフレット作
成経費（新規）成経費（新規）成経費（新規）成経費（新規）

777777777777 0

行政情報化経費 53,928 54,024
8,400 0

ＯＡ化推進経費 16,751 21,468

地域情報センター維持管
理経費

9,315 9,512

地域情報センター事業費 268 282

地域イントラネット維持
管理経費

20,594 20,465

北海道電子自治体プラッ北海道電子自治体プラッ北海道電子自治体プラッ北海道電子自治体プラッ
トフォーム共同構築事業トフォーム共同構築事業トフォーム共同構築事業トフォーム共同構築事業
費（新規）費（新規）費（新規）費（新規）

7,9677,9677,9677,967 0

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

議会活動の市民周知を図る。

海外派遣研修を停止
国際交流経費

20,000円×24名×12月＝5,760千円

行政改革大綱及び実施計画の推進に関することを調
査、審査
基本研修、特別研修、専門研修、派遣研修等

8,034 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
鷲別支署　　　鷲別児童館
老人憩の家（和幸園・鷲六園・双和園・優和園）
交通の利便性を確保するとともに新たなバス利用客の
需要を喚起するため、各公共施設などを巡るバスを実
証運行し、輸送実績・利用者実態調査を行う。

自治総合センターのコミュニティ助成制度を活用し、
「和太鼓柳技伝」に対し補助する。（H15は幌別駒おど
り保存会）
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。（Ｈ15は生誕100年事業補助金1,000千円）

広報紙の一部について、記事の取材（写真と記事の提
供）を、ノウハウをもった個人に依頼する。

電子計算機運用処理委託電子計算機運用処理委託電子計算機運用処理委託電子計算機運用処理委託
経費（新規）経費（新規）経費（新規）経費（新規）

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
操作処理を人材確保（電算事務従事者）の困難性の解消

汎用機・端末機器の経費

市政要覧に替えて、登別市の市政や歴史,観光,自然な
どをコンパクトにまとめ、紹介する。（2,000部）

及び運用コストの削減のため、一部業務を外部に委託す

電子自治体の実現にあたって必要となる各種システム
の共通基盤及び市町村電子申請システムを北海道と道
内市町村が共同で構築、運用する。

市民対象の各種パソコン講座経費（市単独）

イントラネットの維持管理経費

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。　パソコン台数５５１台中本事業で３２０台
　　　　　　（H16年度で20台更新）
登別市地域情報センターの維持管理経費



主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       
一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

【民生費】
町内会運営助成金 31,870 31,870
街路灯設置事業補助金 7,000 9,000

地域福祉活動促進事業 9,031
補助金

社会福祉事業推進補助金 11,067 10,955

地方生活バス路線維持費 8,283
補助金
身体障害者施設支援費関
係経費

129,216 120,384

心身障害者居宅支援費
関係経費
　○グループホーム 35,377 29,104

　○ショートステイ 793 776

　○デイサービス 25,636 13,426

　○ホームヘルプサービ
ス

28,773 27,710

障害児居宅支援費関係 7,952 4,412
経費

知的障害者施設支援費 281,443 270,294
関係経費

心身障害者地域共同作業
所運営補助金

5,520 5,520

総合福祉センター整備事総合福祉センター整備事総合福祉センター整備事総合福祉センター整備事
業費業費業費業費

1,2001,2001,2001,200 0

ホームヘルプサービス 3,505
低所得者利用者負担軽減
措置経費

オオオオスススストトトトメメメメイイイイトトトト対対対対応応応応用用用用トトトトイイイイ
レ設置費レ設置費レ設置費レ設置費

400400400400 737

（居宅分）

知的障害者グループホーム入所支援（２５人分）

8,931 社会福祉協議会が行う次の事業への補助
　1． ボランティアセンター運営事業
　2． ふれあいのまちづくり事業

　6.  市民ボランティアフォーラム実施事業
「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。

8,388

重度身体障害者を介護している者が、疾病その他やむ
を得ない理由により、居宅における介護が困難となっ
た場合に、身体障害者更生援護施設に一時的に保護す
る。身体障害者（30日）　知的障害者（60日）
心身障害者に対し、入浴・給食などの各種サービスを
提供し、自立と社会参加の促進を図る。（社会福祉協
議会がサービス時間を従来の４時間未満から４時間以
上に変更）日常生活を営むのに支障がある心身障害者の家庭に
ホームヘルパーを派遣して、日常生活の介護を行う。

（居宅分）
　ショートステイ　　　　　１００日分
　ホームヘルプサービス　　２人分（他市町村）
　デイサービス　　　　　　２人分（他市町村）
　のぞみ園　　　　　　　３５人分
（施設入所　１０４人分）

　なお、新市民プール、鷲別公民館にも整備する。
　（H15　本庁舎及び総合福祉センター）

障害者の就業機会の増大と福祉の増進を図る。

総合福祉センターのトレーニング機器を市民プールに
移設することに伴い、社会福祉協議会のディサービス
事業の拡充を図るためトレーニング室等を改修する。

3,753 介護保険制度の開始に伴い、それ以前にサービスを受
けていた者等が要介護等と認定された場合、利用者負
担増の緩和を図るため、生計中心者が所得税非課税の
とき、本人負担10％のうち、障害者は7％、高齢者は
4％を公費負担とする。
オストメイト（人口肛門・人口膀胱をつけた人）に対
応できるトイレを設置する。

　設置場所　　市民会館

各単位町内会の運営・事業に要する経費を助成する｡
各町内会が街路灯を設置・補修する際の費用の一部を
補助する。

　3． ふれあい広場運営事業
　4． 地域福祉活動支援事業
　5． 福祉啓蒙事業

市内赤字バス路線への補助

（施設入所　４３人分）
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一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

乳幼児医療助成経費乳幼児医療助成経費乳幼児医療助成経費乳幼児医療助成経費 69,75369,75369,75369,753 64,948
（制度改正）（制度改正）（制度改正）（制度改正）

重度心身障害者医療費重度心身障害者医療費重度心身障害者医療費重度心身障害者医療費 278,355278,355278,355278,355 256,946
助成経費（制度改正）助成経費（制度改正）助成経費（制度改正）助成経費（制度改正）

母子家庭等医療費母子家庭等医療費母子家庭等医療費母子家庭等医療費 40,30840,30840,30840,308 38,980
助成経費（制度改正）助成経費（制度改正）助成経費（制度改正）助成経費（制度改正）

老人医療費助成経費老人医療費助成経費老人医療費助成経費老人医療費助成経費 89,53989,53989,53989,539 76,491
（道老分）（制度改正）（道老分）（制度改正）（道老分）（制度改正）（道老分）（制度改正）

老人医療費助成経費老人医療費助成経費老人医療費助成経費老人医療費助成経費 11,78111,78111,78111,781 17,948
（69歳分）（制度改正）（69歳分）（制度改正）（69歳分）（制度改正）（69歳分）（制度改正）

高齢者バス割引定期券 1,944 2,736
購入助成金

在宅高齢者保健福祉推進 18,814
支援経費

老人ホームヘルプサービ
ス

2,118
経費

老人デイサービス経費 2,223 2,720

配食サービス経費 8,537 8,885

老人ショートスティ経費 71 83

恵寿園施設整備事業費 11,500 3,000

子育て支援センター 445
運営経費
児童手当支給経費 221,896

（制度改正）（制度改正）（制度改正）（制度改正）

児童扶養手当及び特別児
童扶養手当関係経費

301,936 292,826

仕事と家庭両立支援事業
費

8,000 8,800

H16.10.1から制度改正
①課税世帯１割負担（３歳未満児及び低所得者現行通
り）

H16.10.1から制度改正

H16.10.1から制度改正
①通院：３歳未満　→　就学前
②入院：６歳未満　→　就学前
③課税世帯１割負担（３歳未満児及び低所得者現行通
り）

①道老の制度改正にあわせ廃止
②H16年度末で制度廃止

①父子家庭へ拡大
②課税世帯１割負担（３歳未満児及び低所得者現行通
り）H16.8.1から制度改正
①対象年齢を段階的に引き上げH20.3末で廃止

Ｈ12年4月開設

介護保険において自立と認定された者で、支援が必要
と認められる者に対し、入浴・給食などの各種サービ
スを提供し、自立生活の助長、社会的孤立感の解消、
心身機能の維持向上等を図る。
調理の困難な単身高齢者世帯等を対象に、宅配により
食事を提供する。（社会福祉協議会に委託）

介護保険において自立と認定された者で、支援が必要
と認められる者を介護している者が疾病その他やむを
得ない理由により、居宅における介護が困難となった
場合に、特別養護老人ホームに一時的に保護する。
暖房設備更新

149,930 対象児童が「就学前」から「小学校第３学年終了前」に
拡大された。児童手当システム変更分も計上
児童手当（従来分） 71,050
千円

事務経費 1,596
千円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生活と自立を助
け、児童の福祉の増進を図るため手当を支給する。
（Ｈ14.８北海道からの事務の移管）
ファミリーサポートセンター事業により働く女性の仕
事と家庭の両立を支援する。

　1． 独居老人等緊急通報システム機器設置
　2． 寝たきり老人等布団乾燥サービス

高齢者の社会参加を促すため，７０歳以上の人が道南
バス発行の登別・室蘭・伊達市内有効の割引定期券を購入
する際、その一部を助成する。（登別市・室蘭市共同事
業）在宅福祉サービスの促進のため次の事業を実施する。

②65歳廃止
H16.8.1から制度改正

1,620 介護保険において自立と認定された者で、支援が必要
と認められる者の家庭にホームヘルパーを派遣して、
家事援助のサービスを提供する。

16,963

児童手当（小学校第3学年終了前特例給付分）149,250
千円

　3． ひとり暮らし老人等電話サービス
　4． 移送サービス
　5． 老人日常生活用具給付費
　6.  住宅改修支援事業

468 子育てについての様々な相談、指導、交流等を図る。
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一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

こどもショートスティ
事業費

1,203 191

次世代育成支援対策推進次世代育成支援対策推進次世代育成支援対策推進次世代育成支援対策推進
にかかる経費にかかる経費にかかる経費にかかる経費

2,242 0

母子家庭自立支援給付事母子家庭自立支援給付事母子家庭自立支援給付事母子家庭自立支援給付事
業費（新規）業費（新規）業費（新規）業費（新規）
○常用雇用転換奨励給付○常用雇用転換奨励給付○常用雇用転換奨励給付○常用雇用転換奨励給付
金金金金

600 0

○自立支援教育訓練給付○自立支援教育訓練給付○自立支援教育訓練給付○自立支援教育訓練給付
金金金金

400 0

○高等職業訓練促進給付○高等職業訓練促進給付○高等職業訓練促進給付○高等職業訓練促進給付
金金金金

2,472 0

保育所広域入所経費 9,450 12,147

登別保育所建替事業費登別保育所建替事業費登別保育所建替事業費登別保育所建替事業費 382,364382,364382,364382,364 64,582

幼保一元化対策工事費幼保一元化対策工事費幼保一元化対策工事費幼保一元化対策工事費 5,4005,4005,4005,400 0

幌別東保育所整備事業費 5,000 7,000
放課後児童クラブ運営経
費　　（拡充）（拡充）（拡充）（拡充）

1,890 922

1,982,894

H15 H16 増減
生活扶助 549,419 627,025 77,606
（延人
数）

(9,287) (11,013) (1,726)
住宅扶助 114,285 127,898 13,613
（延人
数）

(8,724) (9,874) (1,150)
教育扶助 7,987 9,708 1,721
（延人
数）

(993) (1,303) (310)
医療扶助 1,179,417 1,210,123 30,706
（延人
数）

(22,066) (22,239) (173)
その他 7,613 8,140 527

22,000

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。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定経
費。　　H15で調査実施（補正予算対応）。
H16は集計・分析及び目標の数値化を行う。

短期雇用として採用した母子家庭の母を、常用雇用労
働者（一般雇用被保険者）に転換した場合に、一定期
間経過後事業主に対して奨励金を支給する。

母子家庭の母が自主的に行う職業能力開発を促進する
ため、「指定講座」を受講し職業能力開発を行う者に
対して教育訓練終了後、自立支援教育訓練給付金を支
給する。
母子家庭の母が訓練受講中における生活安定を図るた
め、資格取得が２年以上の養成機関で修業する場合
に、一定の期間高等技能訓練促進給付金を支給する。

児童福祉法の改正により、居住地の市町村以外の保育
所へ相互に入所させることが可能となったことから平
成11年4月より実施している。

登別温泉バイパス工事の進捗に伴う登別温泉保育所の
移転及び登別・富浦保育所の施設の老朽化、また最近
の少子化により、入所児童が減少していることから、
これらの保育所を統廃合し、登別地区に新たに保育所
を建設する。H17年4月開園（Ｈ15年度は、実施設計委
託及び用地購入費）H16年度完成予定の登別保育所と私立幼稚園の幼保一元
化を円滑に進めるため、建屋の接続工事を行う。

屋上防水工事
昼間保護者不在の家庭における小学校低学年児童等に
適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を
図る。　　（富岸青児童クラブ・常盤児童館・若草小
学校）常盤児童館で試行しているクラブを本格実施に切り替
える。大規模改造中の若草小学校校舎内に新クラブを設置す
る。

22,000 美園57号線歩道新設事業
　歩道新設工　　　Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝2.0ｍ
　道路改良舗装工　Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝6.5ｍ
　移転補償一式
照明灯設置事業費
　照明灯設置数　　2基

生活保護扶助費 1,858,721 当初予算比較
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円、人）

カーブミラ－設置費
　カーブミラー設置数　　6基

交通安全施設整備事業費



主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       
一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

【衛生費】
9,190 9,528

4,025

77,938

健康増進計画策定経費健康増進計画策定経費健康増進計画策定経費健康増進計画策定経費 310310310310 0

旧火葬場ダイオキシン旧火葬場ダイオキシン旧火葬場ダイオキシン旧火葬場ダイオキシン 924924924924 0
類測定委託料類測定委託料類測定委託料類測定委託料
ごみ袋管理経費 32,204 31,542
ごみ減量化推進特別事業 3,800 0
補助金（ごみ分別辞典）

5,723

リサイクルまつり開催経
費

590 650

118,335

569,268

66,786

7,000

【労働費】
雇用対策救援事業費 37,814 39,175

10,000 10,000

50,000

120120120120

54,022 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

精神障害者社会参加支援
等対策経費

4,026 室蘭地区精神保健協会負担金
室蘭地方精神障害者家族会連絡協議会運営事業補助金
精神障害者地域共同作業所運営費負担金
精神障害者共同住居運営費補助金
精神障害者ボランティア活動支援事業補助金
精神障害者通所授産施設運営費補助金

塵芥収集運搬業務委託料 129,570 ごみの収集運搬業務について全面委託する｡

ごみの減量・リサイクルを推進するため、衛生団体連
合会が作成し全戸配付する「ごみ分別辞典」の作成経費に
ついて補助する。

まつりを開催する。
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

クリンクルセンター運営
管理経費

587,757 運営管理経費

公共施設等の清掃及び冬期除雪委託
シルバー人材センター補
助金

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に補助

勤労者特別融資積立金 72,000 積立金融機関　　北海道労働金庫室蘭東支店
低利で生活上必要な資金の融資を行うことにより、

勤労　者の生活の安定と福祉の向上を図る。
新規高卒者のための企業新規高卒者のための企業新規高卒者のための企業新規高卒者のための企業
見学会経費見学会経費見学会経費見学会経費

185

母と子の健康づくり事業
費

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　　　　　　 3歳児健康診査
1歳6か月児童健康診査　　 母子訪問指導
母子栄養管理　　　　　　 健やか親子教室

機能訓練　　　　　健康相談　　　訪問指導

資源回収団体奨励金 4,320 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。

健康増進法に基づく計画策定経費（アンケート・実態
調査を実施したうえ、作成）

今後解体工事が予定される旧火葬場について、ダイオ
キシン類含有量の調査を行う。（炉体・煙道内付着物等）
指定ごみ袋やごみ処理券の作成、管理に要する経費

健康診査（歯周疾患）

老人保健事業費

運営管理経費
（廃棄物管理型最終処分場及び千歳最終処分場）

し尿処理施設整備事業費 12,000 消化槽用ボイラー煙突整備補修
新脱水機等整備補修・前処理設備整備補修
ガスタンクガイドレール整備補修

最終処分場運営管理経費 53,751

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。
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一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

緊急地域雇用対策事業費緊急地域雇用対策事業費緊急地域雇用対策事業費緊急地域雇用対策事業費 61,42161,42161,42161,421 48,564
○いきもの調査事業費 4,355

○失業者再就職・起業化 17,227
　促進事業費
○若年未就職者 12,327
　スキルアップ事業費

○新生活産業創出調査 5,596
　事業費
○観光スポット景観保全 5,655
　事業費
○観光ﾌﾗﾜｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾛｰﾄﾞ 9,000
　創出事業費

○学校図書館わくわく 7,261
　事業費
【農林水産業費】
農畜産物製造施設整備 9,500 0
事業補助金

590

450

720

畜産環境施設等整備事業畜産環境施設等整備事業畜産環境施設等整備事業畜産環境施設等整備事業
費費費費

24,25724,25724,25724,257 0
（新規）（新規）（新規）（新規）

○資源リサイクル畜産 14,71614,71614,71614,716 0
　環境整備事業負担金

○バイオマス利活用 6,4266,4266,4266,426 0
　フロンティア推進事業
　補助金
○簡易堆肥化施設整備 2,9772,9772,9772,977 0
　事業補助金
○堆肥利用組合指導調整 138138138138 0
　事業負担金

2,273

5,300

（総務費）生き物の生態調査及びデータベース化を行
う。

　　　　　タントを活用したＯＪＴを行う。
（商工費）観光分野における新生活産業創出を目的と
した　　　　　観光ニーズ調査を実施

（労働費）長期失業者を対象に造園業における人材育
成　　　　　及び起業化を目指す人材を育成する。
（労働費）若年未就職者を対象に蔵書データベース化
入力　　　　　事務を実施するとともに、キャリア・コン
サル

　　　　　出し，各種資料の収集整理等を実施。

（商工費）景観美化の観点から不法投棄物の撤去を行
う。

（商工費）登別温泉への主導入路である道道洞爺湖登
別　　　　　線の中央分離帯・植樹帯に多年草を植栽
し、

市民農園経費 660 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50㎡）

排泄物処理施設の整備が必要な農業者について、次の
４事業により整備を進める。
事業実施主体　　北海道農業開発公社

家畜排泄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、H16.11から畜産業を営む者は管理基準に
従い家畜排泄物の適正な管理が必要になる。このため、家
畜

事業実施主体　　登別市堆肥利用組合
堆肥舎　　　２棟　５６０㎡

堆肥舎　　　１棟　７２０㎡
尿溜り　　　２基　３２５㎥
尿処理施設　測量試験　　　草地整備　測量試験

活動、簡易堆肥舎整備への取組みなど多岐に渡ること
から

堆肥保管庫　２棟　３７０㎡
事業実施主体　　登別市堆肥利用組合
堆肥舎　　　４棟　４８９㎡

組合運営が円滑に進められるよう財政的に支援する。

450 受精卵の移植技術者の養成と受精卵移植技術事業
事業主体　伊達市受精卵移植推進協議会

地場の農畜産物を活用した乳製品及び肉製品の製造加
工に伴う機械及び施設の整備に対し補助する。

　　　　　地域全体の環境向上を図る。
（教育費）各中学校に図書館指導員を配置し、図書の
貸し

受精卵移植推進協議会補
助金

中山間地域等直接支払交
付金事業費

2,273 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

酪農ヘルパー事業運営補
助金

720 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

堆肥利用組合の役割は、畜産環境保全活動や啓蒙・啓
発

札内高原館運営管理経費 11,087 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。
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一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

エゾバフンウニ種苗放流
事業補助金

1,000 1,000

漁場改良事業補助金 500 1,000
（ヒトデ等駆除）
漁業協同組合組織緊急漁業協同組合組織緊急漁業協同組合組織緊急漁業協同組合組織緊急 1,7001,7001,7001,700 0
再編対策事業補助金再編対策事業補助金再編対策事業補助金再編対策事業補助金
（新規）（新規）（新規）（新規）

【商工費】
151,000

60,000

登別商工会議所事業推進 1,715 1,555

職員設置補助金

9,000 9,000

起業化支援事業起業化支援事業起業化支援事業起業化支援事業 6,1506,1506,1506,150 6,200

新産業創造活動事業新産業創造活動事業新産業創造活動事業新産業創造活動事業 900900900900 900
補助金補助金補助金補助金

ものづくり創出支援ものづくり創出支援ものづくり創出支援ものづくり創出支援 2,6002,6002,6002,600 0
事業負担金事業負担金事業負担金事業負担金

創造的産業活動育成創造的産業活動育成創造的産業活動育成創造的産業活動育成 1,0001,0001,0001,000 0
事業補助金（新規）事業補助金（新規）事業補助金（新規）事業補助金（新規）

友好交流促進都市推進経友好交流促進都市推進経友好交流促進都市推進経友好交流促進都市推進経
費費費費

2,0562,0562,0562,056 1,187

登別観光協会助成金 12,500 12,500
58,000

事業主体　登別漁業協同組合
ヒトデの異常発生に対処するため、駆除事業を実施す
る。事業主体　登別漁業協同組合
登別、虎杖浜、白老漁業協同組合の合併に伴い、漁協
電算システムを導入し、本所、支所、荷捌所間をオンライ
ンで結び事業の効率化を図る。　事業費　１０，０００千
円漁協5,000千円　登別市1,700千円　白老町3,300千円

　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新分野進出支援資金新分野進出支援資金新分野進出支援資金

住宅改良促進特別融資積
立金

150,000 市民が住宅の改良・修繕又は高齢期の生活の利便性を
確保するためのバリアフリー改良を行うための資金の
融資を低利に設定し利用の促進を図る。また、平成１また、平成１また、平成１また、平成１
６年度から新エネルギー関連設備の設置資金を対象と６年度から新エネルギー関連設備の設置資金を対象と６年度から新エネルギー関連設備の設置資金を対象と６年度から新エネルギー関連設備の設置資金を対象と
した融資資金を設ける。した融資資金を設ける。した融資資金を設ける。した融資資金を設ける。
　融資利率　住宅改良　　　　　　　1.95％
　　　　　　バリアフリー改良　　　1.75％

中小企業特別融資積立金 337,000 中小企業特別融資分　　　　　　　125,000千円

商店街近代化事業分　　　 　　　　26,000千円

地域に蓄積された技術、人材などの産業資源を活用
し、新製品・新技術の開発等を促進するため、（財）室蘭
テクノセンターが行う事業に対し、市内中小企業等が活用
した

中小企業相談事業補助金 登別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

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新たなサービス
の提供を行う起業家の事業を支援する。

の基盤をつくる。

　審査経費及び補助金を計上

観光交流都市となる広州市（中国）との交流に要する
経費

経費を負担する。
登別商工会議所がH１６年度より３年間にわたり実施す
る中小企業経営革新セミナー・起業家セミナー・PPP研究
会を内容とする創造的産業活動育成事業に対し補助す
る。

観光協会の運営に対し助成する。

ウニの大量斃死に対処するため、ウニ種苗を購入し中
間育成した後、放流する。

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を支援し、複合
産業

　　　　　　新エネルギー関連改良　1.75％
厳しい経済情勢の中で増大する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。

観光振興特別対策事業補
助金

60,000 観光協会の行なうＰＲ活動及び受入整備事業に補助す
る。　　　　　＜主な事業＞

　1． 誘客宣伝事業
　2． 環境整備事業
　3． 交通対策事業（シャトルバスの運行等）
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一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

【土木費】
3,399,700

道道上登別室蘭線柏木通道道上登別室蘭線柏木通道道上登別室蘭線柏木通道道上登別室蘭線柏木通 400,000 0
改良受託事業費（新規）改良受託事業費（新規）改良受託事業費（新規）改良受託事業費（新規）

444,200

　全体事業概要　　Ｌ＝980ｍ、Ｗ＝1６ｍ

　　　　　　　　　　　　　Ｗ＝7.5ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　（SP=576～SP=660）
　用地測量　　　１式
　道路実施設計　１式
登別温泉中央通り道路災害防除事業
　フリーフレーム工　　　　Ａ＝460㎡
　枠内緑化（客土吹付）　　Ａ＝320㎡
　張芝工　　　　　　　　　Ａ＝180㎡
　水質水量調査　1式　　用地測量　1式
東札内線改良事業
　改良舗装工　　Ｌ＝45ｍ　Ｗ＝7.5ｍ
　測量・実施設計　　1式
中央通り改良事業
　改良舗装工　Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝16ｍ
　用地買収　　　　　　　1式
　移転補償（フェンス）　1式
幌別２５号線改良事業（地方改善施設整備）
　改良舗装工　　Ｌ＝160ｍ　　Ｗ＝6ｍ
カルルス路線外１改良事業
　改良舗装工　Ｌ＝30ｍ　Ｗ＝7.5ｍ
　測量・実施設計　　　1式
　移転補償（水道管）　1式
登別温泉中央通り改良事業
　改良舗装工　Ｌ＝30ｍ　Ｗ＝7.5ｍ

温泉７号線改良事業
　橋梁下部工（左岸橋台）　高砂橋　１基

　物件調査委託　　　　1式
　用地買収　　　　　　1式
　移転補償　　　　　　1式

　　　　　　　Ｌ＝22ｍ　Ｗ＝6.0ｍ
　用地測量　１式　　　用地買収　１式
富岸２号線外１改良事業
　改良舗装工　Ｌ＝120ｍ　Ｗ＝6ｍ

道道倶多楽湖公園線登別
温泉通改良受託事業費

1,500,000 （通称）温泉バイパスの第２工区改良事業の用地買収
等の　　受託
　全体事業概要　　Ｌ＝365ｍ、Ｗ＝17ｍ
　受託内容 　　 　用地買収、移転補償

　受託内容 　　 　用地買収、移転補償

市道改良・舗装事業費 664,400 カルルス路線改良事業
　改良舗装工　　　　Ｌ＝160ｍ　Ｗ＝7.5ｍ
　橋梁上部工（第２滝の上橋）　　１式
富岸西路線改良事業
　改良舗装工　　Ｌ＝184ｍ Ｗ＝7.5ｍ+3.5ｍ＋2.5ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　（BP=0～SP=100）

　測量・実施設計　　　1式
　移転補償（立木）　 １式
登別２７号線改良事業
　法面工（幌別側）　　　　　　Ｌ＝60ｍ
　土留め工（積みブロック擁壁）Ｌ＝60ｍ
　排水工　１式　　現況測量　１式
　測量・実施設計　１式



主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       
一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

230,000

48,60048,60048,60048,600

亀田記念公園整備事業費 95,250 44,316

93,443

95,45395,45395,45395,453

【消防費】
3,081

水水水水槽槽槽槽付付付付消消消消防防防防ポポポポンンンンププププ自自自自動動動動車車車車
購入費購入費購入費購入費

36,289 0

消防職員防火衣購入費消防職員防火衣購入費消防職員防火衣購入費消防職員防火衣購入費 14,96314,96314,96314,963 2,203

消防団活性化経費 2,056 2,060

消火栓新設事業費 7,000 7,000

防火水槽新設事業費防火水槽新設事業費防火水槽新設事業費防火水槽新設事業費 23,86923,86923,86923,869
（新規）（新規）（新規）（新規）
【教育費】
教育施設水洗化事業費 14,850 6,000

44,417

心の教室相談員活動経費 1,615 1,635

スクールカウンセラー活
動経費

343 449

○建設事業　　８６，３０７千円

　樹木移植工　　１式
　照明工　　　　１式

キウシト湿原緑地保全キウシト湿原緑地保全キウシト湿原緑地保全キウシト湿原緑地保全
事業費事業費事業費事業費

48,182 全体計画区域　Ａ＝4.75ha
H16年度　用地買収　１６筆　Ａ＝8,443㎡
　便所工　　　　２棟
　園路工　　　　１式
　下水道工　　　１式

車両機能が低下している登別支署配置の水槽付消防ポ
ンプ自動車を更新する。

経年変化により耐熱性、防炎性が低下した防火衣等を
更新する。　　　防火衣　　７５式　更新

市営住宅（幌別東団地）市営住宅（幌別東団地）市営住宅（幌別東団地）市営住宅（幌別東団地）
建替事業費建替事業費建替事業費建替事業費

41,740 　平成16～17年度継続費設定事業　平成16～17年度継続費設定事業　平成16～17年度継続費設定事業　平成16～17年度継続費設定事業
　（平成16年度事業費 　86,307千円）
　（平成17年度事業費　345,235千円）
○鉄筋コンクリート造４階建　１棟２０戸
○エレベーター付　　１ＤＫ・２ＤＫ・３ＬＤＫ

　反射文字入れ
機関員及び女性消防団員の訓練等を行う

消火栓新設・更新　　７基

　防火衣（上下式）、ヘルメット（しころ、ガード
付）　特殊長靴、軽量安全帯、ケブラー手袋

0 地域の特殊性により、火災発生時に充分な水量が得ら
れない上登別地区に１００トン級の耐震性貯水槽を新
設する。

鷲別中学校、鷲別公民館、栄町婦人研修の家、
鷲別青少年会館

実施校　-　幌別中、登別中、緑陽中、鷲別中

拠点校　-　西陵中
派遣校　-　幌別中、鷲別中

市道舗装排水整備事業費 286,000 排水路　　  　　　 １本　  　　90ｍ
道路改良　　　 　　15本　 　1,685ｍ
道路舗装　　　 　  22本   　2,415ｍ

　排水工　　　　１式

防衛施設周辺整備事業費 12,352 カルルス東雲線外1改良事業
　平成15～16年度継続費設定事業　平成15～16年度継続費設定事業　平成15～16年度継続費設定事業　平成15～16年度継続費設定事業
　（平成15年度事業費　22,216千円）
　（平成16年度事業費　93,443千円）
　改良・舗装工　　Ｌ＝584ｍ　Ｗ＝7.5ｍ

○除却事業　　　９，１４６千円
　　　既存平屋建住宅４棟１６戸除却

救急救命士養成経費 3,079 計画－本署、温泉支署、鷲別支署に各6名　計18名
　H16 救急救命士の養成    1名
　現在有資格者　         14名

小中学校情報教育推進事
業費

39,698 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108台　　中学校209台
　学校事務用15台　　教委管理用6台　　図書専用14台
　サーバー26台　　　教員用　210台　　合　計　588
台



主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       
一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

1,848

特色ある学校づくり推進
経費

8,329 8,510

情報教育共同研究事業費 800 800

中中中中等等等等教教教教育育育育環環環環境境境境整整整整備備備備事事事事業業業業費費費費
（新規）（新規）（新規）（新規）

120,364120,364120,364120,364 0

私立高等学校教育振興補
助金

8,900 8,900

9,195 4,770 千円
4,425 千円

7,000 3,000 千円
4,000 千円

中学校校舎等整備事業費 6,000 0 6,000 千円
邦楽学習モデル事業費 145 950

要保護・準要保護児童生 57,983 60,724 31,934 千円
就学援助費 26,049 千円
特殊教育就学奨励費 1,277 1,503 804 千円

473 千円
私立幼稚園教材教具整備
事業補助金

2,420 2,280

私立幼稚園協会教職員研
修費補助金

1,000 1,000

幼保一元化施設整備費補幼保一元化施設整備費補幼保一元化施設整備費補幼保一元化施設整備費補
助金（新規）助金（新規）助金（新規）助金（新規）

20,00020,00020,00020,000 0

図書館図書購入費 9,670 10,050
（財）登別市文化・ス
ポーツ振興財団運営補助
金

22,671 16,088

（財）登別市文化・ス
ポーツ振興財団事業補助
金

7,837 8,893

文化振興計画策定経費文化振興計画策定経費文化振興計画策定経費文化振興計画策定経費 126126126126 48
スポーツ振興計画策定経スポーツ振興計画策定経スポーツ振興計画策定経スポーツ振興計画策定経
費費費費

126126126126 48

292,205292,205292,205292,205

1,2001,2001,2001,200 0

【給与費】
職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費 4,685,2494,685,2494,685,2494,685,249 4,852,718

緑陽中学校グランド法面整備事業費
和楽器を通じて日本古来の文化・芸術とふれあう。

○生活科実施等経費　全小学校　動物の飼育・学校菜
園遠隔地授業等による情報ネットの構築や教材等の共同
開発

導水管移設補償一式

私学振興を図るため、登別大谷高等学校に対し、入学
金の一部を助成する。

モデル校　西陵中・鷲別中
小学校　　対象人員　510名
中学校　　対象人員　239名
小学校　　対象人員　 23名
中学校　　対象人員　 10名
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。

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。

市内私立幼稚園の振興を図るため、施設整備の一部を
補助する。

　一般職　469名

　供用開始予定　平成１６年６月１日

スポ―ツ振興基本計画を策定し、計画書を作成する。

図書購入及び雑誌・新聞等購入費
運営経費

事業経費

文化振興計画を策定し、計画書を作成する。

開かれた学校づくり推進
事業費

2,039 学校が地域住民の信頼に応え,家庭や地域が連携協力し
て 教育活動を展開するために学校を開かれたもの
とし、経営責任を明確にする。

○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

小・中学校図書購入費 9,750 小学校図書購入費
中学校図書購入費

小学校校舎等整備事業費 9,700 幌別西小学校受水槽給水装置改修事業費
幌別東小学校周辺整備事業費

新市民プール建設事業費新市民プール建設事業費新市民プール建設事業費新市民プール建設事業費 1,279,389 １５～１６年度の継続費設定事業１５～１６年度の継続費設定事業１５～１６年度の継続費設定事業１５～１６年度の継続費設定事業
１６年度　建設費　　　　　　　292,072千円
　　　　　完了検査手数料　　　　　133千円

市民プールオープン記念市民プールオープン記念市民プールオープン記念市民プールオープン記念
事業補助金（新規）事業補助金（新規）事業補助金（新規）事業補助金（新規）

実行委員会が行う、トゥリトネスショー、姉妹都市水
泳交流事業の一部を補助し、市民に親しまれる施設づ
くりを図る。

職員等給与経費

　特別職　  3名
超過勤務手当を10％カット
管理職手当のカット
三役・教育長の期末手当のカット
特殊勤務手当の見直し
ワークシェアリング（５名分）　　　　8,000千円



主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       主要事業等調書                                                       
一般会計 （単位千円）

平成１６年 平成１５年
事 業 費事 業 費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

【その他】
公共施設維持補修費 83,782 93,517 2,856 千円

1,000 千円
1,213 千円
1,000 千円
8,000 千円
3,050 千円
12,100 千円
6,989 千円
19,359 千円
11,985 千円
200 千円
180 千円

2,850 千円
13,000 千円

市道常時補修費 59,500 70,600
117,787

本庁舎・第２庁舎
職員住宅
総合福祉センター
老人憩の家
老人憩の家（整備委託分）
恵寿園
し尿処理施設
教職員住宅
小学校
中学校
幼稚園
公民館
婦人研修の家（委託分）
その他公共施設補修費

公営住宅補修費 100,533 道営住宅　　　　　　　　　 　　35,287千円
市営住宅　　　　　　 　  　　　82,500千円


