
平成３1年度 十勝圏複合事務組合 歳入歳出予算・事業概要

○運転維持管理業務委託
（平成23～37年度）

○乾燥固化物処理

■ うめーるセンター美加登

○資源ごみの処理業務（分別・梱包等）の委託

○容器リサイクル協会拠出金の確保
⇒ 品質基準の維持のため、1名増員

■ 十勝リサイクルプラザ

し 尿 処 理 ［構成：19市町村］ ごみ処理 ［構成：13市町村（H31～）］

○運転管理業務

⇒  （平成30～34年度）

流域下水道施設業務委託と一体的に業務を委託

■ 汚水処理施設

衛生費

教育費

高等看護学院 ［構成：19市町村］

○地域保健医療の担い手となる看護師

の養成

〇創立５０周年記念事業の実施

■ 帯広高等看護学院

教育研修センター ［構成：19市町村］

○学校教育関係者の専門的な研修の場

の提供

■ 十勝教育研修センター

○運転管理業務

⇒  （平成30～34年度）

浄化槽汚泥等処理施設と一体的に業務を委託

○安全で安心な下水道処理

⇒ 計画的な修繕（1市3町下水道部署との連携による北海道への

更新整備要望）

○下水汚泥の緑農地還元の充実（堆肥舎の利用促進及び整備）

⇒ 岩内堆肥場の再整備 平成29～32年度（４ヵ年計画）

平成31年度 臭気抑制設備工事

■ 十勝川浄化センター

下 水 処 理 ［構成：4市町］

土木費

十勝ふるさと市町村圏基金事業 ［構成：19市町村］

○基金の運用益で地域の振興発展に結び付く

ソフト事業の実施

・花と緑のネットワーク促進事業

・十勝圏への移住促進事業

・ブロック別広域連携促進事業

・ふるさとの魅力発信事業 等

○十勝ふるさと市町村圏計画の策定

⇒ 平成31年度末で現計画の計画期間が終わる

ため、平成32年以降の計画策定

総務費

広域振興事業 ［構成：19市町村］

滞納整理事業 ［構成：19市町村］

○専門的で効率的な滞納整理の実施
⇒ 引受予定件数 422件（平成30年度 当初 引受予定件数426件）

滞納管理システム改修（元号改正）

平成31年度当初予算案総額・前年度対比

○施設廃止計画に基づく計画的な廃止

⇒ 計画的な施設の解体作業、法に基づく

廃止手続き、跡地利用についての検討等

■ 中島処理場

事業費：777,083千円

事業費（基金）： 15,500千円

○運転維持管理業務（基幹整備含む）委託
（平成23～37年度）

○収入の確保
⇒ 使用料・手数料の収納と有価物の売払

⇒ 肉骨粉処理収入の将来見通しに係る情報収集等

○焼却熱利用による発電事業
⇒ 余剰電力の売電（ 平成31年度 ミツウロコグリーンエネルギー㈱と契

約締パン

■ くりりんセンター

事業費：2,425,490千円

事業費：815,228千円

事業費：31,123千円

事業費：204,133千円

事業費：51,699千円

事業費：10,537千円

議会費 0.02

総務費 1.55

衛生費
65.65

土木費
17.95

教育費
2.25

公債費 5.21

職員費 7.36

予備費 0.01

分担金及び負担金
57.78使用料及び手数料

13.73

道支出金 0.00

財産収入
0.09

繰越金 2.18

諸収入 13.23

組合債 12.99

■一般会計・歳入の割合 [単位：%] ■一般会計・歳出の割合 [単位：%]

■一般会計・歳入 [単位：千円] ■一般会計・歳出 [単位：千円]

款 平成31年度 平成30年度 増減
分担金及び負担金 2,493,344 2,446,820 46,524

使用料及び手数料 592,327 561,305 31,022

道支出金 100 100 0

財産収入 3,876 553 3,323

繰入金 0 156,322 ▲ 156,322

繰越金 94,334 504,958 ▲ 410,624

諸収入 570,912 569,751 1,161

組合債 560,400 40,000 520,400

合　計 4,315,293 4,279,809 35,484

款 平成31年度 平成30年度 増減

議会費 1,109 1,123 ▲ 14

総務費 66,798 80,814 ▲ 14,016

衛生費 2,832,869 2,677,607 155,262

土木費 774,744 884,798 ▲ 110,054

教育費 97,091 91,782 5,309

公債費 224,944 219,509 5,435

職員費 317,438 323,876 ▲ 6,438

予備費 300 300 0

合　計 4,315,293 4,279,809 35,484

■余熱利用事業会計・歳入 [単位：千円]

■余熱利用事業会計・歳出 [単位：千円]

余熱利用事業会計を廃止し、

一般会計へ

構成市町村

からの分担

金57.78%

財産■十勝ふるさと市町村圏基金事業会計・歳入

[単位：千円]

■十勝ふるさと市町村圏基金事業会計・歳出

[単位：千円]

款 平成31年度 平成30年度 増減

財産収入 13,100 13,100 0

繰越金 2,400 450 1,950

合　計 15,500 13,550 1,950

款 平成31年度 平成30年度 増減

基金事業費 15,500 13,550 1,950

合　計 15,500 13,550 1,950

款 平成31年度 平成30年度 増減

事業収入 0 257,596 ▲ 257,596

繰越金 0 17,487 ▲ 17,487

諸収入 0 17,395 ▲ 17,395

合　計 0 292,478 ▲ 292,478

款 平成31年度 平成30年度 増減

余熱利用費 0 136,157 ▲ 136,157

諸支出金 0 156,321 ▲ 156,321

合　計 0 292,478 ▲ 292,478


