
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教育環境等の充実 
 

☆歯科衛生士科開設を支援       （10,000 千円） 

◎小中学校適正配置にかかる基本方針の策定（978 千円） 

☆こども学校応援地域基金の創設    （10,000 千円） 

◎特別支援学級の設置          （665 千円） 

◎特別支援教育補助員の増員      （4,159 千円） 

◎学校施設の整備          （252,047 千円） 

柏小学校トイレ改修、第四中学校のグラウンド整備、 

東小学校のボイラー改修、学校トイレの洋式化 

☆サピエ図書館サービスを開始         （1,359 千円） 

☆おびひろ動物園ゆめ基金の創設    （4,000 千円） 

◎新たな総合体育館の整備       （37,105 千円） 

ＰＦＩｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務、用地取得等 

少子化対策、子育て支援の充実 
 

総額 1,292,406 千円 総額 3,441,815 千円 

 

※1 事業費には 3月補正予算による繰越（予定）額を含む ※2 ☆新規事業、◎拡充・見直し事業 ※3 事業費は総額で示している ※4 太字・斜体は総合戦略事業を示している 

（平成 27年度総額 2,581,562千円）（一部再掲） 

☆保育所の育休退所制度を廃止    （8,810 千円） 

 ☆（仮称）第 2 緑ヶ丘児童保育センターの建設 

（125,034 千円） 

☆認定こども園等への給付を開始  （434,743 千円） 

◎へき地保育所の認可化の推進   （254,067 千円） 

☆未婚の母子・父子家庭に寡婦控除のみなし適用 

☆中学生に対するピロリ菌検査を開始  （1,524 千円） 

☆日本脳炎の予防接種を開始     （50,801 千円） 

◎特定不妊治療費の助成       （9,075 千円） 

◎子育て応援事業所促進奨励金の要件の見直し 

男性の育児休業取得を促進するため要件の緩和 （7,500 千円） 

・地域優良賃貸住宅の整備（子育て世帯）（27,000 千円） 

 

１.持続可能な地域経済をつくる 

～豊かな資源を活かした地域経済の活性化～ 

 

２.未来を拓くひとをつくる 
～地域を支える人材の育成～ 

 

3.安心できるまちをつくる 
～ひとにやさしく快適で安心できる暮らしの実現～ 

 

◎ものづくり総合支援補助金       （4,520 千円） 

事業化チャレンジ支援講座の新設等 

・フードバレーとかち構想推進事業  （23,529 千円） 

☆十勝・イノベーション・エコシステム 

起業家育成事業、事業創発プログラム、 

プロデューサー人材の招聘          （29,637 千円） 

◎とかち財団のコーディネート機能を強化 

（7,500 千円） 

 

商工業振興、イノベーション創発 
 

（平成 27年度総額 288,691千円） 

総額 7,153,205 千円 
（平成 27年度総額 6,687,715千円） 

◎手話言語条例の制定         （8,976 千円） 

記念講演会の開催、手話通訳者派遣手当を増額 

◎補聴器購入助成対象の拡大      （519 千円） 

障害者福祉 
 

◎新エネルギー導入促進補助金・貸付金 

ＨＥＭＳ導入費の補助等         （184,939 千円） 

☆PM2.5の測定            （424 千円） 

☆家庭から出る剪定枝の無料受入     （432千円） 

 

 

 

 

 

 

良好な環境の確保 
 

人材の育成・確保 
 ◎若者が牽引するしごとづくり・まちづくりの推進   

帯広畜産大学学生と地元企業との共同研究 

中心市街地における学生活動の展開         （6,000 千円） 

☆生活困窮者の就労に向けた支援    （3,748 千円） 

広域連携の推進 
 

・消防広域化の運用を開始     （1,621,631 千円） 

公共施設等の適切な管理 
 

・公共施設マネジメントを推進      （7,202 千円） 

 市民検討委員会の開催、計画の策定等 

◎コミュニティ施設等の耐震化       （32,052 千円） 

・道路ストックを点検             （9,000 千円） 

・橋りょう・公園・市営住宅・上下水道の長寿命化 

                  （1,005,702 千円） 

◎耐震改修促進計画の改定          （4,409 千円） 

 

 

 

防災・安全安心 
 

・地域防災の推進                 （3,020 千円） 

市町内会連合会への補助、災害用備蓄品の整備 

☆空家等対策を推進          （3,000 千円） 

総合相談窓口の設置、対策計画（案）の策定等 

☆消防・救急車両の更新          （6,085 千円） 

 水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車 

 （事業費は、とかち広域消防事務組合への分担金額。 

車両等価格は、総額 86,485千円） 

☆上下水道災害時支援協力員制度の創設  （156 千円） 

☆浸水シミュレーション       （23,000 千円） 

地域包括ケア・高齢者福祉 
 ◎高齢者の社会参加を促進      （205,615 千円） 

 高齢者おでかけサポートバス、(仮称)まちなか交流サロンの開設 

◎地域包括支援センターの運営   （163,103 千円） 

川北圏域にサテライトの開設等 

◎生活支援コーディネーターの配置  （5,696 千円） 

◎在宅医療・介護の連携を推進     （512 千円） 

 推進協議会の設立、多職種連携会議・研修会の開催等 

☆認知症初期集中支援、認知症カフェの開設 

（3,358 千円） 

☆潜在看護師の就職を支援       （246 千円） 

☆潜在介護士の就職を支援       （300 千円） 

・地域優良賃貸住宅の整備（高齢者世帯）（18,000 千円） 

年度当初からの一定程度の公共事業や雇用対策事業

（2,106,348 千円・一部再掲） 

・国の経済対策の活用    （841,257 千円） 

・規模に配慮した発注      （611,443 千円） 

・発注時期の配慮        （469,318 千円） 

・雇用の確保             （79,861 千円） 

・環境への配慮        （157,687 千円） 

景気対策事業 
 

観光振興・交流促進 
 

☆姉妹都市との周年記念事業      （8,425 千円） 

☆3 市連携による国際チャーター便誘致（6,000 千円） 

◎ファーム・サイクル・ヘルスケアツーリズム 

（6,000 千円） 

☆アウトドアブランド化調査、DMO 設立に向けた調査       

（10,000千円） 

☆企業人によるプロモーション等   （10,000千円） 

☆2017 冬季アジア大会の開催   （90,197 千円） 

☆空港ターミナルビル機能拡充を支援（503,240 千円） 

農業の振興・TPP対策 

◎十勝型 GAP の審査認証制度の整備  （4,000 千円） 

◎次世代農業の展開に資する資金制度の拡充 

（320,640 千円） 

☆農業用 GPS 基地局の整備        （4,500 千円） 

☆高付加価値作物の作付拡大を支援   （1,968 千円） 

☆加工用馬鈴薯選別貯蔵施設の整備 （620,735 千円） 

☆援農対策の推進、地域農業の魅力発信（4,500 千円） 

☆酪農ヘルパーの利用を支援     （3,000 千円） 

☆HACCP 導入事例集の作成     （2,359 千円） 

社会基盤の整備 
 ・個人番号カードの交付       （38,068 千円） 

・清流の里地区に福祉センターの建設（120,884 千円） 

・公園のバリアフリー化        （60,300 千円） 

・道路・公園・市営住宅・上下水道の整備 

（3,626,576 千円） 

 

まち・ひと・しごとの創生と 
好循環を目指す「地方創生」の推進 

主な総合戦略事業費  2,196,389 千円 

☆UIJ ターンを促進          （34,392 千円） 

・フードバレーとかち人材育成    （5,582 千円） 

◎若年者の離職防止・地元企業定着の支援 

                    （2,317 千円） 

☆地域を支える担い手育成講座の開催  （1,500 千円） 

平成２８年２月１６日 

報 道 発 表 用 資 料 ⑥ 


