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（単位：千円）

平成２３年度 平成２２年度

事 業 費 事 業 費

【議会費】

政務調査費交付金 2,510 2,520

【総務費】

国際交流経費 5,028 5,607

市バス運行業務委託料 12,956 7,302

職員研修経費 5,361 4,841

行政改革推進委員会経費 293 366

ふるさと納税関係経費 1,344 1,341

政治倫理審査会経費
【新規】

38 0

職員倫理審査会経費
【新規】

38 0

旅券事務費 241 232

公共施水洗化事業費
【新規】

3,500 0

公用地等購入費【新規】 209,490 0

本庁舎耐震診断事業費
【新規】

10,000 0

登別・白石・海老名交流事
業費【新規】

940 0

姉妹都市交流推進協議会補
助金【新規】

1,690 0

市民自治推進委員会経費 321 334

コミュニティ助成事業補助
金【新規】

2,500 0

移住促進経費 87 87

市民活動センター運営管理
経費

6,604 6,912

北海道電子自治体共同シス
テム運用経費

2,900 2,900

西いぶり広域連合共同電算
事業負担金

175,796 154,158

ＯＡ化推進経費 14,408 13,677

地域イントラネット維持
管理経費

25,310 27,028

地域情報センター運営管理
経費

6,032 6,220

行政情報化経費 3,368 3,999

市民ニーズアンケート調査
経費【新規】

349 0

旬感！のぼりべつかわらば
ん
【明日のまちづくり事業費】

2,249 1,554

これまで各担当グループで支出していた姉妹都市交流事業に係る
補助金を１本化した補助金

事務用端末機器の運用に係る経費
・事務用パソコン等購入 76千円（北海道市町村備荒資金組合活
用：総体事業費　4,578千円）
イントラネットの維持管理に係る経費

登別市地域情報センターの運営管理に係る経費

市民サービスの向上に資する端末機器の運用に係る経費
・ＷＥＢ関連サーバ構築費 141千円（北海道市町村備荒資金組合
活用：総体事業費　8,495千円）
多様化する各年代層の市民ニーズを的確に把握するために行う市
民ニーズアンケート調査の経費
コミュニティＦＭの放送番組購入及び登別紹介映像の制作に係る
経費

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

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。
首都圏等の団塊の世代を対象に、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」への参加経費及び移住情
報パンフレット作成に係る経費
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
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
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

各種行事の参加者等の送迎に係るバス運行業務委託料

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

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、並びに寄附者に対する地場産品等
記念品を贈呈するための経費

10,000円× 1月×20名
10,000円×11月×21名

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
事業を実施するための経費

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
倫理審査委員に係る経費

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

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
パスポートの申請受付及び交付事務を行うための経費

公共下水道供用開始地域にある公共施設の水洗化事業
（Ｈ23年度：消防登別支署）
登別市土地開発公社所有地等の買い取りを行う。
富士町７丁目１番１の内　2,256.65㎡
登別本町１番９　171.61㎡
建設から約50年を経過する本庁舎の耐震性を調査するための耐震
化診断に係る経費
登別・白石・海老名によるトライアングル交流宣言に伴う記念イ
ベント等に係る経費



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

2,576 2,576

総合防災訓練経費【新規】 1,709 0

災害時要援護者避難支援事
業費（緊急雇用創出推進事
業）【新規】

4,183 0

【民生費】

北海道里親研修大会・全国
里親会北海道地区里親研修
大会負担金【新規】

50 0

社会福祉協議会補助金 29,600 29,600

防犯灯設置事業補助金 5,250 4,800

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

5,241 6,182

町内会運営助成金 28,451 30,670

地域生活支援事業費 52,676 56,662

○日常生活用具給付費 15,191 14,630

○障害者自立更生促進助成
事業費

410 410

○総合相談支援事業費 15,538 15,263

○コミュニケーション支援
事業費

331 349

○移動支援事業費 1,650 2,000

○地域活動支援センター事
業費

15,003 20,523

○訪問入浴サービス事業費 1,000 540

○更生訓練費・施設入所者
就職支度金給付費

161 265

○社会参加事業費 179 179

○日中一時支援事業費 2,210 1,500

○社会参加等事業補助金 559 559

○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 750,491 731,329

○介護給付費・訓練等給付
費

676,007 659,905

○障害者補装具給付費 26,879 26,085

○自立支援医療費 47,505 45,139

○高額障害者福祉サービス
経費

100 200

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

98 98

重度障害者（児）福祉タク
シー関係経費

5,547 6,334

多機能型事業所「すずか
け」運営整備費補助金【新
規】

5,520 0

防災関係機関、災害協定締結機関、住民参加による総合防災訓練
の実施にかかる経費
緊急雇用創出推進事業を活用し、災害時に１人で避難することが
できない高齢者や障がい者に対し、避難等の支援を行うための支
援プランの作成や制度周知を行う。

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
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

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

平成２３年度北海道里親研修大会・全国里親会北海道地区里親研
修大会が日胆地区で開催されることに伴い、開催に要する経費の
一部を負担する。
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。
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。

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。

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

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
る費用を補助する。

在宅の障害者及び障害児に対し、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。

身体障害者及び障害児の更生医療に係る給付費

自動車運転免許の取得及び自動車の改造を行う障害者等に対し、
これに要する経費を助成する。
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
手話通訳者等の派遣に係る経費

外出時の介助を行うヘルパー派遣に係る給付費

市内赤字バス路線の運行経費を補助する。

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｡

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、障害児タイムケアに係る給付費

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。
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。

地域活動支援センターの運営に要する事業費補助金

訪問入浴サービスに係る給付費

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

訪問系サービス（59人分）
日中活動系サービス（259人分）
居住系サービス（158人分）
補装具に係る給付費



ひとり親家庭等医療費助成
経費

36,270 32,101

乳幼児等医療費助成経費 72,997 79,063

重度心身障害者医療費助成
経費

146,434 148,263

総合福祉センター整備事業
費【新規】

11,000 0

消費者行政活性化事業費 7,001 10,200

介護基盤緊急整備等特別対
策事業費補助金

99,824 68,700

地域介護・福祉空間整備等
施設整備補助金【新規】

77,500 0

老人保健関係経費【新規】 505 0

高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画策定経費【新
規】

392 0

在宅高齢者保健福祉支援経
費

11,076 10,932

安心生活創造事業費 10,076 10,038

後期高齢者保健事業費 5,320 4,230

後期高齢者健康診査経費 9,154 6,221

後期高齢者医療療養給付費
負担金

675,536 579,983

子育て支援センター運営経
費

521 519

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 7,036 7,036

産後子育てママ派遣事業費 125 125

子育て支援事業（ひろば
型）運営委託料

7,398 6,855

こどもショートステイ経費 384 384

児童手当支給経費 150 57,163

子ども手当支給経費 914,293 808,130

第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成２４～２６
年度）を策定するための経費

総合福祉センター内の暖房給湯用ボイラーが経年劣化により著し
い出力低下が見受けられることからボイラーの取替え工事を行
い、施設を利用する各種事業に支障がでないよう対策を講じる。

児童手当の支給に要する経費
※児童手当：小学校修了前児童の養育者に対し支給
※子ども手当の創設に伴い、平成２３年度は支給停止中の該当者
分のみを予算計上

市内に住所を有する重度心身障害者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

市内二つの事業実施区域に主任と訪問員を配置し、高齢者・障が
い者の１人暮らし世帯等を対象に訪問見守り活動を実施する。
（社会福祉協議会に委託）
※平成２１年度から国のモデル事業として実施

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

後期高齢者が受診する短期人間ドックや脳ドック及び水中運動に
要する費用の一部を助成する。

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。

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

相談業務の専用車の購入による機能面の整備や出前講座等による
消費者被害防止のための啓発活動などの実施により、悪質化・複
雑化した消費生活に関する市民の安心を確保する。
※北海道消費者行政活性化事業補助金を利用して平成21年度から
の3ヵ年事業として実施。

老人保健特別会計は平成２２年度末で廃止されるが、診療報酬の
遡及請求及び再審査に伴う過誤調整処理が一定期間生じるため、
平成２３年度以降の医療費の支払い等について一般会計歳入歳出
予算にて行う。

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

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ＮＰ
Ｏ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。

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。

介護保険事業計画（第４期Ｈ２１～Ｈ２３）に基づき認知症高齢
者グループホーム等を整備する事業者に対し、その費用の一部を
補助し費用負担の軽減を図る。
療養病床再編成に伴い、介護療養型老人保健施設へ転換する事業
者に対し、その費用の一部を補助する。

後期高齢者医療制度に係る当市被保険者分療養給付費を負担す
る。

子ども手当の支給に要する経費
※子ども手当：中学校修了前までの子どもに対し支給
※３歳未満２万円に増額し支給

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

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
・地域巡回子育て広場開催経費
・父親開放日開催経費　　等



児童扶養手当及び特別児童
扶養手当関係経費

300,987 295,539

母子家庭自立支援給付事業
費

6,808 5,982

児童虐待防止啓発事業費
【新規】

588 0

保育所広域入所委託料 1,062 1,631

登別保育所運営管理業務委
託料

69,940 70,795

障害児保育実施経費 79 114

休日保育実施経費 163 200

一時保育委託料 2,700 2,700

幌別東保育所耐震診断事業
費【新規】

1,953 0

放課後児童クラブ運営経費 3,238 3,179

生活保護扶助費 1,926,032 1,930,358

H23 H22 増減
生活扶助 614,219 530,128 84,091

（延人数） (11,200) (9,400) 1,800

住宅扶助 154,550 140,139 14,411

（延世帯） (6,700) (5,970) 730

教育扶助 10,892 8,789 2,103

（延人数） (920) (800) 120

医療扶助 1,118,888 1,225,371 △ 106,483

（延人数） (24,592) (19,675) 4,917

その他 27,483 25,931 1,552

【衛生費】

母と子の健康づくり事業費 29,614 29,651

救急医療対策事業負担金 11,939 11,845

予防接種経費 68,518 67,614

健康増進事業費 43,659 37,301

墓地施設整備事業費【新
規】

5,200 0 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23年度整備箇所】
　・亀田霊園法面改良
　・上鷲別墓地歩道整備

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、リレーマラソンや啓発活動を行う。

幌別東保育所の耐震化診断に係る経費

　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円、人、世帯）

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：心身に障害がある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）

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
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）
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）
　※子宮頸がん及び乳がん検診のうち、節目年齢到達者につ
　　いては無料実施

市内全保育所における障害児の受入れに要する経費

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）

富士保育所における休日保育の実施に要する経費

登別保育所に係る運営業務委託料

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

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

登別保育所における一時保育実施に係る委託料



資源回収団体奨励金 5,460 5,550

ごみ袋管理経費 34,307 27,740

リサイクルまつり開催経費 59 59

不法投棄等防止経費 310 310

廃棄物適正処理推進事業費
（緊急雇用創出推進事業）
【新規】

1,683 0

生活排水処理基本計画策定
事業費（緊急雇用創出推進
事業）【新規】

1,545 0

塵芥収集運搬業務委託料 118,650 119,889

クリンクルセンター運営管
理経費

520,598 543,012

クリンクルセンター中間改
修事業費

201,789 128,550

廃棄物処理施設長寿命化計
画策定業務委託料【新規】

7,350 0

最終処分場運営管理経費 44,134 56,295

汚水処理施設共同整備事業
費負担金

1,800 131,200

し尿投入施設維持管理経費 49,802 8,551

し尿処理施設閉鎖事業費
【新規】

81,987 0

【労働費】

登別市シルバー人材セン
ター補助金

8,800 9,500

高校生のための企業見学会
経費

209 136

雇用対策救援事業費 27,533 27,312

勤労者特別融資積立金 35,000 35,000

婦人センター耐震診断事業
費【新規】

2,625 0

事業所内職業訓練助成金 2,300 2,100

【農林水産業費】

酪農ヘルパー事業運営補助
金

720 720

中山間地域等直接支払交付
金事業費

1,900 1,906

札内高原館運営管理経費 5,897 5,373

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【新規】

300 0

いぶり中央漁業協同組合につくり育てる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
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
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
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。

し尿投入施設の運転開始に伴い、平成２２年度をもって供用を廃
止するし尿処理施設閉鎖に係る事業費

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。
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・就職支援講座等を実施する。
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。

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。
※平成２３年度は、生徒の確保や同校事業に対する市民理解を図
るための「職業訓練特別啓発事業」に係る経費の一部を含めて助
成する。

婦人センターの耐震診断に係る経費

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

クリンクルセンターの運営管理経費

供用開始から１０年を経過した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
クリンクルセンターの長寿命化計画策定に係る業務委託料

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）
し尿及び浄化槽汚でいを下水道施設で処理するため、し尿投入施
設建設に係る一般財源分を公共下水道事業特別会計に負担金とし
て支出する。
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

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、ごみ分別に従事する臨時職員を
雇用することで、処理工程におけるごみ分別の更なる徹底化を図
り、廃棄物の適正処理を推進する。
平成19年３月に策定した「登別市生活排水処理基本計画」の見直
しを行うため、緊急雇用創出推進事業を活用し、事務補助を行う
臨時職員を雇用し、計画見直し作業の円滑化を図る。
家庭ごみの収集運搬業務を委託する｡

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

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。



【商工費】

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

企業立地振興補助金 2,200 0

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 8,000 8,000

住宅改良促進特別融資
積立金

25,000 25,000

登別ブランド推進事業補助
金【新規】

4,000 0

商店街活性化事業補助金
【新規】

1,800 0

商業活性化事業補助金【新
規】

1,500 0

商店街活性化事業費（緊急
雇用創出推進事業）【新
規】

5,642 0

登別観光協会助成金 10,600 10,600

41,900 41,900

登別温泉コンシェルジュ
サービス・アンテナショッ
プ運営事業費（緊急雇用創
出推進事業）

20,432 17,942

連泊・滞在型等観光推進事
業費（緊急雇用創出推進事
業）【新規】

5,005 0

市内に新たに工場等を設置又は増設する企業等に対し、地域経済
の活性化や雇用機会の拡大を図る目的で補助を行う。更なる企業
立地と雇用機会の拡大を促進するため、対象業種の拡大、補助か
ら課税免除への措置変更、雇用補助金の拡大等の条例改正を平成
23年3月に予定する。

緊急雇用創出推進事業を活用し、増加している外国人観光客に対
応するため、案内所に通訳のできるコンシェルジュを配置すると
ともに登別ブランド推奨品のＰＲを行う。

緊急雇用創出推進事業を活用し、西胆振地域の市町や観光協会と
連携しながら、この地域にある温泉、景観、食、文化、歴史等の
観光資源を通した連泊・滞在型等の観光を推進するためのコー
ディネーターを配置し、観光客のニーズを的確に捉えた滞在型・
体験型・地産地消型観光の実現を図る。

観光振興特別対策事業補助
金

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＞
　・誘客宣伝事業
　・まつりイベント事業
　・環境整備事業　等

　　　　　　新エネルギー関連改良　1.75％

登別ブランド推奨品の宣伝や販売促進、販路開拓に向けて支援を
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出店する者に対して、その賃料の
一部を補助する。
市内商業の活性化を図るため、登別商工会議所と商店会が連携
し、地域密着型商業モデルの構築に向けて取り組む「買物支援ト
ライアル事業」に対して補助する。
緊急雇用創出推進事業を活用し、商店街の情報マップ作製等を行
い、市内商店街の活性化を図る。

観光協会の運営に対し助成する。

　融資利率　住宅改良　　　　　　　1.95％

　　　　　　バリアフリー改良　　　1.75％

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おうとする起業
家の事業を支援する。
　審査経費　50千円　　補助金　3,000千円（1件分）
中小企業の振興と地域経済の発展を図るため、（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。

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。なお、平成23年度より、補助対象事業の範囲を広げ、制度活
用の更なる促進を図る。
市内商工業者の発展と経営安定を図るため、金融や税務等の各種
相談業務など、登別商工会議所中小企業相談所が行う事業に対し
補助する。
登別商工会議所が市の施策と連携して行う市内経済の活性化事業
を推進するため、その事務を取扱う職員の人件費を補助する。

中小企業の円滑かつ積極的な事業活動を支援するため、市内中小
企業に対し、低利の融資を行う。
（内訳）
　一般事業資金、団体事業資金、事業所開設資金、小口事業資金
　小規模商工業近代化資金、新分野進出支援資金
市内の商店街の近代化を図るため、北海道中小企業高度化資金制
度の対象となる商店街近代化に関する事業に対し、低利の融資を
行う。
（内訳）
　商店街近代化事業店舗改善等資金
　商店街近代化事業環境整備資金
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とした低利融
資を行う。



友好交流促進都市推進経費 650 868

観光客誘客促進事業費 7,636 4,428

登別市観光ＰＲキャラク
ター事業費
【明日のまちづくり事業】

125 0

登別地獄まつり半世紀記念
事業費
【明日のまちづくり事業】

1,721 0

【土木費】

のぼりべつ・クリーン＆フ
レッシュ事業費

349 359

橋梁長寿命化計画策定委託
料

7,300 3,800

除雪機械更新事業費【新
規】

30,000 0

道路排水対策事業費【新
規】

169,800 0

道道上登別室蘭線中央通改
良受託事業費

261,303 237,500

市道改良・舗装事業費 82,700 104,600

市道舗装排水整備事業費 48,053 56,000

ポンヤンケシ川改修事業費 24,300 10,000

公共施設内設置遊具等塗装
事業費（緊急雇用創出推進
事業）【新規】

9,780 0

都市公園施設長寿命化事業
費【新規】

40,610 0

キウシト湿原緑地保全事業
費

42,000 34,100

交流の森づくり事業費【新
規】

1,100 0

市営住宅（柏木団地）大規
模改修事業費【新規】

30,000 0

市営住宅（登別旭団地）建
替事業費【新規】

10,520 0

市営住宅周辺整備事業費
【新規】

1,900 0

【消防費】

2011救える命があります！
【明日のまちづくり事業】

1,100 1,100

消防施設等整備基金積立金 14,330 14,330

屋上サイレン整備事業費
【新規】

2,600 0

緊急雇用創出推進事業を活用し、経年劣化が進んでいる広場、保
育所、小学校の遊具等の塗装処理を行う。

登別観光の認知度をより高めるため、観光をテーマとして活動し
ているキャラクターを対象に、「観光ＰＲキャラクター」の認定
制度を設け、官民一体となった誘客活動の推進を図る。
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
感じてもらうため、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。

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

国内外の観光客誘客に要する経費。なお、平成23年度は、観光パ
ンフレットの全面改訂を行う予定であることから、これに係る経
費を計上した。

鉄南ふれあいセンターに設置されている老朽化した屋上サイレン
設備の更新を行う。

市営住宅物置の建替を年次的に行う。

道路改良工事　３本　Ｌ＝147ｍ
道路舗装工事　４本　Ｌ＝729ｍ
排水路工事　　３本　Ｌ＝155ｍ
用地買収　一式、地質調査　一式

　市民が集まる各種イベントにおけるＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の貸出しや救急救命講習の強化、救急自動車適正利用のＰＲ
活動を行い、消防・救急フェスティバルの開催、防火対策の啓蒙
活動、住宅用火災警報器の普及啓発活動の強化を行う。

全体計画区域　Ａ＝4.75ha
Ｈ23年度　園路工　一式、柵工　一式、展望デッキ　一式
用地買収　一式

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
Ｈ23年度　１棟２４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
Ｈ23年度　敷地測量、地質調査、基本・実施設計

後年度の消防施設や消防関係車両等の整備に伴う財政的負担の軽
減を図るため、北海道から交付される石油貯蔵施設立地対策等交
付金を積み立てる。

運搬路　一式、伐採　一式、植樹　一式

道路排水路工事　一式、測量、調査及び設計委託　一式
幹線排水路清掃　一式

橋梁点検調査　Ｎ＝７１橋

鷲別３０号線改良事業費
道路改良舗装　　Ｌ＝128ｍ　Ｗ＝7.0ｍ+2.5ｍ
移転補償　一式
東町３４号線改良事業費
車道舗装オーバーレイ　Ｌ＝97.5ｍ　Ｗ＝9.0ｍ
歩道改良舗装　Ｌ＝96.5ｍ　Ｗ＝3.5ｍ
登別温泉中央通り改良事業費
排水工　Ｌ＝110ｍ
登別２７号線改良事業費【新規】
法面工　Ｌ＝70ｍ、土留工　Ｌ＝70ｍ

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

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・美化活動を行っていただき、この活動に対して支援し、協働
によるきれいなまちづくりを推進する。

除雪トラック更新　１台

長寿命化計画対象公園数　Ｎ＝４３公園
Ｈ23年度　公園施設改築　７公園
　　　　　公園施設修繕　一式



【教育費】

スクールカウンセラー活用
事業費

93 288

心の教室相談員活動経費 189 1,789

特色ある学校づくり推進経
費

4,121 4,721

小中学校情報教育推進事業
費

21,047 37,341

スキー体験学習事業費【新
規】

974 0

学校図書システム広域化事
業費【新規】

10 0

情報教育システム広域化事
業費【新規】

7,052 0

子どもの外国語を育む活動
推進事業費（緊急雇用創出
推進事業）【新規】

3,961 0

外国青年招致経費 15,920 9,616

学校支援地域本部事業費 2,123 720

特別支援教育推進経費
（小・中学校）

1,980 2,205

小・中学校図書購入費 6,890 7,590

小・中学校耐震診断等事業
費

8,900 14,900

幌別東小学校屋根葺替事業
費【新規】

14,000 0

要保護・準要保護児童生徒
就学援助費

65,356 67,167

特別支援教育就学奨励費 2,576 2,176

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団事業補助金

4,408 4,418

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団運営補助金

11,628 11,399

図書館図書購入費 8,400 8,720

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13台、教員用280台
　学校図書館用14台、情報教育センター5台
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 合計　717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２３年度実施モデル校）
　幌別小学校、幌別東小学校、鷲別小学校、若草小学校

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。

実施校　-　全中学校

○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）

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
町で共同運用する。
緊急雇用創出推進事業を活用し、英語に堪能な英語補助支援員を
配置し、ALTと子どもとのつなぎ役として円滑な授業を推進すると
ともに、シミュレーションやロールプレイなどの実践やALTと共同
で視覚に訴える教科・教材作りを行う。
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。
※平成２３年度よりＡＬＴを２名から４名に増員
　（小学校：２名、中学校：２名）
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。
※平成２３年度より「子ども地域交流プラザ事業補助金」を統合

拠点校方式　-　小学校：１校（Ｈ２３より配置）
　　　　　　　 中学校：２校

小学校　　対象人員　 43名　　 1,741千円
中学校　　対象人数　 15名　　 　835千円

（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

図書購入及び雑誌・新聞等購入費

心身に障がいのある生徒の障がいの状況を的確に把握するため支
援員等を増員し、一人ひとりの自立心を最大限伸ばせるよう支援
する。
小学校図書購入費　　3,640千円
中学校図書購入費　　3,250千円

老朽化している幌別東小学校の屋根の葺替を行う。

小学校　　対象人員　440名　　31,965千円
中学校　　対象人数　292名　　33,391千円

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
　幌別小学校（屋体）　1,900千円
　鷲別中学校（校舎）　5,500千円
　西陵中学校（屋体）　1,500千円



図書館ネットワークサービ
ス広域化事業費【新規】

136 0

「ほん」との出会い、ふれ
愛、語り合い
【明日のまちづくり事業】

700 700

放課後子ども教室推進経費 6,762 1,793

市民が記憶する歴史収集事
業費（緊急雇用創出推進事
業）【新規】

3,759 0

通学合宿　みんなで学ぶ
「子ども村」
【明日のまちづくり事業】

1,060 1,060

きらり健康ふれあいウォー
キング
【明日のまちづくり事業】

1,292 1,255

総合体育館耐震診断等事業
費【新規】

4,284 0

【給与費】

職員給与費 4,010,181 4,076,184

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）

8,215 6,420

【その他】

公共施設維持補修費 71,398 60,608 2,000 千円

1,660 千円

1,127 千円

11,000 千円

3,700 千円

16,847 千円

16,510 千円

498 千円

1,056 千円

17,000 千円

市道常時補修費 71,950 68,140

70,819 65,044 15,365 千円

55,454 千円

本庁舎・第２庁舎

老人憩の家（整備委託分）

婦人研修の家（委託分）

小学校

教職員住宅

中学校

公民館

公営住宅補修費 道営住宅

市営住宅

その他公共施設補修費

職員住宅

総合福祉センター

　特別職 2名    一般職 395名

職員等給与経費

緊急雇用創出推進事業を活用し、近年の経済雇用情勢の悪化を受
け、厳しい求人情勢となっている新規卒業者等で、就職が決まっ
ていない求職中の方を支援するため、市の臨時職員として雇用
し、就業経験を通じて、社会人としてステップアップを図り、民
間企業などへの就業促進を図る。

（給与カットの内容）

　特別職：市長、副市長、教育長　▲10％

給  　料

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　　　20人×4回

総合体育館の耐震診断に要する経費

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―伊達市間で既に行っているシステムに本市も参入して
図書館の広域利用を図る。利用者は各市の図書館の蔵書から読み
たいものを選び、最寄りの図書館で本の受け取りや返却ができる
ようになる。
図書館に対する関心を高め、市民の感性を豊かにすることを目的
に、本と出合い、ふれあうことができる場として、赤ちゃんから
お年寄りまですべての市民を対象に、絵本の展示やライブラリー
ツアー、各種講演会などを実施する。
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
　　　　　　幌別東小学校区（新設予定）
緊急雇用創出推進事業を活用し、文字で残されていない市内の
様々な事象を情報提供者から聞き取り調査を実施し、記録する。

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。
（実施予定事業等）【平成２３年度鷲別地区実施】
　・ウォーキング・ノルディックウォーキング講習会の開催
　・市内各地域での運動習慣の定着とウォーキンググループの
　　サークル化
　・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



【再掲】

明日のまちづくり事業 2,249 1,554

125 0

1,721 0

1,100 1,100

700 700

1,060 1,060

1,292 1,255

緊急雇用創出推進事業 4,183 0

1,683 0

1,545 0

5,642 0

20,432 0

5,005 0

9,780 0

3,961 0

3,759 0

8,215 6,420 ・未就職卒業者就労支援（ワークシェアリング）事業費

・災害時要援護者避難支援事業費

・市民が記憶する歴史収集事業費

・廃棄物適正処理推進事業費

・生活排水処理基本計画策定事業費

・商店街活性化事業費

・登別温泉コンシェルジュサービス・アンテナショップ運営事業費

・子どもの外国語を育む活動推進事業費

・連泊・滞在型等観光推進事業費

・公共施設内設置遊具等塗装事業費

・きらり健康ふれあいウォーキング

・通学合宿　みんなで学ぶ「子ども村」

・「ほん」との出会い、ふれ愛、語り合い

・旬感！のぼりべつかわらばん

・登別地獄まつり半世紀記念事業費

・2011救える命があります！

・観光ＰＲキャラクター事業費


