
一般会計主要事業等調書                                                    

 

一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費

【議会費】

議会だより発行経費 455 520

政務調査費交付金 2,520 2,520

議員用パソコン購入事業費 714 0

議会中継システム導入事業
費【新規】

1,494 0

【総務費】

国際交流経費 5,881 5,587

市バス運行業務委託料 7,302 7,302

職員研修経費 4,419 4,457

行政改革推進委員会経費 244 244

ふるさとまちづくり応援基
金積立金【新規】

1,000 0

ふるさと納税関係経費
【新規】

252 0

旅券事務費 236 241

本庁舎裏玄関自動ドア設置
事業費【新規】

3,885 0

公共施設水洗化事業費 6,000 4,000

公用地等購入費 99,332 34,700

本庁舎非常用照明改修事業
費【新規】

4,914 0

市民憲章制定４０周年記念
事業補助金【新規】

100 0

ペットボトルキャンドル
ナイト開催経費【新規】

159 0

移住促進経費 100 100

事業仕分け実施経費
【新規】

198 0

市民自治推進委員会経費
【新規】

637 0

北海道電子自治体共同シス
テム運用経費

3,078 3,552

10,000円×21名×12月

議場や委員会室で行われる本会議や委員会などの中継及び録画の映像
を配信する中継システムの導入経費。
・議会中継システム購入 総体事業費 14,170千円（北海道市町村備
荒資金組合活用）

市バス（２台）にかかる運行業務委託料

パスポートの申請受付及び交付事務を行うための経費

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

アフターサミットの取り組みとして行うペットボトルキャンド
ルナイト実施に係る経費

事務事業評価の外部評価として行う事業仕分け実施に係る経費

ふるさと納税制度による登別市への寄附金について積み立てを
行う。

ふるさと納税制度の周知を図るパンフレットの作成、並びに同
制度による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

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

登別市民憲章推進協議会が設立４０周年を迎え作成する記念誌
にかかる経費の一部を補助金により支援する。

事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

議会活動の市民周知を図るための経費

情報共有、ペーパーレス化を図るため、議員用パソコンを更新する。

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

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

市役所本庁舎裏玄関の改修及び自動ドアの設置

市役所本庁舎の非常用照明をバッテリー内蔵型の非常用照明器
具に改修する。

登別市土地開発公社所有地の買い取りを行う。
青葉町２番２外２筆　　 3,013㎡
新生町４丁目１２番５　330.59㎡

公共下水道供用開始地域にある公共施設の水洗化事業
（Ｈ21年度：芙蓉の家、登別児童館）

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

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



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

西いぶり広域連合共同電算
事業負担金

149,274 88,282

ＯＡ化推進経費 18,009 17,809

地域イントラネット維持
管理経費

26,801 34,303

地域情報センター運営管理
経費

6,737 7,645

行政情報化経費 10,715 13,835

財務会計システム経費 4,788 4,788

旬感！のぼりべつかわらば
ん
【明日のまちづくり事業費】

1,350 0

歩いてみませんか「わが家
の散歩道」
【明日のまちづくり事業費】

900 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

2,520 2,436

【民生費】

地域福祉活動促進事業
補助金

14,840 14,674

社会福祉事業推進補助金 10,619 10,761

社会福祉協議会創立５０周
年記念事業補助金【新規】

1,000 0

防犯灯設置事業補助金 4,900 5,000

生活交通路線維持対策事業
費補助金

6,730 5,936

町内会運営助成金 29,557 28,600

地域生活支援事業費 55,163 59,219

○日常生活用具給付費 12,927 14,616

○障害者自立更生促進助成
事業費

410 510

○総合相談支援事業費 15,265 15,333

○コミュニケーション支援
事業費

349 648

○移動支援事業費 2,000 1,924

○地域活動支援センター事
業費

20,436 20,436

○訪問入浴サービス事業費 581 581

○更生訓練費・施設入所者
就職支度金給付費

438 438

○社会参加事業費 198 1,248

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｡

更生訓練と施設入所者就職支度に係る給付費

訪問入浴サービスに係る給付費

点字・声の広報等の作成

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

事務用端末機器の運用に係る経費

イントラネットの維持管理に係る経費
・Ｌ３スイッチ購入　総体事業費　18,065千円（北海道市町村
備荒資金組合活用）

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。

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
・住基端末用パソコン購入　総体事業費　9,034千円（北海道
市町村備荒資金組合活用）

登別市地域情報センターの運営管理に係る経費

財務会計システムの維持管理に係る経費

コミュニティＦＭの放送番組購入及びホームページの更新

日常活用する散歩道の魅力ある景観等を、説明や写真を用いて
１枚のペーパーにまとめ、市民の健康維持活動の一助とする。

社会福祉協議会が行う次の事業に補助を行う。
　・地域福祉事業
　・ボランティアセンター事業
　・在宅福祉事業　　等

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。

日常生活用具と住宅改修に係る給付費

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。

外出時の介助を行うヘルパー派遣に係る給付費

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。

地域活動支援センターの運営に要する事業費、並びに地域共同
作業所（瑞樹）への運営補助金

地域福祉の一翼を担う社会福祉協議会が創立５０周年迎えて行
う記念事業に対し補助を行う。

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



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

○日中一時支援事業費 2,000 2,926

○社会参加等事業補助金 559 559

障害者自立支援給付費 592,119 598,153

○介護給付費・訓練等給付
費

518,282 520,658

○障害者補装具給付費 25,565 27,105

○自立支援医療費 48,022 49,890

○高額障害者福祉サービス
経費

250 500

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

122 542

成年後見制度利用支援事業
【新規】

444 0

重度障害者（児）福祉タク
シー関係経費

6,354 6,851

ひとり親家庭等医療費助成
経費

33,889 31,119

乳幼児等医療費助成経費 71,103 83,875

重度心身障害者医療費助成
経費

154,111 157,933

在宅高齢者保健福祉支援経
費

10,414 10,552

地域介護・福祉空間整備等
施設整備補助金【新規】

59,000 0

後期高齢者健康診査経費 5,793 2,674

後期高齢者保健事業費
【新規】

2,947 0

後期高齢者医療療養給付費
負担金

565,665 524,000

子育て支援センター運営経
費

604 962

登別子育て支援センター運
営管理委託料【新規】

7,873 0

仕事と家庭両立支援事業費 7,010 7,014

産後子育てママ派遣事業費 244 234

こどもショートステイ
事業費

384 384

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

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

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。

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。

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

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。

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。

介護療養病床から介護療養型老人保健施設への転換を図る登別
中央病院に対し、改修等にかかる費用の一部について、国の交
付金を活用し補助する。

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する。

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

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。

身体障害者及び障害児の更生医療に係る給付費

訪問系サービス（71人分）
日中活動系サービス（178人分）
居住系サービス（189人分）

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

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

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

日帰りショートステイ、障害児タイムケアに係る給付費

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

後期高齢者医療制度に要する費用の1/12に相当する額を負担す
る。

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



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

児童手当支給経費 336,616 347,300

児童扶養手当及び特別児童
扶養手当関係経費

306,750 308,411

母子家庭自立支援給付事業
費

1,361 1,836

保育所広域入所委託料 1,668 2,660

登別保育所運営管理業務委
託料

69,501 70,012

障害児保育実施経費 165 226

休日保育実施経費 229 292

一時保育委託料 2,700 2,700

放課後児童クラブ運営経費 3,680 3,810

生活保護扶助費 1,749,398 1,776,763

H21 H20 増減

生活扶助 506,469 503,028 3,441

（延人数） (8,970) (8,866) 104

住宅扶助 128,248 126,187 2,061

（延世帯） (5,760) (5,642) 118

教育扶助 5,641 9,051 △ 3,410

（延人数） (670) (1,188) △ 518

医療扶助 1,076,456 1,116,009 △ 39,553

（延人数） (18,485) (18,472) 13

その他 32,584 22,488 10,096

【衛生費】

家族ＤＥ食育　健康のぼり
べつ
【明日のまちづくり事業費】

1,840 0

母と子の健康づくり事業費 31,787 14,796

救急医療対策事業負担金 12,264 12,263

登別保育所における一時保育実施に係る委託料

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円、人）

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
を確保するための病院群輪番制運営事業等に対する負担金。
・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

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（５回から１４回へ拡大）
・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

※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）

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
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、父親と生計を同じく
していない児童の養育者に対し支給

登別保育所に係る運営業務委託料

市内全保育所における障害児の受入れに要する経費

子育て世代を対象に栄養･食への関心を持つ機会として事業を
実施し、食生活を見直し改善を図る。
・へるしー講座    ・スマートダイエット講座
・もぐもぐ食育広場　・健康通信きらり発行
・家族DE楽しい！食育フェスタinのぼりべつ

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



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

市立室蘭看護専門学院整備
費負担金【新規】

1,671 0

予防接種経費 68,103 66,051

健康増進事業費 27,882 28,309

墓地施設整備事業費 4,500 1,680

墓地管理システム更新事業
費【新規】

2,368 0

資源回収団体奨励金 5,670 5,700

ごみ袋管理経費 36,580 33,364

リサイクルまつり開催経費 59 74

不法投棄等防止経費 50 103

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

660,256 737,162

終処分場運営管理経費 45,553 46,141

し尿処理施設整備事業費 700 5,500

汚水処理施設共同整備事業
費負担金

165,000 1,080

【労働費】

登別市シルバー人材セン
ター補助金

9,500 9,500

高校生のための企業見学会
経費

110 135

雇用対策救援事業費 25,979 25,651

勤労者特別融資積立金 35,000 35,000

【農林水産業費】

市民農園経費 566 505

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

1,906 1,920

札内高原館運営管理経費 6,066 5,076

漁業専門員設置補助金 1,200 1,200

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。
50区画（１区画約49㎡）

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。

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・ミニ就労体験等を実施する。

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。

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。

家庭ごみの収集運搬業務を委託する｡

指定ごみ袋やごみ処理券の作成、管理等に要する経費

墓地管理システム更新に係る経費

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。

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）

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。
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。

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

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。

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。

運営管理経費
※Ｈ20はプラント監視制御システム更新を実施。

不法投棄防止看板などの設置経費

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

運営管理経費
（廃棄物管理型 終処分場及び千歳 終処分場）

富浦墓地通路改良工事
亀田霊園法面改良工事

市内医療機関における看護師の確保を図るため、市立室蘭看護
専門学院の定員拡大及び移転に伴う整備費用の一部を負担す
る。



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

【商工費】

産業クラスター構築支援事
業費

1,100 1,900

起業化支援事業費 6,075 6,075

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 8,000 8,000

登別商工会議所事業推進職
員設置補助金

1,539 1,615

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

25,000 25,000

いいモノ発見「のぼりべ
つ」
【明日のまちづくり事業費】

1,390 0

中央町２丁目買物駐車場整
備事業費【新規】

7,000 0

登別観光協会助成金 10,600 10,600

41,900 41,900

友好交流促進都市推進経費 622 622

【土木費】

のぼりべつ・クリーン＆フ
レッシュ事業費

359 450

道道倶多楽湖公園線（紅葉
谷工区）改良受託事業費

113,547 81,037

市道改良・舗装事業費 104,800 146,600

　融資利率　住宅改良　　　　　　　1.95％

地場の様々な産業を集積し、自立的発展を可能とする地域市場
を創出するため、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。

観光振興特別対策事業補助
金

　・環境整備事業　等

鷲別３０号線改良事業費
道路改良舗装　　　Ｌ＝191ｍ　Ｗ＝7.0ｍ+2.5ｍ
測量調査　一式　　用地買収　一式

　・まつりイベント事業

北海道から委託された道道倶多楽湖公園線（紅葉谷工区）の用
地買収にかかる経費

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。

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。

　・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＞

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。

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）

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。

市内の既存資源や商品、製品の洗い出しを行うとともに、新た
に開発された商品や製品とあわせ、「のぼりべつブランド」と
して推奨し、推奨マークを交付する。

　　　　　　バリアフリー改良　　　1.75％

　　　　　　新エネルギー関連改良　1.75％

中央町２丁目の市有地を北駅前通商店街利用者の買物客駐車場
として整備する。

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、研修事業等に対し補助を行う。

中小企業特別融資　　66,000千円
　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

商店街近代化融資
　店舗改造等資金
　商店街環境整備資金

（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。



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０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 53,000

わくわくドキドキ・かめだ
わんパーク
【明日のまちづくり事業費】

2,400 0

キウシト湿原緑地保全
事業費

30,100 56,100

亀田記念公園整備事業費 20,000 15,000

幌別鉄南地区海浜地緑化事
業費

2,400 0

地籍調査管理システム更新
事業費【新規】

1,952 0

市営住宅改善経費（高齢
者・身体障がい者施策）

600 2,250

住宅政策推進調査委託事業
費【新規】

5,000 0

市営住宅火災警報器設置事
業費

10,500 9,058

登別市耐震化促進計画策定
事業費【新規】

5,000 0

【消防費】

高規格救急自動車更新事業
費【新規】

29,600 0

救える命があります！
【明日のまちづくり事業費】

1,860 0

はしご付消防ポンプ自動車
整備事業費【新規】

9,745 0

【教育費】

スクールカウンセラー活動
経費

300 162

心の教室相談員活動経費 1,804 1,815

鷲別支署配置の高規格救急自動車を更新することにより、安全
で迅速な搬送体制や救急救命率の向上を図る。

　市民が集まる各種イベント等にＡＥＤ（自動体外式除細動
器）を貸出すとともに、救急救命講習を強化し、救命率の向上
を図る。また、安全で安心して暮らせるまちづくりに向け、住
宅用火災警報器の普及促進を図る。

改正耐震改修促進法の施行を受け、昭和56年以前に建設された
建築物の耐震化を図るため、住宅、共同住宅、その他建築物
（公共建築物含む）の現状を把握し耐震化に向けた取り組みや
方針を策定する。
・登別市耐震促進計画策定委託　一式

　市民及び消防隊員の安全確保と円滑な消防活動のため、はし
ご付消防ポンプ自動車のオーバーホールを実施する。
・はしご付消防ポンプ自動車整備備品購入　17,851千円（北海
道市町村備荒資金組合活用）
・整備委託料　9,450千円

全体計画区域　Ａ＝4.75ha
Ｈ21年度　敷地造成工　一式　　供給水施設設置工　一式
　　　　　園路工（木道、観察デッキ）　一式

カルルス路線外１改良事業費
橋梁補修（上部工）Ｌ＝13.6ｍ　Ｗ＝6.0ｍ
橋梁補修（護岸工）Ｌ＝11.2ｍ
法面補修（擁壁）一式　永久杭設置一式　実測実施設計一式

栄町２６号線改良事業費【新規】
道路改良（排水工）Ｌ＝122ｍ
実施設計　一式　　用地買収　一式

道路改良工事　１本　Ｌ＝100ｍ
道路舗装工事　５本　Ｌ＝899ｍ

東町３４号線改良事業費
道路改良舗装　　　Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝4.0ｍ～7.5ｍ+2.5ｍ
車道オーバーレイ　Ｌ＝40ｍ　 Ｗ＝9.0ｍ

市営住宅に火災警報器を設置する。
（平成21年度設置：370戸）

拠点校　-　西陵中、緑陽中

実施校　-　全中学校

まちづくりの一環としての住宅施策を実現するための計画（市
営住宅の建替等の整備計画を含む）を策定する。
・住宅政策推進調査委託　　一式

公園内で親子が自然の中で遊ぶとともに、室内でも作品作りな
どの事業が展開できるよう、レストハウス２階の改装を行う。

国道３６号（幌別バイパス）沿いに地元住民と協働でクロマツ
を植樹～５箇所に約３１０本植栽する。

駐車場工、照明施設工、サイン設置　一式

地籍管理システムの更新を行う。

市営住宅に入居している高齢者や身体に障がいのある方が暮ら
しやすいよう、日常生活の利便性に配慮した居住環境の改善を
図る。
・住戸内の床の段差解消、玄関・トイレ・浴室の手摺取付等



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

特色ある学校づくり推進経
費

4,322 4,516

小中学校情報教育推進事業
費

50,432 58,779

教職員住宅火災警報器設置
費【新規】

452 0

市民会館調光機器更新等事
業費【新規】

1,261 0

私立高等学校教育振興補助
金

3,233 4,500

小・中学校図書購入費 7,590 7,590

特 別 支 援 教 育 推 進 経 費
（小・中学校）

24,553 2,625

小学校便所洋式化事業費 42,000 42,500

小・中学校耐震診断等事業
費【新規】

10,290 0

西陵中学校グランドフェン
ス整備事業費【新規】

5,670 0

登別中学校受変電設備整備
事業費【新規】

5,500 0

要保護・準要保護児童生徒
就学援助費

73,195 69,534

特別支援教育就学奨励費 2,065 2,267

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団事業補助金

4,629 4,286

（財）登別市文化・スポー
ツ振興財団運営補助金

11,311 11,351

図書館図書購入費 11,720 11,720

放課後子ども教室推進経費 1,577 5,713

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 0

小学校　　対象人員　 34名　　 1,263千円
中学校　　対象人数　 16名　　 　802千円

教職員住宅に改正消防法で定められた住宅用火災警報器を設置
する。　　　○実施箇所　新生町教員住宅（24戸）

図書購入及び雑誌・新聞等購入費
（子どもわくわく文庫分3,000千円を含む）

大ホール及び中ホールの照明を管理する調光機器等を更新す
る。
・調光機器購入　総体事業費　58,868千円（北海道市町村備荒
資金組合活用）

（財）登別市文化・スポーツ振興財団の運営に対する補助金

各小学校の便所を洋式に改修するとともに、車椅子使用者用便
房を設置する。
　幌別・富岸・鷲別・幌別東・登別小学校

小学校図書購入費　　3,840千円
中学校図書購入費　　3,750千円

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。

中学校の受変電設備が老朽化しているため、改修を行う。
○実施校　　登別中学校

小学生（4～6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　　　　　　　　　10～12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

心身に障がいのある生徒の障害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 大限伸ばせるよう支
援する。
　支援員等８人→２３人

（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

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
険性が高い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　　鷲別小学校（屋体）・青葉小学校（屋体）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3,738千円
○実施校　　鷲別中学校（校舎、屋体）登別中学校（屋体）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,552千円

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

小学校　　対象人員　492名　　36,146千円
中学校　　対象人数　330名　　37,049千円

老朽化の著しいグランドフェンスの改善を図る。
○実施校　　西陵中学校

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13台
　学校図書館用13台、教員用280台、情報教育センター5台
　サーバー22台　　　　　　　　　　　　　合計　738台

○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



一般会計 （単位：千円）

平成２１年度 平成２０年度

事 業 費 事 業 費
事　　　　業　　　　名 事　　業　　概　　要

知里真志保生誕１００年記
念事業補助金【新規】

470 0

市民プールランニングマシ
ン更新事業費【新規】

41 0

【給与費】

職員給与費 3,973,986 4,312,529

【その他】

公共施設維持補修費 61,514 65,138 2,150 千円

1,000 千円

1,502 千円

8,000 千円

4,900 千円

3,700 千円

13,853 千円

11,259 千円

150 千円

2,000 千円

13,000 千円

市道常時補修費 68,500 68,660

79,000 85,791 17,100 千円

61,900 千円

（給与カットの内容）

　一般職：管理職▲ 6％、管理職以外▲ 5％

し尿処理施設

退職手当

　特別職 2名    一般職 397名

公民館

その他公共施設補修費

道営住宅

中学校

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

老朽化したランニングマシンを更新する（5台のうち2台を更
新）。
・ランニングマシン購入　総体事業費　2,457千円（北海道市
町村備荒資金組合活用）

本市出身の偉大な言語学者「知里真志保」氏の生誕100年を記
念し、その偉業をたたえ功績を広く周知する事業を行うウタリ
協会登別支部に対し補助を行う。

教職員住宅

嘱託手当：▲ 1.7％

職員等給与経費

　一般職：▲ 4.7％

　特別職：市　長▲20％、副市長▲15％、教育長▲12％

　特別職：市　長▲20％、副市長・教育長▲10％

給  　料


