平成３０年度

補助⾦等交付⼀覧

（地域づくり総合交付⾦事業）
（⼗勝総合振興局地域創⽣部地域政策課）
補助事業等の名称

補助事業等の概要

⼈と⼈をつなぐ北海道⼗勝農 シンガポールにおける北海道⼗勝の⾷を通じたプロ
業と⾷の観光プロモーション モーションの経費について、予算の範囲内で補助す
事業

る。

台湾⼈から⾒た⽇勝半島の冬 台湾⼈を対象とした⽇勝半島への観光戦略調査に要
の観光戦略調査事業

する経費について、予算の範囲内で補助する。

⼗勝建設の歴史展(明治〜平
成)

【とかちの未来展

う・今⽇・明⽇】

きの

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成30年12⽉12⽇ 交付決定
⼗勝シンガポール友好協会
（帯広市）

700,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉2⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成30年12⽉13⽇ 交付決定

⽇⾼東部・⼗勝南部広域連携推
進協議会

1,500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（帯広市）
平成30年12⽉14⽇ 交付決定

「⼗勝建設の歴史展(明治〜平成)」の開催に要する

⼀般社団法⼈帯広建設業協会

経費について、予算の範囲内で補助する。

（帯広市）

400,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉17⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

更別村・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

更別村

100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉17⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 更別村・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

更別村

634,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成30年12⽉18⽇ 交付決定
TOKACHI ICE PARK

「TOKACHI ICE PARK」の開催に要する経費につい TOKACHI ICE PARK実⾏委員会
て、予算の範囲内で補助する。

（帯広市）

900,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成30年12⽉20⽇ 交付決定
開拓の歴史・⽂化体験事業

⼤樹町・開拓の歴史・⽂化体験事業の実施に要する
経費について、予算の範囲内で補助する。

⼤樹町

300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉20⽇ 交付決定
防災備蓄品整備事業

タイ・チェンマイ観光プロ
モーション事業

陸別町・防災備蓄品整備事業に要する経費につい
て、予算の範囲内で補助する。

陸別町

100,000円

平成30年12⽉20⽇ 交付決定

タイ・チェンマイ観光プロモーションに資する事業 タイ・チェンマイ観光プロモー
の実施に要する経費について、予算の範囲内で補助 ション2018実⾏委員会
する。

平成31年2⽉5⽇ 公表

300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（帯広市）
平成30年12⽉20⽇ 交付決定

台湾新⽵県⻘少年スポーツ交 台湾新⽵県⻘少年スポーツ交流に資する事業の実施 ⼗勝⽇台親善協会
流事業

に要する経費について、予算の範囲内で補助する。 （帯広市）

北⼗勝４町広域観光振興事業

北⼗勝４町広域観光振興に資する事業の実施に要す
る経費について、予算の範囲内で補助する。

1,800,000円

平成30年12⽉20⽇ 交付決定

北⼗勝４町広域観光振興連絡協
議会

平成31年2⽉5⽇ 公表

1,000,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（⾳更町）
平成30年12⽉20⽇ 交付決定

ＧＡＮＫＥ

ＦＥＳ２０１８

花と緑の街づくり運動2018

「ＧＡＮＫＥ

ＦＥＳ２０１８」の開催に要する経 GANKE FES 実⾏委員会

費について、予算の範囲内で補助する。

「花と緑の街づくり運動2018」の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

（新得町）

2,700,000円

平成30年12⽉21⽇ 交付決定

花と緑の街づくり運動2018推
進会議

平成31年2⽉5⽇ 公表

200,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（帯広市）
平成30年12⽉21⽇ 交付決定

『とかちを拓いた⼈々』出版 『とかちを拓いた⼈々』出版の事業の実施に要する とかち史談会
事業

経費について、予算の範囲内で補助する。

（帯広市）

600,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成30年12⽉25⽇ 交付決定
アート･⼯芸作家展

「アート・⼯芸作家展」の開催に要する経費につい アート・⼯芸作家展実⾏委員会
て、予算の範囲内で補助する。

（帯広市）

第8回畜⼤ふれあいフェス

「第8回畜⼤ふれあいフェスティバル」の開催に要

国⽴⼤学法⼈帯広畜産⼤学

ティバル

する経費について、予算の範囲内で補助する。

（帯広市）

1,700,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉25⽇ 交付決定
700,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉26⽇ 交付決定
災害⽤備蓄関係整備事業

⾳更町・災害⽤備蓄関係整備事業の実施に要する経
費について、予算の範囲内で補助する。

⾳更町

5,000,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉26⽇ 交付決定
⼩規模林道整備事業

陸別町・⼩規模林道整備事業の実施に要する経費に
ついて、予算の範囲内で補助する。

陸別町

12,397,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成30年12⽉27⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

⾳更町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⾳更町

370,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉2⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成30年12⽉27⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 ⾳更町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

⾳更町

1,155,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成30年12⽉27⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

陸別町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

陸別町

400,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成30年12⽉27⽇ 交付決定
屋内多⽬的運動施設整備事業

中札内村・屋内多⽬的運動施設整備に要する経費に
ついて、予算の範囲内で補助する。

中札内村

7,100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成30年12⽉27⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 中札内村・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施
事業

に要する経費について、予算の範囲内で補助する。

中札内村

500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
ナイタイ⾼原牧場レストハウ 上⼠幌町・ナイタイ⾼原牧場レストハウスの建設に
ス整備事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

上⼠幌町

38,500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

新得町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

新得町

210,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉2⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 新得町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

新得町

1,635,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉2⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

⼤樹町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⼤樹町

450,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
地域の⾷を核とした観光誘客 地域の⾷を核とした観光誘客の実施に要する経費に ⼗勝フェスタ実⾏委員会
事業

ついて、予算の範囲内で補助する。

（帯広市）

1,300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
フードバレーとかち⾷彩祭２ 「フードバレーとかち⾷彩祭２０１８」の開催に要 とかち⾷彩祭実⾏委員会
０１８開催事業

する経費について、予算の範囲内で補助する。

チーズ王国⼗勝の提唱とチー チーズ王国⼗勝の提唱とチーズ⽂化の普及に資する
ズ⽂化の普及事業

(⼗勝チー 事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で

ズ製造所マップ製作事業)

補助する。

（帯広市）

3,000,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉7⽇ 交付決定
⼗勝チーズの道 製作委員会
（帯広市）

500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年1⽉8⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

上⼠幌町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経
費について、予算の範囲内で補助する。

上⼠幌町

150,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

宇宙交流センターSORA
オープン記念イベント

⼤樹町・「宇宙交流センターSORA

平成31年1⽉8⽇ 交付決定

オープン記念

イベント」の開催に要する経費について、予算の範 ⼤樹町

100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

囲内で補助する。
平成31年1⽉8⽇ 交付決定

避難所機能確保促進事業

⼤樹町・避難所機能確保促進事業の実施に要する経
費について、予算の範囲内で補助する。

⼤樹町

1,100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年1⽉8⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 ⼤樹町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

⼤樹町

2,755,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

観光資源魅⼒向上事業

アライグマから⾷糧基地⼗勝
の農業を守るプロジェクト
第59回北海道⼈形劇フェス
ティバルonとかち（及び第40
回記念⼗勝⼈形劇フェスティ
バル）

宇宙のまちづくり推進事業

観光資源魅⼒向上に資する事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

平成31年1⽉8⽇ 交付決定

連続テレビ⼩説「なつぞら」応
援推進協議会

3,000,000円

平成31年1⽉8⽇ 交付決定

アライグマから⾷糧基地⼗勝の農業を守るプロジェ ⼀般社団法⼈北海道猟友会帯広
クトの実施に要する経費について、予算の範囲内で ⽀部
補助する。
「第59回北海道⼈形劇フェスティバルonとかち」の
開催に要する経費について、予算の範囲内で補助す
る。

北海道・⼗勝における宇宙への取り組みの推進を図
る経費について、予算の範囲内で補助する。

平成31年2⽉5⽇ 公表

（帯広市）

300,000円

（帯広市）

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年1⽉8⽇ 交付決定
⼗勝⼈形劇協議会
（帯広市）

800,000円

平成31年1⽉8⽇ 交付決定

宇宙のまちづくり推進事業実⾏
委員会
（⼤樹町）

平成31年2⽉5⽇ 公表

3,000,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

⾃給飼料向上対策飼料分析調
査

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

要

平成31年1⽉10⽇ 交付決定

帯広市・⾃給飼料向上対策に資する飼料分析調査事
業に要する経費について、予算の範囲内で補助す

摘

帯広市

1,700,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

る。
平成31年1⽉10⽇ 交付決定

エゾシカ緊急対策事業

帯広市・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

帯広市

200,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

福祉環境整備促進事業

平成31年1⽉11⽇ 交付決定

本別町・福祉環境整備促進事業・町道北⻄３条通り

町道北⻄３条通り歩道拡幅化 歩道拡幅化（バリアフリー）⼯事に要する経費につ 本別町
（バリアフリー）⼯事

972,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

いて、予算の範囲内で補助する。
平成31年1⽉11⽇ 交付決定

福祉振興・介護保険基盤整備 本別町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

本別町

431,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

ミュージカル「松浦武四郎 〜 「ミュージカル「松浦武四郎 〜カイ・⼤地との約
カイ・⼤地との約束」帯広公 束」帯広公演」の開催に要する経費について、予算
演

の範囲内で補助する。

わらび座ミュージカル「松浦武
四郎〜カイ・⼤地との約束〜」
帯広公演実⾏委員会

平成31年1⽉11⽇ 交付決定
1,300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（帯広市）
平成31年1⽉15⽇ 交付決定

⾮常⾷購⼊事業

池⽥町・⾮常⾷購⼊事業の実施に要する経費につい
て、予算の範囲内で補助する。

池⽥町

300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉15⽇ 交付決定
防災のしおり作成事業

池⽥町・防災のしおり作成事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

池⽥町

500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉15⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 豊頃町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

豊頃町

500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年1⽉15⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

浦幌町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

浦幌町

450,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年1⽉16⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

本別町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

本別町

120,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉17⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

池⽥町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⼥性と⼦供のキャリア教育事 ⼥性と⼦供のキャリア教育に資する事業の実施に要
業

する経費について、予算の範囲内で補助する。

「⼗勝イタリアーノマン

「⼗勝イタリアーノマンジャーレin東京」開催にお

ジャーレin東京」開催におけ

けるＰＲ事業に要する経費について、予算の範囲内

るＰＲ事業

で補助する。

池⽥町

1,140,000円

平成31年1⽉17⽇ 交付決定

⼗勝キャリアデザインネット
ワーク

平成31年2⽉5⽇ 公表

300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（帯広市）
平成31年1⽉18⽇ 交付決定
イタマン東京実⾏委員会
（⾳更町）

200,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉21⽇ 交付決定
常盤排⽔路改修事業

池⽥町・常盤排⽔路改修事業の実施に要する経費に
ついて、予算の範囲内で補助する。

池⽥町

2,494,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉21⽇ 交付決定
池⽥町移住体験住宅整備事業

池⽥町・池⽥町移住体験住宅整備に要する経費につ
いて、予算の範囲内で補助する。

池⽥町

600,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉21⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

豊頃町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

豊頃町

220,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年1⽉22⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 上⼠幌町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施
事業

に要する経費について、予算の範囲内で補助する。

⿅追町総合防災ハザードブッ
ク⼀式作成事業

上⼠幌町

1,342,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉22⽇ 交付決定

⿅追町・⿅追町総合防災ハザードブック⼀式作成の
実施に要する経費について、予算の範囲内で補助す ⿅追町

900,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

る。
平成31年1⽉22⽇ 交付決定

防災⽤備蓄品整備事業

⾜寄町開町１１０年記念

浦幌町・防災⽤備蓄品整備事業に要する経費につい
て、予算の範囲内で補助する。
北 ⾜寄町開町１１０年記念

北海道⽇本ハムファイ

海道⽇本ハムファイターズを ターズをパートナーとしたスポーツ振興及び⾜寄町
パートナーとしたスポーツ振 PRに資する事業の実施に要する経費について、予算
興・⾜寄町PR事業

の範囲内で補助する。

浦幌町

500,000円

平成31年1⽉23⽇ 交付決定

北海道⽇本ハムファイターズ協
定事業実⾏委員会

平成31年2⽉5⽇ 公表

1,100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

（⾜寄町）
平成31年1⽉24⽇ 交付決定

災害⽤備蓄品整備事業

幕別町・災害⽤備蓄品整備事業に要する経費につい
て、予算の範囲内で補助する。

幕別町

1,100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉24⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

幕別町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

幕別町

300,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉24⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 幕別町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

幕別町

5,929,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉24⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 池⽥町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

池⽥町

1,180,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年1⽉25⽇ 交付決定
防災備蓄品・備品購⼊事業

清⽔町・防災備蓄品・備品購⼊事業の実施に要する
経費について、予算の範囲内で補助する。

清⽔町

1,500,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年1⽉25⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

清⽔町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

清⽔町

80,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年1⽉25⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 清⽔町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

清⽔町

2,690,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

管内各企業で開発した新商品の販路拡⼤に資する事
新商品開発・販路拡⼤事業

業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補
助する。

平成31年1⽉30⽇ 交付決定
有限会社中⽥⾷品
（帯広市）

100,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年2⽉4⽇ 交付決定
⿅追町国際交流センター平成 ⿅追町・⿅追町国際交流センター平成館整備に要す
館整備事業

る経費について、予算の範囲内で補助する。

⿅追町

20,900,000円

平成31年2⽉5⽇ 公表

平成31年2⽉5⽇ 交付決定
清⽔町移住体験住宅改修事業

清⽔町・移住体験住宅改修事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

清⽔町

1,200,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉5⽇ 交付決定
防災備蓄計画等に基づく備蓄 広尾町・防災備蓄品・備品整備事業に要する経費に
品・備品購⼊事業

ついて、予算の範囲内で補助する。

広尾町

600,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年2⽉5⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

広尾町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

広尾町

600,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年2⽉5⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 広尾町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

広尾町

591,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

ひがし北海道空港連携海外観 ひがし北海道３空港が連携した海外観光客誘致に要
光客誘致事業

する経費について、予算の範囲内で補助する。

⼗勝芽室コーン炒飯地域活性 ⼗勝芽室コーン炒飯１０周年事業の実施に要する経
化協議会

平成30年度第47回北海道⺟⼦
寡婦福祉研修⼤会

費について、予算の範囲内で補助する。

平成31年2⽉5⽇ 交付決定

とかち観光誘致空港利⽤推進協
議会

900,000円

（帯広市）
平成31年2⽉5⽇ 交付決定

⼗勝芽室コーン炒飯地域活性化
協議会

400,000円

（芽室町）

の開催に要する経費について、予算の範囲内で補助 北海道⺟⼦寡婦福祉連合会

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年2⽉5⽇ 交付決定

「平成30年度第47回北海道⺟⼦寡婦福祉研修⼤会」 社会福祉法⼈
する。

平成31年4⽉2⽇ 公表

1,000,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

（札幌市）
平成31年2⽉5⽇ 交付決定

福祉振興・介護保険基盤整備 帯広市・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

帯広市

2,391,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

⾺鈴薯箱詰選別ライン導⼊事
業

平成31年2⽉6⽇ 交付決定

⾺鈴薯箱詰選別ライン導⼊事業に要する経費につい
て、芽室町が補助する場合の当該補助に要する経費 芽室町

10,200,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

について、予算の範囲内で補助する。
平成31年2⽉6⽇ 交付決定

備蓄品整備事業

芽室町・備蓄品購⼊事業に要する経費について、予
算の範囲内で補助する。

芽室町

3,100,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉6⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

芽室町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

芽室町

50,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年2⽉6⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 芽室町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

芽室町

1,337,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年2⽉7⽇ 交付決定
新⽥地区⼩規模⼟地改良事業

⼠幌町・新⽥地区⼩規模⼟地改良事業の実施に要す
る経費について、予算の範囲内で補助する。

⼠幌町

4,000,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉8⽇ 交付決定

⾖類⾃動包装ライン整備事業に要する経費につい
⾖類⾃動包装ライン整備事業 て、⼠幌町が補助する場合の当該補助に要する経費 ⼠幌町

13,600,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

について、予算の範囲内で補助する。

乳成分・体細胞数測定装置導
⼊事業

平成31年2⽉8⽇ 交付決定

乳成分・体細胞数測定装置導⼊事業に要する経費に
ついて、⼠幌町が補助する場合の当該補助に要する ⼠幌町

26,300,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

経費について、予算の範囲内で補助する。
平成31年2⽉8⽇ 交付決定

岩松養⿂施設整備事業

⿅追町・岩松養⿂施設整備事業の整備に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⿅追町

5,900,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉8⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

⿅追町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⿅追町

30,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉8⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 ⿅追町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

管内各企業で開発した新商品の販路拡⼤に資する事
新商品開発・販路拡⼤事業

業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補
助する。

⿅追町

1,441,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉13⽇ 交付決定
こばやしフーズ株式会社
（帯広市）

200,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

補助事業等の名称

補助事業等の概要
管内各企業で開発した新商品の販路拡⼤に資する事

新商品開発・販路拡⼤事業

業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補
助する。

防災備蓄計画等に基づく備蓄
品・備品購⼊事業

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

要

平成31年2⽉13⽇ 交付決定
渋⾕醸造株式会社
（本別町）

400,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉18⽇ 交付決定

豊頃町・防災備蓄計画に基づく備蓄品・備品購⼊事
業に要する経費について、予算の範囲内で補助す

摘

豊頃町

200,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

る。
平成31年2⽉18⽇ 交付決定

福祉振興・介護保険基盤整備 浦幌町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

国際農業機械展in帯広 実⾏委 国際農業機械展in帯広 会場環境整備事業に要する

浦幌町

1,005,000円

平成31年2⽉20⽇ 交付決定

国際農業機械展in帯広 実⾏委員
会

員会

経費について、予算の範囲内で補助する。

とかちの魅⼒とどけ隊プロ

とかちの魅⼒とどけ隊プロジェクトの実施に要する とかち魅⼒発信プロジェクト

ジェクト

経費について、予算の範囲内で補助する。

平成31年4⽉2⽇ 公表

3,000,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

（帯広市）
平成31年2⽉20⽇ 交付決定
（帯広市）

600,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉21⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 陸別町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

陸別町

500,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉21⽇ 交付決定
しゃっこいフェス雪上花⽕⼤ 「しゃっこいフェス雪上花⽕⼤会」の開催に要する 浦幌町観光協会
会事業

冬期観光ジュエリーアイス振
興事業

経費について、予算の範囲内で補助する。

（浦幌町）

1,100,000円

平成31年2⽉26⽇ 交付決定

冬季観光ジュエリーアイスの振興に資する事業の実
施に要する経費について、予算の範囲内で補助す
る。

平成31年4⽉2⽇ 公表

豊頃町

1,000,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

補助事業等の名称

北海道そば祭り（第１７回し
んとく新そば祭り）

補助事業等の概要
「北海道そば祭り（第１７回しんとく新そば祭
り）」の開催に要する経費について、予算の範囲内
で補助する。

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年2⽉26⽇ 交付決定
しんとく新そば祭り実⾏委員会
（新得町）

3,000,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉28⽇ 交付決定
災害備蓄品⽤物品事業

⼠幌町・災害備蓄⽤物品購⼊事業に要する経費につ
いて、予算の範囲内で補助する。

⼠幌町

500,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉28⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 ⼠幌町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

⼠幌町

1,002,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

平成31年2⽉28⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

⼠幌町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⼠幌町

80,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

⾁のまち・⼗勝清⽔町PR事業

北海道の観光施策に即した⼗
勝観光振興事業

新町温泉イチゴハウス増設等
事業

「⼗勝清⽔⾁・丼まつり」の開催に要する経費につ
いて、予算の範囲内で補助する。

北海道の観光施策に即した⼗勝観光振興に資する事
業の実施に要する経費について、予算の範囲内で補
助する。

平成31年2⽉28⽇ 交付決定

⼗勝清⽔⾁・丼まつり実⾏委員
会

900,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

（新得町）
平成31年3⽉6⽇ 交付決定
⼗勝観光連盟
（帯広市）

1,700,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年3⽉7⽇ 交付決定

新町温泉イチゴハウス増設等事業に要する経費につ
いて、⾜寄町が補助する場合の当該補助に要する経 ⾜寄町

16,900,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

費について、予算の範囲内で補助する。
平成31年3⽉7⽇ 交付決定

備蓄⾷糧・防災⽤資機材購⼊

⾜寄町・防災備蓄品・備品購⼊事業の実施に要する
経費について、予算の範囲内で補助する。

⾜寄町

400,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年3⽉7⽇ 交付決定
エゾシカ緊急対策事業

⾜寄町・エゾシカ緊急対策事業の実施に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

⾜寄町

450,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表
平成31年4⽉22⽇ 「補助⾦等の額」欄を修正

平成31年3⽉7⽇ 交付決定
福祉振興・介護保険基盤整備 ⾜寄町・福祉振興・介護保険基盤整備事業の実施に
事業

とかち帯広空港就航路線利⽤
促進事業

⼠幌町総合グラウンドパーク
ゴルフ場整備事業

要する経費について、予算の範囲内で補助する。

⾜寄町

1,284,000円

平成31年3⽉12⽇ 交付決定

とかち帯広空港の就航路線利⽤促進に資する事業の とかち観光誘致空港利⽤推進協
実施に要する経費について、予算の範囲内で補助す 議会
る。

平成31年4⽉2⽇ 公表

2,800,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

（帯広市）
平成31年3⽉12⽇ 交付決定

⼠幌町・⼠幌町総合グラウンドパークゴルフ場整備
事業に要する経費について、予算の範囲内で補助す ⼠幌町

19,400,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

る。
平成31年3⽉26⽇ 交付決定

H30災害⽤備蓄品の整備

帯広市・H30災害⽤備蓄品の整備の実施に要する経
費について、予算の範囲内で補助する。

帯広市

5,000,000円

帯広・⼗勝の地域特性を⽣かした 帯広・⼗勝の地域特性を⽣かした⼆⼑流アスリート

平成31年3⽉28⽇ 交付決定

⼆⼑流アスリート育成戦略/IIHF 育成戦略/IIHF⼥⼦U18アイスホッケー世界選⼿権

帯広アイスホッケー連盟

⼥⼦U18アイスホッケー世界選⼿ 帯広⼤会連携事業の実施に要する経費について、予

（帯広市）

権帯広⼤会連携事業

北海道胆振東部地震に伴う防
災備蓄品の購⼊事業

1,800,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

算の範囲内で補助する。

銀河の⾥ツリーフェスティバ 「銀河の⾥ツリーフェスティバル」の開催に要する
ル

平成31年4⽉2⽇ 公表

経費について、予算の範囲内で補助する。

平成31年3⽉29⽇ 交付決定

銀河の⾥ツリーフェスティバル
実⾏委員会

400,000円

（本別町）
平成31年3⽉29⽇ 交付決定

中札内村・北海道胆振東部地震に伴う防災備蓄品の
購⼊事業の実施に要する経費について、予算の範囲 中札内村
内で補助する。

平成31年4⽉2⽇ 公表

100,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

補助事業等の名称

補助事業等の概要

補助事業者等の名称

補助⾦等の額（円）

摘

要

平成31年3⽉29⽇ 交付決定
観光等の⾵評被害対策事業

北海道⼗勝フード＆ワイン
フェスティバル推進事業

観光等の⾵評被害対策事業の実施に要する経費につ ⾳更町⼗勝川温泉観光協会
いて、予算の範囲内で補助する。

（⾳更町）

300,000円

平成31年3⽉29⽇ 交付決定

「北海道⼗勝フード＆ワインフェスティバル」の開 北海道⼗勝フード＆ワインフェ
催に要する経費について、予算の範囲内で補助す

スティバル実⾏委員会

る。

（帯広市）

平成31年4⽉2⽇ 公表

1,700,000円

平成31年4⽉2⽇ 公表

