
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○通常の公共事業（一部繰越） 事業費 3,991,527 千円 

雇用対策 

公共事業の確保～公共事業緊急３ヵ年集中投資プラン～ 
 

地域産業の活性化 

 

 

 

必要性の高い事業の前倒し、拡充により一定の公共事業量の確保を図る 

・期間：平成 20～22 年度の３ヵ年 

・対象事業（2１年度） 

公共施設耐震化：若葉小、啓西小（調査設計）、一中（調査設計） 

公共施設延命化：コミュニティ施設、学校環境整備・リニューアル整備、 

学校給食共同調理場、社会教育・体育施設整備 

生活基盤整備：道路・街路整備、特殊舗装、下水道整備（雨水） 

※一部事業については、ゼロ市債・繰越明許により発注前倒し 

○公共事業緊急３ヵ年集中投資プラン（一部繰越） 

 事業費 1,391,350 千円 

総事業費 2,070,234 千円  

○妊婦健康診査（拡充） 事業費 118,870 千円 
・現行 5 回から 14 回に拡大 

○幼稚園就園奨励費補助（拡充） 事業費 138,594 千円 

○特別保育事業（拡充） 事業費 572,615 千円 
・日赤東保育所での乳児保育の拡大、延長保育の開始、乳児一時保育の実施 

・障害児及び要支援児に対応した体制の整備 

・すいせい保育所の前延長への補助 

・病後児保育の見直し 

 

子育て支援 

○大規模児童保育センターの分割 事業費 15,191 千円 

○児童保育センター待機児童対策（分室設置） 

 事業費 48,108 千円 

・若葉（新設）、柏林台（移転）、豊成（新設）、緑丘（継続）、稲田（継続） 

○早期療育体制の拡充 事業費 5,675 千円 
・養育に不安のある親子を、あそびの広場などで受入 

○子どもの居場所づくり事業（拡充） 事業費 5,944 千円 

・新規 2 校 

 

総事業費 19,713,888 千円  

．活力あふれるたくましい地域経済の構築 

 ２ 

学校環境・教育 

○学校給食費の改定（新規） 事業費 701,830 千円

・小学生 195 円→224 円   ・中学生 246 円→278 円 

○小中学校の適正規模・適正配置 事業費 344,217 千円

・豊成小：移転改築（調査設計） ・三中：校舎改修 

○特別支援学級の設置（拡充） 事業費 2,100 千円

・小学校：2 校   ・中学校：１校 

○地上デジタル放送対応テレビの整備（新規）（繰越） 

 事業費 29,600 千円

○学校図書の充実（拡充）（一部繰越） 事業費 16,560 千円

○劇団四季鑑賞事業（新規） 事業費 1,539 千円

○帯広の森屋内スピードスケート場授業開放（新規） 

 事業費 9,785 千円

 

通常の公共事業

3.4億円

7.8億円

13.9億円

16.2億円

H19

H22

H21

H20

　公共事業緊急３ヵ年
　　　　　集中投資プラン（H20～H22）

１ 
○道営草地整備(新規)  事業費 11,768 千円 

・酪農家及び八千代牧場の草地整備を実施し、飼料自給率を向上 

○道営畑地帯総合整備事業  事業費 92,985 千円 
 

○黒毛和牛生産振興対策 事業費 2,762 千円             

・黒毛和牛の生産振興を図り、経営の多様化を促進 

 

○産業間連携事業 事業費 1,552 千円             

・農商工連携を促進するため、セミナーを開催 

・地元産小麦の付加価値向上に向けた試作品づくり等を支援 

○帯広リサーチ＆ビジネスパーク構想の推進（新規） 
 事業費 3,000 千円 

○ものづくり総合支援補助金 事業費 6,000 千円 

○農業体験・研修施設整備事業補助（新規) 
  事業費 15,000 千円 

○家畜伝染病互助基金補助（新規)  
 事業費 1,000 千円 

○ばんえい競馬の開催 事業費 11,727,262 千円 

．子どもたちをすこやかに育む社会づくり 

○帯広の森屋内スピードスケート場整備事業 
 事業費 2,223,995 千円 

○（仮称）帯広の森市民活動センター整備事業 
 事業費 159,130 千円 

 ○母子家庭高等技能訓練促進事業（拡充） 事業費 6,898 千円 

○（仮称）人材確保・マッチング事業（新規） 事業費 4,045 千円 

・優秀な求職者のデータを登録し、企業に人材情報を提供 

○地域提案型雇用創造推進費補助金 事業費 3,955 千円 

・農業や農産物など地域資源を生かし、雇用機会創出、能力開発、情報提供、

相談事業などを展開 

○季節労働者・離職者等の雇用対策事業 事業費 71,659 千円 

 

○栄・南保育所の民間移管 事業費 39,134 千円 

○農村部児童保育センター開設（新規） 事業費 20,472 千円 

・愛国・清川地区 

・道路整備 

特殊舗装工事、側溝整備、生活道路整備、道路新設改良 等 

・区画整理事業 

稲田・川西地区新市街地開発事業 

・公園整備 

帯広の森、サケのふる里公園整備等 

・コミュニティ施設の整備 

（仮称）西地区福祉センター 

・公営住宅建替事業 

・学校施設等の耐震化(再掲) 

・公共下水道整備事業 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境保全対策の情報発信（新規） 事業費 500 千円  

○活力ある学校づくり支援事業（新規） 事業費 10,000 千円 

・豊かな学びや環境教育を支援し、信頼される学校づくりを推進 

○環境教育に関する研究（新規） 事業費 650 千円 

災害への備え ○学校施設耐震化・改築（一部繰越） 事業費 841,571 千円 

・体育館：若葉小（再掲）、啓西小（再掲）、大空小、一中（再掲）、大空中 

・校舎：三中（再掲）  ・校舎・体育館：栄小（基本設計） 

○学校校舎耐震診断（繰越） 事業費 42,332 千円 

○児童会館耐震診断（新規） 事業費 4,600 千円 

○稲田浄水場耐震化・劣化改修 事業費 164,833 千円 

○終末処理場耐震化 事業費 51,000 千円 

効率的なエネルギー利用 

耐震化 

○木質ペレットストーブ導入促進（新規・拡充） 

 事業費 9,940 千円 

○住宅用太陽光発電システム導入促進（新規・拡充） 

 事業費 117,915 千円 

○新エネルギー事業調査（新規） 事業費 2,000 千円 

○国内クレジット制度排出削減事業（新規） 

 事業費 350 千円 

○（仮称）帯広の森ペレット工房整備（再掲） 

 事業費 23,000 千円 

 

○自立支援法円滑移行特別対策 事業費 36,384 千円 

・利用者負担軽減・事業所支援の継続 

○高齢者・障害者に対する交通費助成（拡充） 

 事業費 124,975 千円 

○介護報酬改定と保険料負担の軽減 事業費 140,048 千円 

○大腸がん検診機会（拡充） 事業費 14,209 千円 

○ＤＶ防止講演会（新規） 事業費 236 千円 

 

保健・福祉・人権 

総事業費 2,958,765 千円  

 ．安全で安心して暮らせるまちづくり 

生活基盤整備 

○農村地域ブロードバンド化（繰越） 事業費 4,750 千円 

○公園遊具の点検・整備 事業費 1,440 千円 

○空港滑走路誘導灯の灯火高質化 事業費 5,618 千円 

○水道配水管整備事業等 事業費 835,799 千円 

○公共下水道整備事業 事業費 92,900 千円 

○終末処理場施設改修 事業費 227,000 千円 

 

環境教育 

総事業費  599,944 千円  

 ．環境への負荷の少ない地域づくり ４ 

○道路照明灯省エネルギー化事業（新規） 事業費 54,000 千円 

○自転車道ネットワーク計画の策定（新規） 事業費 3,748 千円 

○都市計画道路の見直し 事業費 2,493 千円 

○室内空間熱環境検証業務委託（新規） 事業費 5,840 千円 

・屋内 SS 場の室内空間データを収集し、温度分布や空調機能を検証 

○良質堆肥生産振興対策 事業費 785 千円 

・低コストで良質な堆肥生産に向け、実証試験及び施用調査を実施 

○農地･水・環境保全向上対策 事業費 12,568 千円 

・化学肥料や化学合成農薬の大幅低減に取り組む営農活動を支援 

・農地・水・環境保全に取り組む地域共同活動を支援 

○国際姉妹都市との環境協力・連携調査（新規） 

 事業費 640 千円 

○環境モデル都市推進費 事業費 3,317 千円 

○第４回アジア太平洋農業・環境教育研究大会（新規） 

 事業費 500 千円 

○大分みどりの親善交流（新規） 事業費 1,698 千円 

○合流式下水道改善事業 事業費 350,000 千円 

環境意識の醸成 

交通安全 

○交通安全指導・広報車及び交通安全教室資機材の整備 

（新規）（繰越） 事業費 10,000 千円 

○除雪車両の整備（一部繰越） 事業費 77,200 千円 

○地域防災無線デジタル化 事業費 7,350 千円 

○洪水ハザードマップの作成 事業費 3,000 千円 

○消防車両・救急車両の整備（繰越） 

 事業費 125,000 千円 

○防火水槽の設置 事業費 9,450 千円 

○緊急貯水槽整備 事業費 104,300 千円 

○水道業務無線機器整備 事業費 7,000 千円 

○下水道ＧＩＳシステム整備 事業費 27,770 千円 

 

３ 

新エネルギーの活用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市街地再開発事業（新規） 事業費 48,276 千円 

○低・未利用地の利用促進（新規） 事業費 20,000 千円 

・民間による宅地開発を支援 

○住宅サポート事業（新規） 事業費 140 千円 

・民間住宅のストック活用に向けた調査・検討 

○公営住宅建替事業（再掲） 事業費 197,935 千円 

○稲田・川西地区新市街地開発事業（再掲） 

 事業費 886,136 千円 

 

○平原まつり阿波おどり大会（新規） 事業費 900 千円 

○集客交流地域活性化推進事業（新規） 事業費 5,000 千円 

・道東地区を中心に道内からの集客事業に対する補助 

○プレミアム付商品券事業（新規）（繰越）   事業費 30,000 千円 

○大分みどりの親善交流（再掲） 事業費 1,698 千円 

○ばんえい競馬の開催（再掲） 事業費 11,727,262 千円 

○移住の促進（新規） 事業費 195 千円 

・リーフレットの配布、北海道移住促進協議会を通じ、全国への情報発信 

○環境モデル都市推進費（再掲） 事業費 3,317 千円 

○新エネルギー事業調査（再掲） 事業費 2,000 千円 

○木質ペレットストーブ導入促進（再掲） 事業費 9,940 千円 

○住宅用太陽光発電システム導入促進（再掲） 

 事業費 117,915 千円 

○自転車道ネットワーク計画の策定（再掲）  事業費 3,748 千円 

 

総事業費 14,134,912 千円  

 ．人口の減少を抑制する魅力あるまちづくり 

子どもたちの成長を支え合うまちづくり 

快適で住みよいまちづくり 

○幼稚園就園奨励費補助（再掲） 事業費 138,594 千円 

○子どもの居場所づくり事業（再掲） 事業費 5,944 千円 

○妊婦健康診査の拡大（再掲） 事業費 118,870 千円 

 

○農村部児童保育センター開設（再掲） 事業費 20,472 千円 

○大規模児童保育センターの分割（再掲） 

 事業費 15,191 千円 

○児童保育センター待機児童対策（分室設置）（再掲） 

 事業費 48,108 千円 

○栄・南保育所の民間移管（再掲） 事業費 39,134 千円 

○特別保育事業（再掲） 事業費 572,615 千円 
 

○（仮称）人材確保・マッチング事業（再掲） 

 事業費 4,045 千円 

○地域提案型雇用創造推進費補助金（再掲） 

 事業費 3,955 千円 

○道営草地整備（再掲） 事業費 11,768 千円 

○黒毛和牛生産振興対策（再掲） 事業費 2,762 千円 

○農業体験・研修施設整備事業補助（再掲） 
  事業費 15,000 千円 

○家畜伝染病互助基金補助（再掲） 
 事業費 1,000 千円 

○産業間連携事業（再掲） 事業費 1,552 千円 

○帯広リサーチ＆ビジネスパーク構想の推進（再掲） 
 事業費 3,000 千円 

○企業立地の促進 事業費 4,247 千円 

・企業立地促進法に基づく条例改正、企業立地活動 

○ものづくり総合支援補助金（再掲） 事業費 6,000 千円 

 

○ふるさと公演（新規） 事業費 1,000 千円

・国内外で活動している地元出身の芸術家に、発表する場・機会を提供 

○ねんりんピック北海道・札幌 2009 事業費 10,000 千円

○（仮称）ロシアのアイヌコレクション展（新規） 

 事業費 1,238 千円

○動物園正門整備（新規） 事業費 31,255 千円

○スピードスケート国際大会（新規） 事業費 21,900 千円

・世界オールラウンドスピードスケート選手権大会アジア地区予選会兼

アジアスピードスケート距離別選手権大会 

・世界スプリントスピードスケート選手権大会 

○恋人の聖地の整備・活用（新規） 事業費 2,800 千円

・幸福駅：セレモニー広場の整備、利活用計画策定 

・愛国駅：恋人の聖地誕生祭 
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にぎわいのあるまちづくり・地球環境に貢献するまちづくり 
力強い産業が育つまちづくり 


