
過去 十 勝 で 暮 ら し て い た 皆様へ

現在 十 勝 で 暮 ら し て い る 皆様へ

将来 十勝で暮らしてみたい 皆様へ

平成２８年５月

十 勝 町 村 会

問合せ先　　十勝町村会事務局
　　　　　　　　　住所　北海道帯広市東３条南３丁目　十勝合同庁舎　３階
　　　　　　　　　電話　０１５５－２３－６２０４　　Email　aap69842@hkg.odn.ne.jp

～”将来にわたって活力ある十勝”のため、私たちは全力で行動します～
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（単位：千円）

総合戦略における特徴的な施策

事業内容 交付額

帯広市

・十勝・イノベーション・エコシステム（創業・起業支援システム）の構築
・スポーツ合宿・大会やコンベンションの誘致、十勝版ＤＭＯを目指した取組
・観光拠点とかちむらを活かしたツアー造成、馬券購入・観光・物産等のワンストップで扱
う統合サイト開発
・帯広畜産大学と連携した、若者主体の仕事づくり・まちづくりや学生の地元定着

・プレミアム付商品券事業
・「ふるさと名物商品」販売促進事業
・ふるさと旅行券発行事業

309,000 121,761

【タイプⅠ】
・観光交流拠点機能強化と外国人観光客の
誘致（10,972千円：単独）
・ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事
業（3,000千円：釧路、網走と連携）

13,972 135,733

・十勝アウトドアブランディング事業
・十勝・イノベーション・エコシステム構築事業
・クリエイティブ人材移住促進事業
　(上記３事業は、全市町村で実施）
・ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事業

85,076 529,809

音更町

・高速道路など交通インフラや帯広市隣接といった強みを活かしたIC工業団地への企業
誘致、団地拡張
・帯広大谷短大社会福祉科介護福祉専攻への進学者を対象とした就学サポート（介護福
祉士育成支援事業）
・若者の出会いの場の創出など、関係機関と連携した若者交流支援事業や地域イベント
等を通じた交流促進

・プレミアム商品券発行事業
・子育て世帯応援商品券発行事業

93,255 47,892
【タイプⅡ】
・保育料軽減事業（低所得世帯等向）

10,000 57,892 ・十勝アクティブシニア移住交流促進事業 5,815 156,962

士幌町

・移転改築後の道の駅「ピア２１しほろ」へのチャレンジブースの設置、情報発信・交流機
能の強化
・農園付き別荘の整備による二地域居住の推進、士幌版ＣＣＲＣの調査研究
・子ども交流センターの整備：児童が安全安心に放課後を過ごし、多様な体験活動を行う
環境整備
・学童保育料の無料化、中学生までの医療費の全額助成

・プレミアム商品券発行事業 16,796 27,474 － － 27,474
・町立農業高校における農業先端技術とマーケティ
ング学習による魅力の向上と町の波及促進事業
・十勝アクティブシニア移住交流促進事業

19,480 63,750

上士幌町

・無料職業紹介所を開設し町内の雇用情報を広く発信、移住・定住対策へも活用
・高校生世代までの医療費の無償化、幼児・児童・生徒に係る教育費負担軽減
・重点道の駅「仮称バルーン」の整備により、観光情報、地域特産物販、移住定住、空き
家情報など情報拠点の一元化
・大都市高齢者の移住、地域社会との協働、健康でアクティブな生活の実現、地域包括ケ
アなど上士幌版CCRCの構築

・プレミアム商品券発行事業 13,791 28,694
【タイプⅡ】
・地方創生における小さな拠点（重点道の
駅）づくり事業

4,552 33,246
・生涯活躍のまち　上士幌創生包括プロジェクト事業
・都市と地方の交流・移住定住加速化事業 77,854 124,891

鹿追町

・産業研修受入の充実促進、農業への女性参画の促進、農業労働者の確保
・バイオガスプラントの余熱を利用したチョウザメ飼育、サツマイモ栽培、実証中の水素燃
料の利活用検討
・日本ジオパーク認定を受けたとかち鹿追ジオパークを活かした魅力発信・環境整備
・小中高一貫教育、自然体験留学制度など、教育面からも子育て世代等に選ばれるまち
づくり

・プレミアム商品券発行事業
・ふるさと商品券事業
・福祉灯油事業

15,111 26,123

【タイプⅡ】
・山村留学による移住者と地域住民との交
流促進事業
・東京都内（台東区）児童等受入交流事業
・賃貸住宅助成事業
・地域コーディネーター活用事業

10,000 36,123 ・十勝アクティブシニア移住交流促進事業 1,180 52,414

新得町

・研修農場の運営により農業の新規参入者・従業員などの即戦力となる人材を育成
・レディースファームスクールでの１年間の研修により女性の農業参入を支援
・実業団等の合宿誘致、全国・全道規模の大会誘致、スポーツ施設の整備
・町内事業所へのインターンシップ受入など大学との連携による新たな人の流れの創出

・プレミアム商品券発行事業
・出産祝金支給事業

17,631 30,228
【タイプⅠ】
・「田学（でんがく）連携」プロジェクト
 　(厚真町と連携）

8,700 38,928
・新得町ＤＭＯ観光推進事業
・「シェアリング北海道」プロジェクト 25,411 81,970

清水町

・新規開店者・空き店舗活用開店者支援事業における対象区域の拡充のほか、若者や
女性に限定した資金メニューの拡充
・日本学生支援機構奨学金を返済している町内在住者に対して返済額の一部を支援
・清水町奨学金貸付事業の拡充として、農業、商工業、医療業の従事者に適用している
償還免除規定を福祉職にも拡大
・町内の潜在的人材の掘り起こし、まちづくりを進めるリーダー人材の育成

・プレミアム付商品券発行事業
・地域住宅リフォーム・太陽光発電シス
テム導入奨励事業
・ふるさと名物応援事業
・タクシー乗車券助成事業
・紙おむつ購入助成事業

24,788 31,067 － － 31,067

・アグリ人材確保・育成総合事業
・地場資源を活かした情報発信拠点整備検討・実践
事業

28,436 84,291

芽室町

・農業残渣（長いものつるネット）のエネルギー資源への転換による新規雇用の創出
・就労継続支援Ａ型事業者の利用者及び障がい者一般企業就労の拡大
・町奨学金の貸与を受けた者が、町内事業所に就職した場合の償還免除を検討

・プレミアム商品券発行事業
・低所得者等向け商品・サービス購入
助成
・多子世帯支援
・町内消費喚起リフォーム奨励事業

40,936 29,796
【タイプⅡ】
ふるさと納税推進事業

10,000 39,796
・農福連携を活用した生涯活躍のまちづくり事業
・芽室町まちなか賑わい創出事業
・十勝アクティブシニア移住交流促進事業

64,348 145,080

中札内村

・ 「子育て楽校」の開設、子育て世代と子育て経験者との交流事業、父親クラブの設立
・移住促進奨励金の拡充、宅地分譲地造成事業の拡充、中札内スタイル住宅建設奨励
金
・サテライトオフィスの整備・誘致、まちなかにぎわい拠点づくり、新規開業者の招聘・開業
支援
・道央圏からの誘客事業の強化、大学との連携によるゼミ合宿等の誘致
・他の自治体や民間企業等と連携した音楽コンサートの開催、指導主事共同設置事業

・プレミアム商品券発行事業
・高齢者生活支援商品券発行事業

10,228 24,333 － － 24,333
・中札内村観光振興強化事業

19,958 54,519

更別村

・更別農業高校との連携による特産品開発、製造から販売までの実践を経験する場につ
いての調査検討
・ＩＣＴを活用した新たな形の就労に向けた取組の検討（テレワーク導入企業の誘致の検
討）
・子育て世代の経済的な負担の軽減、子育て応援（宣言制定・担当課設置・情報周知）の
取組

・プレミアム商品券発行事業 9,096 24,908

【タイプⅡ】
・住宅建設補助事業
・ふるさと創生事業（商店街活性化事業）
・地場産品販売支援事業（更農校との連携）
・予防接種支援事業
・更別村まち・ひと・しごとづくり講演会開催事業

10,000 34,908 （２次募集で１事業申請予定） 180 44,184

地　 方　 創　 生　 事　 業　 の　 概　 要（十勝総合振興局）

交付額計

地方創生先行型

市町村名 基  礎
交付額

交付金
合　計

地域消費喚起・生活支援型

交付額事 業 内 容

地方創生加速化交付金

事業内容 交付額
上乗せ交付
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総合戦略における特徴的な施策

事業内容 交付額

交付額計

地方創生先行型

市町村名 基  礎
交付額

交付金
合　計

地域消費喚起・生活支援型

交付額事 業 内 容

地方創生加速化交付金

事業内容 交付額
上乗せ交付

大樹町

・都市の若者を農業の担い手として確保する施策（若手芸術家を酪農ヘルパーとして受
入れ）の構築
・航空宇宙関連実験の誘致・支援の強化、関連研究機関の立地と関係者の定住化、関連
産業の振興と施設整備
・テレワークやスモールオフィス・チャレンジショップ等の開設、地域おこし協力隊の定住・
移住、子ども交流事業のパッケージ化など新たなビジネスチャンスを創造

・プレミアム付商品券発行事業
・低所得者等向け灯油等購入助成事業

16,226 30,930 － － 30,930
・若手芸術家を酪農地帯でインキュベーションする協
働プログラムモデル事業 9,110 56,266

広尾町

・港湾関連企業の誘致、定期航路開設に向けた取組、クルーズ船・官庁船の入港促進
・農山漁村ホームステイ受入協議会による受入体制の強化、地域おこし協力隊員による
コーディネート
・広尾版コンシェルジュの育成、まちづくりリーダーの育成を進めるほか、集いの場の整備
・広尾高校の活性化に向け、進学コースや職業科の開設要請、予備校とのタイアップ、
サーフィン部創設支援

・プレミアム付商品券発行事業
21,650 33,653 － － 33,653

・子ども農山漁村交流から始める「まち・ひとづくり」
59,595 114,898

幕別町

・クラウドファンディング（ＣＦ）の活用の検討
・修学旅行生を対象とした体験型の農家民泊の受入など交流人口の増加
・住民活動への参加の促進として大学と連携したまちの賑わいづくり事業の検討

・プレミアム商品券発行事業
・子育て世帯支援事業
・誘客促進事業

63,490 32,786 － － 32,786
・図書館を核とした活字と笑いで活気あるまちづくり
事業 7,852 104,128

池田町

・ブドウ栽培の普及及び原料ブドウの確保、ワイン製造の充実、販売の促進など
・インバウンド対策の充実、道の駅の整備検討、観光ホスピタリティ研修会の開催など
・結婚支援として個々の生活環境に応じた情報提供、若者の人生設計を考える場の提供
（結婚観、子育て等）

・プレミアム商品券発行事業
・出産祝い商品券交付事業
・育児支援商品券交付事業

19,948 32,910 － － 32,910
・ワインのまち・いけだ推進プロジェクト
・ＩＣＴ高度活用によるインバウンド受入基盤強化事業
・十勝アクティブシニア移住交流促進事業

38,870 91,728

豊頃町

・産官共同で６次産業化を推進する組織の創設
・豊頃町しごとバンク制度：町内の最新の雇用情報を移住者や定年退職者、育児後の再
就労希望者へ提供
・休日保育、夜間保育、病児保育といった保育環境の整備、育児ボランティア制度の創設
・町民の結婚の仲介役（登録制）への研修・活動支援、マッチングイベントの開催などへの
助成

・プレミアム商品券発行事業
9,433 27,591 － － 27,591

・若者の活力を活かした総合プロモーション事業
・「報徳」で繋がる自治体ネットワークを活用した「互
産互生（消）」拡大プロジェクト

21,524 58,548

本別町

・福祉と農業を結び付け、障がいのある方々の雇用を創出（農福連携雇用創出事業）
・町内における求人情報の収集・提供、多様な就労希望者のニーズへの対応（求人情報
提供システムの構築）
・地域で学校を支援する仕組みづくり、子どもたちの学びや成長に対する支援（ほんべつ
学びの日の推進）

・プレミアム商品券発行事業
・ふるさと特産品販売事業

21,662 34,705
【タイプⅡ】
・住まいの環境整備促進事業

10,000 44,705

・道の駅を核とした“（仮称）銀河の里DMO”観光地域
づくり連携事業
・圏域版移住アドバイザーを活用した“とかち東北
部”移住促進事業

61,234 127,601

足寄町

・後継者不在農業者と新規就農希望者等のマッチング、新規就農希望者の住まい・研修
センターを整備
・保育料完全無償化事業、学校給食費無償化事業、（仮称）子育て安心基金創設
・足寄高校生を対象とした公営塾の開設、町外入学者受入のための寮等の整備の検討
・空き家実態調査、空き家・空き地のデータベース化

・プレミアム商品券発行事業
・高齢者向け灯油等購入助成

21,207 34,332
【タイプⅡ】
・保育料完全無償化事業

10,000 44,332

・農業人材移住就業サポート・地域ブランド化調査研
究事業
・道の駅を核とした“（仮称）銀河の里DMO”観光地域
づくり連携事業
・圏域版移住アドバイザーを活用した“とかち東北
部”移住促進事業

79,936 145,475

陸別町

・起業や既存事業所の新規事業への取組、本町にない新しい事業への参入を支援
・地元の農畜産物や乳製品、林産物を活用した加工品やしばれ・星空が持つ魅力のブラ
ンド化
・移住窓口ワンストップ事業のほか、移住体験希望者向けの意見交換会や職業体験など
のシステムづくり
・りくべつ宇宙地球科学館を核とした大学や研究機関等との連携事業の充実

・プレミアム付き商品券発行事業 7,708 24,139

【タイプⅡ】
・ふるさと雇用対策事業
・太陽光発電施設設置助成事業
・妊婦健診交通費助成事業

7,116 31,255

・道の駅を核とした“（仮称）銀河の里DMO”観光地域
づくり連携事業
・圏域版移住アドバイザーを活用した“とかち東北
部”移住促進事業

31,630 70,593

浦幌町

・新事業創出・育成支援組織構築事業（地域滞在型人材研修）：若者が地域と関わりなが
ら学び挑戦する場の設置
・うらほろスタイル推進事業：大学生や高校生の民泊受入による交流人口拡大、うらほろ
スタイルの教育の推進

・プレミアム商品券発行事業
・子育て応援券支給事業

15,528 34,097 － － 34,097
・うらほろスタイル発展事業（ふるさと地域商社機能・
サテライトオフィス） 56,852 106,477

合　計 747,484 677,419 94,340 771,759 ※交付額は全市町村で実施する3事業分を含めて計上 694,341 2,213,584
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