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○地域提案型雇用創造促進事業推進費補助金 事業費 3,955 千円 

・国の雇用対策である「地域提案型雇用創造促進事業」を受託する 

帯広地域雇用創出促進協議会に対する運営費補助（2年目） 

○若年者の就労支援対策 ４事業  事業費 計 13,196 千円 

・新卒者等就労促進支援事業、高校生職場体験学習等支援事業 

学卒未就職者等就労促進支援事業、就業体験事業 

○季節労働者の雇用対策事業 ８事業  事業費 計 40,500 千円 

・市有林除伐枝打業務、市有林上層木枝打業務、交差点人力整正作業、 

街路樹補植作業、街路樹支柱撤去・枯木処理業務、帯広の森間伐業務 

公園内木製遊具等防腐剤塗布業務、おびひろ動物園環境整備事業 

○公営住宅のストック改善事業  事業費 133,254 千円

○コミュニティ施設の整備    事業費 181,029 千円

○学校施設の計画的修繕・改修  事業費 112,278 千円

○児童福祉施設補修工事     事業費 112,171 千円

○墓地環境整備         事業費 114,500 千円

雇用対策 

平成１９年度予算において重視する５つの視点 

公共施設のストック活用 

 
地域経済の活性化 

総事業費 13,167,212 千円 
地域経済の自立と活性化 

国際交流の促進・交流人口の増大 
○ばんえい競馬帯広単独開催(新規)  事業費 11,578,753 千円 

・世界で唯一の形態である「ばんえい競馬」の帯広市単独開催 

開催日数 150日（通年） 

○馬産振興及び馬文化の継承(新規)  事業費 20,446 千円 

・リッキー号を嘱託職員採用し、ふれあい等を通じて馬の歴史と文化を学ぶため、

各種イベント、小中学校・保育所へ訪問 

・お祭りばんば、「ばん馬とふれあい」写生会・絵画展など各種イベントを実施 

○産学官連携の促進  事業費 929千円 

・大学等が持つ知的資源を活用し、新事業・新産業創出のためのリサーチ・アンド・

ビジネスパーク構想の策定 

○中小企業振興融資資金の充実  事業費 364,000 千円 

・小企業資金などの融資枠を510,000千円拡大 

○中心市街地活性化基本計画推進事業費補助金(新規)  事業費 3,050 千円 

・中心市街地活性化協議会が基本計画を推進していくための経費 

○職業能力開発センターの整備(新規)  ＜債務負担行為新規設定＞ 

・(職)帯広地方職業能力開発協会がH21年度建設する予定の 

「(仮称)帯広市職業能力開発センター」への基本設計補助など 

○十勝市場HP作成業務補助(新規)  事業費 800千円 

・十勝の物産紹介、販売のホームページ作成の支援 

○公共整備事業 ４事業  事業費 計 752,000 千円 

・特殊舗装工事、側溝整備工事、臨時地方道整備事業、雨水整備事業 

公共事業の確保 

○ラリージャパン支援歓迎実行委員会負担金  事業費 15,000 千円 

・歓迎イベント、セレモニアルスタートの開催支援等 

 期間 10月 26日～28日 

○(社)日本青年会議所第56回全国会員大会帯広開催補助金(新規)  事業費 20,000千円

 期間 9月 27日～30日 約 12,000人来帯 

○国際姉妹都市等の交流促進  事業費 4,993 千円 

・スワード市 ：高校生相互派遣 

・朝陽市   ：高校生相互派遣・植樹ボランティア交流活動支援 

・マディソン市：帯広・マディソン交流協会の活動支援 

        市長の帯広招聘 

○国際農業先進地実態調査・派遣事業(新規)  事業費 1,358 千円 

・農業者自らが先進事例等を調査し、長期的取り組みの方向性を 

検討・提案するための支援 

○観光情報誌「るるぶ」発刊(新規)  事業費 5,000 千円 

・観光客誘致のため観光情報誌「るるぶ」に帯広・十勝の特集を掲載 

☆こどもを乗せて歩くリッキー号☆
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○まちづくり基本条例の運用  事業費 500千円 

・「まちづくり基本条例」の市民周知 

○広聴の充実  事業費 610千円 

・「まちづくり懇談会」や「市長とふれあいトーク」など直接対話の推進 

市民協働による事業の展開 

情報の共有 

環境づくり 

○まち美化サポート事業  事業費 494千円 

・クリーンキャンバス２１やエコフレンズなど引き続き市民協働で推進 

○農地・水・環境保全向上対策(新規)  事業費 2,096 千円 

・農業の基盤となる農地・水・環境を保全するために取り組まれる地域共同活動への支援 

○(仮称)帯広市・川西村・大正村合併50周年記念事業(新規)  事業費 22,100 千円 

・旧川西村、旧大正村と帯広市の合併50周年記念事業を実施、地域が主体となる協働の 

事業支援を通じて地域の活性化を推進 

○市民協働の推進  事業費 3,409 千円 

・「市民提案型協働のまちづくり事業」の充実 

○まちなか歩行者天国実行委員会補助金(新規) 事業費 1,000 千円 

・6月から9月の毎週日曜日に西2条南8・9丁目で実施 

・事務局体制の強化、ＰＲ強化・管内の物産紹介等のための支援 

○(仮称)おびひろ救命アシスト事業(新規)  事業費 445千円 

・ＡＥＤの設置、心臓マッサージなどの応急処置ができる従業員が複数勤務しているなどの

要件を満たした施設に対し協力証を交付し、救命率の向上を図ると共に、応急手当に対する

 市民意識の向上、バイスタンダー養成の拡大を推進 

○学校図書館活性化支援事業の拡大  事業費 1,200 千円 

・地域住民による学校図書館ボランティアの活動を得て、学校での読書環境を充実 

○南商での地域と連携した教育推進  事業費 1,048 千円 

・地域人材を活用した外部講師やインターンシップなど地域と連携した教育の推進 

○市民協働による防災推進  事業費 590千円 

・地域防災訓練の実施 

○防犯活動の充実  事業費 7,553 千円 

・地域の自主防犯活動を支援 

○駅前交通広場照明改良事業(新規)  事業費 8,000 千円 

・現行の照明灯の照度アップを図る 

○子ども安全ネットワークの構築(新規)  事業費 5,239 千円 

・携帯電話のメールなどによる、保護者等への緊急を要する不審者情報等の配信 

○児童生徒の安全安心対策  事業費 2,050 千円 

・地域住民と連携し学校を核とした見守り隊を支援し、児童生徒の安全を確保 

○(仮称)生活安全条例制定に向けた取り組み(新規)  事業費 625千円 

○空港管理（警備員増）(新規)  事業費 1,864 千円 

○稲田小学校屋体改築工事  事業費 4,000 千円

○屋体耐震補強工事  事業費 84,000 千円 

・広野小、大正小、南町中 

○校舎耐震補強(新規)  事業費 12,000 千円 

・大正小実施設計 

地域防災・防犯の推進等 

災害への備え 学校施設の耐震化 

○耐震改修促進計画の策定（新規）事業費 10,060 千円 

・公共建築物・住宅等の耐震診断及び耐震改修の促進を 

 図るための計画を策定 

○公共施設建築保全システム構築  事業費 3,000 千円 

・計画的な維持管理と予防保全を行うためのシステム導入 

○(仮称)新南出張所建設事業  事業費 328,000 千円 

○防火水槽の整備  事業費 9,450 千円 

・帯広第四中学校に防火水槽を整備 

○緊急貯水槽整備  事業費 83,100 千円 

・若葉地区に緊急貯水槽を整備 

○生涯学習における人材の養成  事業費 380千円 

・多種多様な場面で生涯学習の推進が図られるよう企画から実施に至る場面で

コーディネートできる人材養成を拡充 

人材養成 

 
市民協働の推進 

総事業費 33,282 千円 

 
安全なまちづくりの推進 
総事業費 559,531 千円 
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○子ども議会の開催(新規) 

・まちづくりに関心を持つきっかけづくりのため一日市長、部・課長を経験し議会を開催 

○放課後子ども広場(新規)  事業費 633千円 

・帯広型の地域児童館として、学童保育と連携した放課後児童の安心安全対策をモデル実施

○子どもの居場所づくり事業  事業費 1,544 千円 

・小学校を核として地域ボランティアにより、児童と異世代地域住民とが交流する場を設置

○介助員の配置  事業費 41,817 千円 

・肢体不自由、車椅子利用児童生徒に対して介助員を配置 

○特殊学級の開設  事業費 4,000 千円 

・情緒学級を小学校5校、中学校1校、知的学級を小中各1校開設

○特別支援教育補助員の配置  事業費 28,974 千円 

・これまでの要支援学級補助員を特別支援教育補助員として拡充配置

子どもと地域社会の交流 

特別支援教育の推進 

子育て支援 

計画・ビジョン 公共施設等の整備 

学校教育 

○総合計画に基づく計画的・総合的な施策の推進  事業費 11,825 千円 

・次期総合計画の策定作業に着手 

○(仮称)帯広市中小企業振興協議会の設置(新規)  事業費 219千円 

・行政と中小企業団体が地域経済の現況や中小企業振興を通じた地域産業の 

振興方策について協議 

○(仮称)おびひろ・とかち創業・起業支援フェアの開催(新規)  事業費 556千円 

・創業・起業支援機関が一堂に会し、希望者等への情報提供・相談を行う総合的な 

支援事業として開催 

○(仮称)コンパクトで持続可能なまちづくりビジョンの策定(新規)  事業費 11,500 千円 

・これまで整備された社会資本を有効活用しながら、持続可能なまちづくりを進めるために 

 具体的なビジョンを策定 

○夢のある学校づくり支援事業  事業費 5,000 千円 

・創意工夫によって特色ある教育活動を行う取り組みに対しての支援 

○開かれた学校づくりの推進  事業費 1,927 千円 

・学校評議員制度などにより、地域と連携した学校づくりを推進 

○(仮称)帯広市学校教育振興計画の策定  事業費 1,000 千円 

・学校教育の目標と政策の基本方針を明らかにし、施策を推進するために計画を策定 

○教員リーダー養成「21世紀」塾(新規)  事業費 564千円 

・学校で軸となるような豊かな人間性をもった教師を養成 

○安全な農畜産物生産の推進  事業費 3,080 千円 

・食育推進計画に基づき、食育講座・地産地消・農業体験活動等を推進 

○食に関する指導の充実(新規)  事業費 1,000 千円 

・食を中心とした基本的生活習慣を定着させ、食事を通じて豊かな心を育成するための指導を充実 

食育の推進 

○産業間連携の推進(新規)  事業費 7,000 千円 

・地域産業の振興のため、産業振興ビジョンの策定 

・市内における地場産品加工工場の建設可能性について

調査を行う研究会への負担金 

○新たな一般廃棄物最終処分場の整備（環境複合） 事業費 1,115,493 千円 

○住宅地の整備（稲田川西・緑商第三地区）    事業費 1,097,400 千円 

○(仮称)新帯広の森スピードスケート場建設()    事業費 1,088,600 千円 

○市民ギャラリーの調査・検討(新規)()       事業費 1,000,100 千円 

○豊成小学校移転改築事業  ＜債務負担行為新規設定＞ 

 ・学校適正配置計画による平成24年度移転改築開校へ 

向けた、土地開発公社による学校用地の先行取得 

○介護老人保健施設整備事業(新規)  ＜債務負担行為新規設定＞ 

・介護老人保健施設整備を実施する法人への補助 

 100床 H20年 6月供用開始予定 

 
地域をあげた子どもの育成
総事業費 122,090 千円 

○先輩ママさん訪問員制度(新規)  事業費 8,465 千円 

・育児不安を軽減するため、先輩ママさんが新生児のいる家庭を訪問し地域での見守り体制を確立

○農村部子育て助っ人ファミリー事業(新規)  事業費 459千円 

・へき地保育所の延長保育の代替として、「互助制度」を純農村部の保育所を対象に導入 

○児童保育センターの新規開設(新規)  事業費 15,884 千円 

・川西児童保育センターの開設 

○特定不妊治療費助成事業の拡充  事業費 1,500 千円 

・一年度当り上限額を拡充 

○読書機会の充実  事業費 3,243 千円 

・絵本の読み聞かせ、調べ学習等、読書活動を支援 

○動物園でのソフト事業の展開  事業費 2,100 千円 

・動物園一日飼育体験、ふれあい教室等の実施 

○子育てグループ等の支援（動物園）  事業費 900千円 

・子育てグループ等が休憩場所、交流の場として利活用できるようこども会館を改修 

 
将来の発展の基盤づくり 
総事業費 2,232,693 千円 


