
一般会計主要事業等調書                                                                                
 

（単位：千円）

平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費

政務調査費交付金 2,520 2,510

国際交流経費 4,834 5,028

広州市友好都市協定提携事
業費
【新規】

2,889 0

市バス運行業務委託料 12,956 12,956

職員研修経費 6,728 5,361

行政改革推進委員会経費 348 293

ふるさと納税関係経費 1,865 1,344

政治倫理審査会経費 38 38

職員倫理審査会経費 38 38

特別職報酬等審議会経費
【新規】

131 0

旅券事務費 244 241

本庁舎屋上整備事業費
【新規】

2,247 0

本庁舎耐震対策調査委託料
【新規】

840 0

幌別駅自由通路耐震補強事
業負担金
【新規】

4,000 0

旧富浦保育所解体事業費
【新規】

4,000 0

登別・白石・海老名友好交
流事業費

1,330 940

姉妹都市等都市間交流協会
補助金

2,210 1,690

市民自治推進委員会経費 321 321

コミュニティ助成事業補助
金

2,500 2,500

移住促進経費 82 87

行政評価経費
【新規】

634 0

市民活動センター運営管理
経費

5,913 6,604

北海道電子自治体共同シス
テム運用経費

2,434 2,900

西いぶり広域連合共同電算
事業負担金

162,423 175,796

ＯＡ化推進経費 8,141 14,408

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

事務用端末機器の運用に係る経費

行政評価に係る経費

パスポートの申請受付及び交付事務を行うための経費

市民活動の支援を図る拠点施設、市民活動センターの運営管理
経費

西いぶり広域連合で実施する共同電算事業（西胆振３市１町）
に係る負担金

北海道への移住促進や民間による移住ビジネスの創出などを目
的とする「北海道移住促進協議会」への参加経費及び移住情報
パンフレット作成に係る経費

本庁舎の雨漏り対策として、屋上の防水改修工事を行うための
経費

特別職の報酬等に関する審議を行う、特別職報酬等審議会委員
に係る経費

本庁舎の耐震診断結果を受け、今後の耐震補強の方法等を検討
するための調査委託に係る経費
ＪＲ北海道が実施する幌別駅耐震補強事業（実施設計）の内、
市所有の自由通路に係る経費を負担する。

登別・白石・海老名による三都市間交流（トライアングル交
流）に係る経費

未供用施設であり老朽化が進行している旧富浦保育所の解体に
係る経費

自治総合センターのコミュニティ助成制度を活用し、コミュニ
ティ活動を実施する団体に対して補助する。

市長等政治倫理条例等に規定された調査及び審査等を行う、政
治倫理審査委員にかかる経費
職員の職務に係る倫理の保持に資するための審査等を行う、職
員倫理審査委員に係る経費

姉妹都市等の交流事業に係る各種補助金

市民自治推進委員会によるフォーラム等開催に係る経費

行政改革大綱の策定及び推進等に関する調査、審議を行う行政
改革推進委員に係る経費
ふるさと納税制度による寄附金の積み立てを行う。また、制度
周知のためのパンフレット作成、並びに寄付者に対する地場産
品等記念品を贈呈するための経費

【議会費】

職員の基本研修、特別研修、専門研修、派遣研修等に要する経
費

広州市との友好都市協定提携に伴う公式訪問団及び市民訪問団
の派遣に係る経費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

10,000円×21人×12月

国際交流推進事業、デンマーク友好都市中学生派遣交流事業
（Ｈ２３年度までは中学生海外派遣事業として実施）、自治体
職員協力交流事業を実施するための経費

【総務費】

市バス（２台）にかかる運行業務委託料
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

地域イントラネット維持
管理経費

17,332 25,310

地域情報センター運営管理
経費

5,962 6,032

行政情報化経費 4,369 3,368

登別市情報発信・魅力発信
強化事業費（緊急雇用創出
推進事業）
【新規】

6,196 0

私立幼稚園協会教職員研修
費補助金

500 500

私立幼稚園教材教具費等補
助金

2,740 2,576

北海道総合行政情報ネット
ワーク更新事業費
【新規】

2,429 0

防災対策強化事業費
【新規】

5,412 0

社会福祉協議会補助金 29,600 29,600

地域人権啓発活動活性化事
業費
【新規】

1,002 0

防犯灯設置事業補助金 7,830 5,250

住宅手当緊急特別措置事業
費

1,432 1,432

生活交通路線維持対策事業
費補助金

5,005 5,241

町内会運営助成金 28,614 28,451

地域生活支援事業費 51,344 52,676

○日常生活用具給付費 14,077 15,191

○障害者自立更生促進助成
事業費

310 410

○総合相談支援事業費 15,538 15,538

○コミュニケーション支援
事業費

169 331

○移動支援事業費 1,650 1,650

○地域活動支援センター事
業費

15,015 15,003

○訪問入浴サービス事業費 1,200 1,000

○更生訓練費・施設入所者
就職支度金給付費

56 161

○社会参加事業費 175 179

○日中一時支援事業費 2,200 2,210

北海道が実施する北海道総合行政情報ネットワーク整備事業に
係る事業費の一部を負担する。

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。本年度より、省エネルギー型防犯灯に対する補助金の上限
額を30,000円から50,000円に引き上げることとした。
離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を
喪失している者等を対象に最大６ヶ月間を上限に住宅手当を支
給する。
市内赤字バス路線の運行経費を補助する。

イントラネットの維持管理に係る経費

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。

日常生活用具と住宅改修に係る給付費

日帰りショートステイ、障がい児タイムケアに係る給付費

外出時の介助を行うヘルパー派遣に係る給付費

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、資質の向上を図る。

緊急雇用創出推進事業を活用し、登別の魅力やイメージ・知名
度を高め、まちの活性化を図るため、登別の観光資源や文化、
四季折々の自然などの映像等を収録し、市ホームページやYou
Tubeに掲載して全国に発信する。
　また、平成24年度のホームページリニューアルに併せて、現
行全ページ掲載文の文言や体裁の点検・修正などを行い、より
充実した情報発信を図る。

共同電算システムを利用する端末機器の運用に係る経費

登別市地域情報センターの運営管理に係る経費

北海道から委託を受け、人権に関する意識啓発を目的とした講
演会等を実施する。

津波に対する市民の一層の意識高揚を図るとともに、各種災害
等に対する備品等を整備し、防災対策を強化する。

社会福祉協議会の法人運営や地域福祉推進に係る事務局体制の
充実を図るとともに、社会福祉協議会が実施する本来事業に対
して支援を行う。

【民生費】

総合相談支援事業及び住宅入居支援の委託費、並びに地域自立
支援協議会の運営費

点字・声の広報等の作成

自動車運転免許の取得及び自動車の改造を行う障がい者等に対
し、これに要する経費を助成する。

手話通訳者等の派遣に係る経費

地域活動支援センターの運営及び送迎委託

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｡

更生訓練及び訓練等を終了し、一般就労が決まった利用者の就
職支度に係る給付費
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平成２４年度 平成２３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 510 559

○成年後見制度利用支援事
業費

444 444

障害者自立支援給付費 742,964 750,491

○介護給付費・訓練等給付
費

640,159 676,007

○障害者補装具給付費 25,780 26,879

○高額障害者福祉サービス
経費

100 100

○自立支援医療費 76,925 47,505

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

49 98

重度障害者（児）福祉タク
シー関係経費

5,492 5,547

多機能型事業所「すずか
け」運営整備費補助金

5,520 5,520

身体・知的障害者相談員設
置経費
【新規】

113 0

ひとり親家庭等医療費助成
経費

32,889 36,270

乳幼児等医療費助成経費 77,321 72,997

重度心身障害者医療費助成
経費

147,851 146,434

在宅高齢者保健福祉支援経
費

11,305 11,076

高齢者等訪問見守り事業費
【新規】

2,000 0

後期高齢者保健事業費 5,325 5,320

後期高齢者健康診査経費 9,538 9,154

後期高齢者医療療養給付費
負担金

665,025 675,536

子育て支援センター運営経
費

522 521

登別子育て支援センター運
営管理委託料

7,858 7,858

仕事と家庭両立支援事業費 7,058 7,036

身体障がい者及び障がい児の更生医療に係る給付費

成年後見制度に係る申立て経費や後見人等の経費を給付等し、
障がい者の権利等擁護を図る。

後期高齢者に係る健康診査を北海道後期高齢者医療広域連合か
らの委託により行う。

スポーツ・レクリェーション指導員・手話通訳者・要約筆記奉
仕員の養成と精神障害者地域活動事業に補助を行う。

在宅福祉サービスの促進のために実施する、以下の事業に要す
る経費
・高齢者等緊急通報機器設置
・ひとり暮らし老人等電話サービス
・移送サービス

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ための経費
在宅の重度障がい者及び障がい児に対し、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。
多機能型事業所「すずかけ」の開設に伴う運営費及び整備費に
係る係る費用を補助する。
身体・知的障がい者の更生援護に関し、本人またはその保護者
等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係
機関の業務に対する協力や援護思想の普及に資する業務を行
う。
※分権一括法による権限移譲に伴って平成24年度より実施

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

補装具に係る給付費

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する医
療費の助成に要する経費
市内に住所を有する１２歳以下の乳幼児等に対する医療費の助
成に要する経費
市内に住所を有する重度心身障がい者に対する医療費の助成に
要する経費

後期高齢者医療制度に係る療養給付費のうち、負担対象額の
1/12相当額を負担する。
子育てに関する相談、指導、養育者間の交流等を図るために以
下の事業を実施する子育て支援センターの運営に要する経費
・子育て情報誌作成経費
・子育て講座開催経費
・移動子育て支援センター開催経費
・親子であ・そ・ぼ活動経費　　等
登別子育て支援センターの運営管理委託料
※登別保育所と一体的な運営を行うため、同保育所内に設置し
ている登別子育て支援センターを、平成２１年度より、同保育
所の受託者である学校法人に委託している。
子育て世代の仕事と家庭の両立を支援するため、ファミリーサ
ポートセンター事業を実施する。

家族からのサポートが期待できない世帯や、地域から孤立する
可能性がある世帯を定期的に訪問し、高齢者等が地域で安心し
て暮らせる地域社会の実現を目指すとともに、地域における支
え合いや、災害時要援護者支援の仕組みへの活用を図る。

訪問系サービス（57人分）
日中活動系サービス（354人分）
居住系サービス（168人分）
相談支援（26人分）

疾病の早期発見・早期治療の促進と予防医療の観点から、後期
高齢者が受診する短期人間ドック、脳ドック及び水中運動に要
する費用の一部を助成する。
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

産後子育てママ派遣事業費 167 125

子育て支援事業（ひろば
型）運営委託料

7,398 7,398

こどもショートステイ
事業費

164 384

子ども手当支給経費 122,610 914,293

子どものための手当支給経
費
【新規】

603,994 0

母子家庭自立支援給付事業
費

3,336 6,808

児童虐待防止啓発事業費 425 588

保育所広域入所委託料 1,869 1,062

登別保育所運営管理業務委
託料

72,640 72,640

障害児保育実施経費 76 79

休日保育実施経費 160 163

放課後児童クラブ運営経費 3,109 3,238

（仮称）登別児童クラブ整
備事業費
【新規】

8,844 0

H24 H23 増減

生活扶助 589,219 614,219 △ 25,000

（延人数） (11,100) (11,200) △ 100

住宅扶助 156,392 154,550 1,842

（延世帯） (6,700) (6,700) 0

教育扶助 10,892 10,892 0

（延人数） (920) (920) 0

医療扶助 1,143,890 1,118,888 25,002

（延人数） (24,063) (24,592) △ 529

その他 25,639 27,483 △ 1,844

母と子の健康づくり事業費 26,742 29,614

生活保護扶助費

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。

子育て支援センターの未設置地区に、官民を問わず既存施設の
空き部屋等を利用する「ひろば型」を採用し、社会福祉法人や
ＮＰＯ法人などへ業務委託の方法により子育て支援事業を実施
する。現在はＮＰＯ法人への委託により富岸町で実施してい
る。

1,926,032 1,926,032

産後間もない母親のいる家庭に、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する。

児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給に要する経費
※児童扶養手当：父母の離婚などにより、父親または母親とと
生計を同じくしていない（ひとり親家庭等の）児童の養育者に
対し支給
※特別児童扶養手当：心身に障がいがある20歳未満の児童の養
育者に対し支給（市は認定事務などを行い、手当は国が直接支
給）

子ども手当の支給に要する経費
※６月支給分のみ（Ｈ２４．２～３月分）

母子保健サービスの向上を図るため事業を実施する。
・食育事業　　　　　　・幼児歯科保健対策
・妊婦保健事業費　　　・乳幼児保健事業費

保護者が市外で就労するなど特別な事情により、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
登別保育所における普通保育及び一時保育に係る運営業務委託
料

母子家庭の自立を支援する。
・自立支援教育訓練給付金
・高等技能訓練促進給付金
子どもを虐待から守るため、児童虐待への理解を深め、児童虐
待に意識を向けるよう、啓発活動を行う。

子どものための手当の支給に要する経費

登別小学校内に放課後児童クラブを整備する。

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円、人）

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する放課後児童クラ
ブ運営に要する経費
（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・鷲別児童クラブ）

児童扶養手当及び特別児童
扶養手当関係経費

300,987306,460

市内全保育所における障がい児の受入れに要する経費

富士保育所における休日保育の実施に要する経費

【衛生費】
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

救急医療対策事業負担金 11,982 11,939

予防接種経費 65,908 68,518

３種（子宮頚がん・Ｈｉ
ｂ・小児肺炎球菌）ワクチ
ン接種事業費
【新規】

60,427 0

健康増進事業費 45,611 43,659

墓地施設整備事業費 2,700 5,200

自動車騒音常時監視委託料
【新規】

2,898 0

資源回収団体奨励金 4,800 5,460

ごみ袋管理経費 29,218 34,307

リサイクルまつり開催経費 61 59

不法投棄等防止経費 310 310

し尿汲取り世帯及び畜犬登
録実態調査事業費（緊急雇
用創出推進事業）
【新規】

1,895 0

塵芥収集運搬業務委託料 118,650 118,650

クリンクルセンター運営管
理経費

514,974 520,598

クリンクルセンター中間改
修事業費

182,955 201,789

最終処分場運営管理経費 43,787 44,134

し尿投入施設維持管理経費 51,396 49,802

登別市シルバー人材セン
ター補助金

8,800 8,800

休日、夜間の一次・二次救急患者及び小児重症救急患者の診療
を確保するため、西胆振各市町と共同で負担金を支出する。
・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

感染症予防、症状の軽減、病気のまん延防止等を目的に予防接
種法に基づき、各種の予防接種を実施する。
・集団：ポリオ
・個別：ＢＣＧ、３種混合、２種混合、麻しん・風しん、
　　　　インフルエンザ（高齢者）
　　　　麻しん・風しん（中１・高３）

し尿及び浄化槽汚でいを下水道施設で処理する「し尿投入施
設」に係る維持管理経費

最終処分場の運営管理経費
（廃棄物管理型最終処分場及び千歳最終処分場）

４０歳以上（子宮がん検診は２０歳以上）の市民を対象に健康
増進事業を実施する。
・健康づくり事業（健康教室・健康相談など）
・健康診査（各種がん検診など）
※大腸がん検診、乳がん検診、子宮頚がん検診、肝炎ウィルス
検査については、特定の年齢を対象に無料検診を実施。

【労働費】

不法投棄防止看板などの設置経費

緊急雇用創出推進事業を活用し、し尿汲取り世帯及び浄化槽使
用世帯、畜犬登録の実態調査を実施して台帳整備を行い、し尿
投入施設の適切な運転管理及び狂犬病予防注射の接種率向上を
図るための基礎資料とする。

供用開始から１１年が経過するクリンクルセンターの延命化を
図るため、施設の改修を行う。
・焼却処理施設　　・破砕処理施設　　・資源化処理施設

騒音規制法に基づき、市内３４区間の自動車騒音の状況を監視
するための委託料
※分権一括法による権限移譲に伴って平成24年度より実施

家庭ごみの収集運搬業務を委託する｡

クリンクルセンターの運営管理経費

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。

墓参者の安全確保及び利便性の向上を図るため、墓地施設の整
備を行う。
【平成24年度整備箇所】
　・富浦墓地道路舗装整備
　・富浦墓地トイレ改修

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。
指定ごみ袋の作成、管理等に要する経費

各対象年齢の市民対し、子宮頚がん・Ｈｉｂ・小児肺炎球菌ワ
クチンの予防接種に要する費用を全額助成する。
・子宮頚がん予防ワクチン
　　中学1年生（13歳相当）～高校1年生（16歳相当）の女子
・ヒブワクチン
　　０歳（生後２ヶ月）～５歳未満の乳幼児
・小児用肺炎球菌ワクチン
　　０歳（生後２ヶ月）～５歳未満の乳幼児
※平成23年度は平成22年度繰越明許予算により実施
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

高校生のための企業見学会
経費

190 209

雇用対策救援事業費 26,902 27,533

勤労者特別融資積立金 35,000 35,000

若年者等キャリアカウンセ
リング試行事業費
【新規】

3,984 0

事業所内職業訓練助成金 2,300 2,300

酪農ヘルパー事業運営補助
金

539 720

中山間地域等直接支払交付
金事業費

1,900 1,900

札内高原館運営管理経費 5,215 5,897

漁業専門員設置補助金 1,200 1,200

エゾアワビ種苗放流事業補
助金

354 300

西いぶり食の魅力向上研究
会負担金
【新規】

217 0

起業化支援事業費 3,050 3,050

ものづくり創出支援事業負
担金

2,600 2,600

新産業創造活動事業補助金 600 600

中小企業相談事業補助金 7,000 7,000

登別商工会議所事業推進補
助金

2,400 2,400

中小企業特別融資積立金 66,000 66,000

商店街近代化融資積立金 1,000 8,000

住宅改良促進特別融資
積立金

25,000 25,000

【農林水産業費】

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
つくるとともに、新産業創造の促進を図る。

市内商工業者に対する経営指導、相談、研修事業等を行う登別
商工会議所中小企業相談所に対し、当該事業に要する費用に対
して補助する。

　　　　　　新エネルギー関連改良　1.75％

　　　　　　住宅バリアフリー改良　1.75％

中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等直接支払推進事務費

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、管内の就職
支援講座等を実施する。

若年者等の求職者を対象としたキャリアカウンセリング事業を
試行的に実施する。
※平成23年度は補正予算で予算措置を行い、実施した。

季節労働者等の雇用の確保・通年雇用化を図るため、公共施設
等の清掃及び冬期除雪委託業務を行う。
生活上必要な資金を低利で融資することにより、勤労者の生活
の安定と福祉の向上を図る。

市内中小企業等が（財）室蘭テクノセンターが行う「ものづく
り創出支援事業」を活用した場合にかかる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。

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。
　認定事務経費　50千円　　補助金　3,000千円（1件分）

体験学習など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。
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

【商工費】

技能労働者の育成を図るため、職業能力開発促進法に基づき事
業所内職業訓練事業を実施している登別職業訓練協会に助成す
る。

西いぶり定住自立圏の提携事業として実施する西いぶり食の魅
力向上事業に係る費用の一部を負担する。

いぶり中央漁業協同組合が行うエゾアワビの種苗放流事業に対
して、これに係る費用の一部を補助する。

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

登別商工会議所が市の施策と連携して行う事業で、市内経済の
活性化を図ることができると認められる事業に要する人件費に
対して補助する。

中小企業特別融資
　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
商店街近代化事業に係る融資
　店舗改善等資金
　環境整備資金

住宅の改築・改修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に低利融
資を行う。
　融資利率　住宅改築・改修　　　　1.95％
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

登別ブランド推進事業補助
金

4,200 4,000

商店街活性化事業補助金 3,140 1,800

商業活性化事業補助金 1,000 1,500

住宅用太陽光発電システム
設置補助金
【新規】

4,416 0

「まちの経済」が見える
データ整備事業費（緊急雇
用創出推進事業）
【新規】

3,403 0

登別観光協会助成金 10,600 10,600

インフォメーションプラザ
事業補助金
【新規】

13,000 0

観光客誘客促進事業費 6,437 7,636

観光ＰＲキャラクター事業
費

125 125

登別地獄まつり半世紀記念
事業費

1,922 1,721

のぼりべつ・クリーン＆フ
レッシュ事業費

340 349

橋梁長寿命化計画策定委託
料

9,400 7,300

道路排水対策事業費 150,000 169,800

道道上登別室蘭線中央通改
良受託事業費

261,200 261,303

市道舗装排水整備事業費 57,450 48,053

ポンヤンケシ川改修事業費 6,100 24,300

上鷲別富岸川改修事業費
【新規】

10,500 0

都市公園施設長寿命化事業
費

37,100 40,610

市民にとって登別温泉やカルルス温泉、上登別温泉をより身近
に感じていただくため、観光イベントスタッフや地獄まつりの
鬼おどりへの参加を促し、併せて町内会行事での温泉利用を促
進する。

河川構造物改築工事　Ｌ＝20ｍ

市内建設業界の振興と再生可能エネルギーの普及促進を図るた
め、市内業者を利用して住宅用太陽光発電システムを設置する
者に対して、その要する経費の一部を補助する。

道路改良工事　7 本　Ｌ＝　321 ｍ
道路舗装工事　2 本　Ｌ＝　235 ｍ
排水路工事　　2 本　Ｌ＝　110 ｍ
用地買収　一式

41,90041,900

35,400市道改良・舗装事業費

緊急雇用創出推進事業を活用し、既存統計データの集約・整理
を行い、企業誘致やまちづくり等を展開する上での基礎データ
として活用する。

登別ブランド推奨品の宣伝や販売促進、販路開拓に向けて事務
を行う登別ブランド推進協議会に対して、その活動に要する経
費を補助する。
商店街の活性化を図るため、市が指定する地域において、空き
店舗を活用して新たに小売業等を行う者に対して、その賃料の
一部を補助する。
高齢者や子育て世帯等を対象とした買い物支援サービスをモデ
ル事業として実施するコンソーシアム（登別商工会議所・登別
商店会等で構成）に対して、事業実施に要する経費の一部を補
助する。

観光協会の運営に対し助成する。

観光振興特別対策事業補助
金

　・誘客宣伝委員会事業

　・まつりイベント委員会事業

　・環境整備委員会事業　等

＜主な事業＞

観光協会の行う誘客宣伝活動、まつりイベント活動及び環境整
備事業等に対し補助する。

観光協会が行う、通訳を配置したインフォメーションプラザの
整備・運営に対し補助する。

国内外の観光客誘客に要する経費

観光をテーマとして活動しているキャラクターを観光ＰＲキャ
ラクターに認定し、誘客宣伝活動等に活用することで、登別市
の魅力を広く広報し、登別市の知名度の向上を図る。

身近な公共空間である道路、河川、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。

北海道から委託を受ける道道上登別室蘭線（中央通）の用地買
収にかかる経費

【土木費】

道路排水対策工事　１２本　Ｌ＝　850 ｍ、
実測実施設計委託　一式、幹線排水路清掃　一式

橋梁点検　１４橋、計画策定　１００橋
耐震検討　７橋

鷲別３０号線改良事業費
道路改良舗装　Ｌ＝76ｍ　Ｗ＝7.0ｍ+2.5ｍ
移転補償　一式
登別温泉中央通り改良事業費
排水工　Ｌ＝110ｍ　路肩工　Ｌ＝110ｍ

82,700

長寿命化計画対象公園数　４３公園
Ｈ24年度　公園施設改築　４公園、実施設計　一式
　　　　　公園施設修繕　一式
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

公園・広場便所整備事業費
【新規】

10,000 0

若草６丁目広場敷地購入費
【新規】

60,812 0

キウシト湿原緑地保全事業
費

32,800 42,000

交流の森づくり事業費 4,400 1,100

市営住宅幼児遊園遊具改修
事業費
【新規】

3,000 0

市営住宅（柏木団地）大規
模改修事業費

88,500 30,000

市営住宅（登別旭団地）建
替事業費

155,617 10,520

市営住宅周辺整備事業費 4,100 1,900

市営住宅屋根外壁改修事業
費
【新規】

6,800 0

消防用半自動式除細動器購
入費
【新規】

3,545 0

救助工作車更新事業費
【新規】

84,846 0

消防団救命胴衣購入費
【新規】

1,039 0

【教育費】

スクールカウンセラー活用
事業費

93 93

心の教室相談員活動経費 184 189

特色ある学校づくり推進経
費

4,007 4,121

自然体験学習推進経費 662 618

小中学校情報教育推進事業
費

17,899 21,047

スキー体験学習事業費 2,407 974

高規格救急自動車搭載の消防用半自動式除細動器を購入する。

登別市土地開発公社所有地の買い取りを行う。
若草町６丁目６番１２、６番１３　998㎡

【消防費】

市営住宅（柏木団地）の外壁（鉄筋コンクリート）及び
屋根（鉄板）の改修
Ｈ24年度　３棟７２戸
市営住宅（登別旭団地）の建替　全体計画４棟１６戸
木造平屋建
Ｈ24年度　２棟８戸建設、８戸入居者移転、既設３棟除却

消防団用の救命胴衣を購入する。

○総合的な学習活動推進事業（全小中学校）
○生活科実施等経費（各小学校１・２年生）動物の飼育・学校
菜園等
○登別温泉入浴体験事業（各小学校３年生）
市内小中学校の児童生徒が、自然体験の出来る場としてネイ
チャーセンターを利用し、動植物の観察等を行なう。
○宿泊研修（小学校５年生）
○炊事遠足（中学校１年生）

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200台、中学校205台、学校事務用14台
　学校図書館用14台、教員用280台、教育委員会3台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　716台

総合的な学習の時間を通し、サンライバスキー場を利用したス
キー体験学習を行う。
（平成２４年度実施モデル校）
　幌別小学校、幌別東小学校、幌別西小学校、若草小学校
　鷲別小学校、富岸小学校

不登校やいじめ等を未然に防止するとともに、それらの問題に
早期かつ適切に対応する。
拠点校　-　西陵中学校、鷲別中学校、緑陽中学校
不登校やいじめ等を未然に防止するため、生徒が心にゆとりを
持ちストレスをためることのない環境づくりを行う。
配置校　-　全中学校

市営住宅幼児遊園遊具の修繕を年次的に行う。

全体計画区域　Ａ＝9ha
Ｈ24年度　進入路整備等一式、雑木伐採等一式

東町運動広場及び優和園広場の便所を整備する。

全体計画区域　Ａ＝4.75ha
Ｈ24年度　駐車場等整備　一式、用地買収　一式

市営住宅物置の建替を年次的に行う。

市営住宅屋根外壁等の改修を年次的に行う。
Ｈ24年度　屋根葺替等　３棟

老朽化した救助工作車を更新する。
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

学校図書システム広域化事
業費

773 10

情報教育システム広域化事
業費

9,190 7,052

外国青年招致経費 21,876 15,920

学校支援地域本部事業費 2,573 2,123

特別支援教育推進経費
（小・中学校）

1,850 1,980

小・中学校図書購入費 6,890 6,890

小学校耐震診断等事業費 7,288 1,900

幌別東小学校防火扉整備事
業費
【新規】

1,500 0

富岸小学校理科室整備事業
費
【新規】

3,000 0

富岸小学校屋上フェンス整
備事業費
【新規】

3,000 0

幌別東小学校屋根葺替事業
費

10,000 14,000

鷲別小学校建替事業費
【新規】

31,000 0

中学校便所洋式化事業費
【新規】

14,000 0

特別支援教育就学奨励費 2,316 2,576

要保護・準要保護児童生徒
就学援助費

67,018 65,356

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団事業補助金

4,998 4,408

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団運営補助金

11,592 11,628

図書館図書購入費 8,920 8,400

図書館ネットワークサービ
ス広域化事業費

2,577 136

西いぶり広域図書館システ
ム対応図書館資料整備事業
費（緊急雇用創出推進事
業）
【新規】

5,171 0 緊急雇用創出推進事業を活用し、登別市・室蘭市・伊達市によ
る「西いぶり広域図書館システム」の開始に伴い、３市が所有
する図書等の共有を図るため、当市が所蔵する図書データ等の
仕様の整備を行う。

小学校　　対象人員　 41名　　 1,562千円
中学校　　対象人数　 13名　　 　754千円

（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
（財）登別市文化・スポーツ振興財団の運営に対する補助金

【事業費内訳】
　基本設計委託料　　21,000千円
　現況測量委託料　　 4,000千円
　地質調査委託料　　 6,000千円

【対象校】
　鷲別中学校／幌別中学校　工事一式　14,000千円

図書購入及び雑誌・新聞等購入費

定住自立圏構想における図書館ネットワークサービス広域化事
業で、室蘭市及び伊達市が行っている図書館ネットワークシス
テムへ当市も平成２４年１月より参入している。これにより、
３市間で図書の貸出、返却ができるようになり図書館の広域利
用を図る。

登別市が運営している登別市情報教育センター機能等を室蘭市
に移転、集約し、平成２３年度から登別市・室蘭市・壮瞥町の
３市町で共同運用している。
外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルの国際交流を推
進する。

耐震化優先度調査の結果を踏まえて、地震に対して倒壊等の危
険性があると推定される建物について、耐震診断（２次診断）
を行う。
○実施校
　登別小学校（屋体）　　　1,502千円
　富岸小学校（校舎・屋体）5,786千円

幌別東小学校校舎の老朽化した防火扉の整備を行う。

幌別東小学校特別教室棟の老朽化した屋根の葺替を行なう。

富岸小学校の老朽化した理科室の床を改修する。

小学校　　対象人員　462名　　33,646千円
中学校　　対象人数　285名　　33,372千円

富岸小学校の老朽化した屋上フェンスの整備を行う。

小学校図書購入費　　3,640千円
中学校図書購入費　　3,250千円

地域で学校をサポートするシステムを構築し、地域教育力の向
上を図ることを目的に、各中学校区に学校支援地域本部を設置
し、地域の特色を生かした学校支援事業を実施する。
心身に障がいのある児童・生徒の障がいの状態、能力、特性等
に応じた教育の場の確保を図るとともに、障がいの状況を的確
に把握し、一人ひとりの自立心等を最大限伸ばせるよう支援す
る。

登別市・室蘭市がそれぞれ運用している学校図書システムが更
新時期を迎えることから、定住自立圏事業として当該システム
の統合を行い共同運用することにより、更新費用等の縮減とセ
キュリティの強化及び運用の効率化・安定化を図る。
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

放課後子ども教室推進事業
費

3,169 6,762

通学合宿　みんなで学ぶ
「子ども村」

1,780 1,060

郷土資料館資料データベー
ス化事業費（緊急雇用創出
推進事業）
【新規】

4,688 0

のぼりべつ文化交流館整備
事業費
【新規】

2,000 0

きらり健康ふれあいウォー
キング

1,099 1,292

総合体育館整備事業費
【新規】

39,500 0

未 就 職 卒 業 者 就 労 支 援
（ワークシェアリング）事
業費（緊急雇用創出推進事
業）

5,071 8,215

未 就 職 卒 業 者 就 労 支 援
（ワークシェアリング）事
業費（市単独事業）

3,379 0

1,900 千円
1,350 千円

879 千円
9,400 千円
4,550 千円

15,434 千円
13,058 千円

650 千円
2,878 千円

16,500 千円

老人憩の家（整備委託分）

生涯スポーツの振興及び増進を図るとともに、地域の再発見や
全市観光の推進、環境保全意識醸成の一助とすることを目的
に、ウォーキング及びノルディックウォーキング講習会の実
施、ヘルスウォーキング大会の開催、ウォーキングマップの作
成等を行う。
（実施事業）
　・ウォーキング・ノルディックウォーキング講習会の開催
　・ヘルスウォーキング大会の開催
　・ウォーキングマップの作成
　・ウォーキンググループのサークル化

道道拡幅に伴い変形する総合体育館の敷地について、駐車場外
の外構工事を行なう。
　○工事内訳
　　・土工
　　・園路工（車道、歩道舗装等）
　　・施設工（区画線、緑地、下水道、照明、雨水排水等）
　　・取壊工（既設浄化槽、オイルタンク等）

子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の
方々の参画を得て、様々な体験活動や交流活動などの取り組み
を推進する。
　開設場所：鷲別小学校内
　　　　　　幌別東小学校内

小学生（5～6年）が支援ボランティアとの4泊5日の生活を通し
て、基本的生活習慣を身に付けるとともに自然体験や学習を行
いながら学校へ通う「通学合宿」を行う。
実施時期　　　　　　　　　　6月上旬及び11月
宿泊先　　　　　　　　　　　登別市ネイチャーセンター
募集人員及び開催回数（予定）30人×4回

緊急雇用創出推進事業を活用し、郷土資料館に寄贈されてきた
多くの資料を文化資料として蓄積・活用するため、資料の基礎
情報の調査、資料の撮影、ナンバリング、収納等を行なうとと
もに、必要な情報のデータベース化を行なう。

施設の老朽化部分の改修を目的とし、防災アンプ及び火災報知
器受信機の交換を行なう。

職員住宅
総合福祉センター

公共施設維持補修費 60,608

就職が決まっていない求職中の新規卒業者等を市の臨時職員と
して雇用することで、その就業経験を通じて就業促進を図る。

本庁舎・第２庁舎

公民館
中学校

緊急雇用創出推進事業補助金を活用し、就職が決まっていない
求職中の新規卒業者等を市の臨時職員として雇用することで、
その就業経験を通じて就業促進を図る。

【その他】

4,010,181

　特別職 2名    一般職 393名

婦人研修の家（委託分）
その他公共施設補修費

66,599

小学校
教職員住宅

（給与カットの内容）

職員等給与経費

【給与費】

職員給与費 4,012,590

　特別職：市　長▲10％、副市長▲10％、教育長▲10％

  給  　料
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平成２４年度 平成２３年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

市道常時補修費 70,897 71,950

15,170 千円

52,700 千円

【再掲】

緊急雇用創出推進事業 6,196 0

1,895 0

3,403 0

5,171 0

4,688 0

5,071 8,215

67,870 70,819 道営住宅

市営住宅

公営住宅補修費

・未就職卒業者就労支援（ワークシェアリング）事業費

・登別市情報発信・魅力発信強化事業費

・し尿汲取り世帯及び畜犬登録実態調査事業費

・「まちの経済が見える」データ整備事業費

・郷土資料館資料データベース化事業費

・西いぶり広域図書館システム対応図書館資料整備事業費
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