
夢基金事業補助金認定申請及び認定状況一覧
令和2年8月18日 現在 認定事業数 47件

総交付額 35,331,347円

事業年度 事業名 事業区分 事業概要 事業費 補助交付額
H6 人参の健康食品開発 産業の振興 新得産規格外人参を利用、商品

化
委託により試作品の作成・品質・
試験・分析・特許取得で商品化

1,862,565 1,000,000

H6 いきいき健康クラブによ
る地域活性化事業

地域活性化 ビデオ学習用教材の整備
テレビ・ビデオ・カラオケの購入

604,692 480,000

H6 農村ホリデーMTBコー
ス案内板設置事業

地域おこし
地域活性化

交流施設等の案内板設置
　町内３８箇所

679,800 453,200

H6 木造住宅建築部材とし
てのカラマツ材乾燥の
研究

産業の振興 カラマツ材の住宅部材としての可
能性を探り、カラマツ集成材の道
を開く。カラマツ材の高付加価値
化により産業の振興を図る。

858,300 572,200

H6 サイクリング運動友の
会（３輪自転車の整備）

地域活性化 安全性の高い３輪自転車を製作
し（高齢者の）健康増進のための
団体を設立する。

501,390 327,400

H6 コンピュータ・システム
による新得活性化事業

産業の振興
人材育成
地域活性化

駅に町紹介・案内用端末機設
置、通信回線による国内外の情
報発信、コンピュータ利用研究会
の発足、能力開発

3,215,000 1,000,000

H7 ニューイヤー花火大会 地域活性化 花火と共に新年を迎え、初詣に訪
れた人々の交流の場をつくりだ
す。地域活性化の仕掛け人として
行動する商工青年部を育てる。

2,727,000 1,000,000

H7 オリジナル・ウインドブ
レーカーの作製

人材育成 新得高校ボランティアグループ・
オダッシュの活動を町内外にア
ピールし、メンバーの意識高揚を
図るためウインドブレーカーを作
製する。

206,000 206,000

H8 SHINTOKU空想の森映
画祭

地域おこし 「すべて夢見ることから始まった」
をテーマに新内ホールを中心にド
キュメント映画の上映や町内の音
楽グループ、人形劇グループの
発表の場を設け、文化の町新得
を全国に発信する。

1,911,372 700,000

H8 屈足木工研究会
　木工機器整備事業

地域おこし 豊富な木材を有効活用し、木工
芸技術の普及を図るため作業所
を開設し、木工機器を整備する。

1,036,049 1,000,000

H8 ゴミラックシステム利用
による生ゴミ廃棄物の
有効利用とリサイクルシ
ステムの構築

産業の振興 給食センターや老人ホームなど
から出る多量の残飯を家畜飼料・
肥料として有効利用するためゴミ
ラックシステムを導入する。

2,303,800 1,000,000

H9 第６回YOSAKOIソーラ
ン祭参加事業

地域おこし ６／６～８、札幌市で開催される
第６回YOSAKOIソーラン祭に新
得町チームとして参加し、小さな
町の元気おこしとする。

3,048,934 1,000,000

H9 乳製品（特にチーズ）を
取り入れた食文化の普
及事業

人材育成 イタリアにおける食文化を研修
し、地域でのチーズ料理等の普
及に役立てる。

624,478 408,000



事業年度 事業名 事業区分 事業概要 事業費 補助交付額
H9 パレットの会アイスク

リーム製造販売整備事
業

地域おこし 自分達の生産した牛乳をアイスク
リームに加工、販売することによ
り、地域の農村女性が農産物の
生産だけにとどまらず、消費者と
の情報交換や仲間との交流によ
り地域農業の活性化を図る。

1,460,194 1,000,000

H9 屈足夢太鼓 地域おこし 屈足小学校児童で構成・活動して
いた屈足少年太鼓を地域全体で
支える「屈足夢太鼓」として再構
築する。このために必要な宮太鼓
１基と附締太鼓４基等を整備す
る。

975,135 975,135

H9 イベント支援事業 地域活性化 YOSAKOIソーランチームの音響
サポートや町内各種イベントの音
響体制強化のための器材整備を
図る。

3,314,535 1,000,000

H9 町内会「案内標識」の設
置

地域活性化 新得町（栄町団地）らしい景観の
創造を目指し、住民の合意でシン
ボル化した案内標識を設置する。

283,500 189,000

H9 「あいの郷ふれあい」開
設事業

地域活性化 地域住民自らが創造と活動を通
じ、ふれあい、交流し、地域福祉
を考える拠点を整備する。

979,578 979,578

H10 木工家具、クラフト加工
制作事業

地域おこし 地場産材を利用し木工家具、クラ
フト工房づくりと木工体験コースを
子供から大人、観光客に木の良
さ・大切さを啓発するために木工
機械を整備する。木材の町新得
イメージアップも図る。

1,641,223 1,000,000

H10 「森と水のゆめ－大雪ト
ムラウシ」英語版製作
事業

地域おこし ドキュメント映画「森と水ゆめ－大
雪トムラウシ」の英語版を作製し
日本発着する国際線での機内上
映、外国人観光客向けの上映な
ど、北海道・新得の素晴らしさを
世界に向け発信する。

2,236,535 1,000,000

H10 第１回十勝川カヌー
レース

地域活性化 十勝川でカヌーレースを開催し、
豊かな自然環境の中でのこの地
域の素晴らしさを知ってもらい、
有望な観光資源としての再認識
に寄与する。一般参加者を対象
に行うレースのため、安全装具
（救助用品）の整備拡充を図る。

1,745,220 1,000,000

H11 手作りアルバム製作 地域活性化 新得町が開拓百年を迎えるにあ
たり、新得の姿（人々の暮らし、町
並み、産業、自然など）を写した、
今でなければ散逸してしまう貴重
な過去の写真をコンピュータによ
り画像を取り込み、データベース
化などを行うためパソコン一式を
整備し資料の活用などの拡大を
図る。

863,571 -

H11 新得のミルクをもっと飲
もう食べよう味わおう

産業の振興 チーズの原料となる珍しい牛乳を
搾りたてで飲め、町内の原料乳を
使ったソフトクリームを製造販売
することで独自性を出せる。
また、地元の消費に結びつけ、地
域の活性化の一助としたい。その
ために施設改修及び器材を購入
する。

1,539,385 1,000,000



事業年度 事業名 事業区分 事業概要 事業費 補助交付額
H12 簡易温室の整備事業 地域活性化 花の苗を施設利用者、ボランティ

アの方々、職員により栽培し、そ
の花を屈足市街の道路や公共施
設、希望する町内会に無料で配
付する。そのために簡易温室を
整備したい。温室は施設内の敷
地に建設する。このことにより施
設と地域の交流が深まるとともに
屈足地域の環境美化の拡大も期
待できる。

977,781 600,000

H12 十勝スカイスポーツ協
会　ULPスクール用機
体購入事業

地域おこし
地域活性化

日本一スカイスポーツに適した新
得上空と農道空港を利用して、十
勝スカイスポーツ協会を設立、一
番親しみやすいウルトラライトプ
レーンの教習スクールを開校し、
新得を拠点にスカイスポーツ活動
を拡大し、他の町村に類を見ない
スカイスポーツエリアを構築す
る。そのためにULPスクール用の
機体を購入する。

3,350,000 800,000

H12 「神社山　花の道しる
べ」写真集出版

地域活性化 神社山の植物図鑑（写真集）の増
冊のための印刷代

1,227,500 1,000,000

H14 イベント支援事業 地域活性化 町行事や町内のイベントに積極
的に参加し、バンド演奏でイベン
トを盛り上げ、明るく楽しい地域づ
くり及び児童制度の情操教育に
貢献する。そのために音響機材と
楽器を購入する。

1,512,378 1,000,000

H15 新得音頭地域活性化事
業

地域おこし 昨年誕生した「新得音頭」を町民
一人ひとりが”ふるさとしんとく”の
唄・踊りとして各種イベント等を通
じて文化振興の発展に努める。そ
のために半天、旗等を整備する。

999,390 899,000

H15 「ふるさとの伝承」発刊 人材育成 本町開拓１００年と郷土研究会発
足２０年を契機として、郷土研究
会がこれまでに歴史上の史跡に
銘板等を設置したものを「ふるさと
の伝承」として取りまとめA4版で
1,000冊発刊する。
完成した冊子は、学校等の副読
本、歴史資料等として活用、ま
た、道内・十勝の公的機関等にも
配布し本町の開拓の歩みをPRす
る。

500,000 500,000

H15 ふれあい通り屈足地区
魅力ある街づくり整備
事業

地域活性化 道道の屈足市街地の歩車道拡幅
工事が始まり、歩行者に配慮した
歩道等の道路整備が図られるこ
ととなった関わりで地域住民、商
店街が共存、共生することによっ
て、商店街の振興や住民が憩え
る場所としての魅力ある街づくり
を進めるためフラワーボックス等
の設置をする。

1,100,000 733,000

H17 旧狩勝線のインフォメー
ション立ち上げ事業

地域おこし 旧狩勝線の交通遺産は保存利活
用と、鉄路の記憶を多くの人に伝
えるため、その核施設となる資料
館と案内所の機能を合わせもつ
旧狩勝線インフォメーションセン
ターを整備する。今回は、列車外
部の塗装、窓ガラスの補修、内装
工事及び資料の運搬展示、ガイド
マップを作成する。

1,381,397 900,000



事業年度 事業名 事業区分 事業概要 事業費 補助交付額
H17 十勝川源流部原生自然

環境保全地域周辺部の
森林再生事業

地域おこし 日本に５箇所しかない原生自然
環境保全地域の一つ「十勝川源
流部」を今後とも保存して行くため
には、林野庁による長年の伐採
事業で過疎化したその周辺部エ
リアの森林再生が不可欠となって
おり、５月末には十勝川源流部の
０．５６haの裸地に地取り苗による
植林作業を住民ボランティア活動
により実施する。今回は、植林事
業、資料会報印刷、燃料代、講師
旅費等の費用を必要とする。

862,195 720,000

H17 グリーンエコー地域活
性化事業

地域活性化 町の行事や町内のイベントに参
加及び施設等を慰問し多くの人
に童話、唱歌などの合唱を聴いて
もらい、日本の歌の素晴らしさを
知ってもらう。さらに、他町村との
コンサートなどの新得開催も検討
する。今回は、活動実施のための
楽器とステージ衣装を購入する。

1,207,500 800,000

H19 懐かしき我が心の歌
五郎部を聴く会

地域活性化 町公民館でクラシックコンサートを
実行委員会形式で開催し、クラ
シック音楽の普及と今後の住民
手作りの文化事業の立ち上げの
契機となることを期待。

900,000 533,923

H19 新得神社境内で桜祭り
を実施する事業

地域おこし カラオケ、バンド演奏、新得音頭、
売店等住民の力で実施できること
を主体に新得神社境内を賑わせ
たい。

160,000 153,351

H19 トムラウシ地区鳥瞰図
作成事業

地域活性化 トムラウシ地区の各戸分布、大雪
山系の登山口、主要名所などを
鳥瞰できる案内図を作成。

300,000 236,925

H20 新得高校対外交流事業 地域活性化 高校野球の名門、神奈川県私立
横浜高校を新得町へ合宿招致
し、地元校野球部と合同練習、技
術指導を求める。また、道内高校
野球強豪校と練習試合も計画。

2,300,000 1,000,000

H20 新得産大豆を利用した
手作り味噌文化伝承事
業

地域活性化 食の安心安全のため、地元産の
材料を使った味噌づくり講習会の
参加者が増加。製造機械の導入
により作業の軽減、製造時間の
短縮。町民に味噌づくりを伝授し
地産地消の活動を拡げる。

952,560 953,295

H21 イベント支援事業 地域活性化 新得町の行事、町内各種団体主
催のイベントに参加してバンド演
奏するための音響機器、楽器の
購入。

1,624,430 1,000,000

H24 ワイン用ブドウの試験
栽培事業

地域おこし
産業の振興
人材育成
地域活性化

新得町南北約４０ｋｍの地域に面
積２０アール（１０箇所）の土地の
造成とブドウ棚を設置し、ワイン
用のブドウの１２品種、５３０本の
苗木を試験栽培。

1,359,491 876,491

H25 町内会創立５５周年記
念事業

地域活性化 記念式典を開催し、永年会員、歴
代会長の表彰。記念誌の発行。
町内会花壇案内板の作成。

404,733 269,000



事業年度 事業名 事業区分 事業概要 事業費 補助交付額
H26 新得町地域おこし若者

交流イベント
GANKEフェス
－FESTIVAL KUTTARI

地域おこし
地域活性化

屈足のガンケがきれいに見えるレ
イクイン周辺を会場にイベントを
開催。食・自然・アートを通じて新
得の魅力を発信し、交流を深め
る。

2,101,774 1,000,000

H27 第２０回SHINTOKU空想
の森映画祭

地域おこし
人材育成

２０回目の記念として盛大に開催
するとともに、映画塾を行って人
材を育成し、新得を舞台とした映
画作りを目指す。

2,001,985 1,000,000

H27 しんとくふるさと歌留多
製作

地域おこし
人材育成

新得にちなんだ１００首の和歌を
詠み、絵柄は町内有志に描いて
もらって歌留多を製作。新得の良
さを再発見し、後世に語り継ぎた
い。

1,326,287 884,191

H28 神田香織・講談「はだし
のゲン」新得講演会

地域活性化 核兵器廃絶新得町平和宣言３０
年を迎え、平和宣言を忘れず、原
爆の悲惨さ平和の尊さを伝えるた
め、講演会を開催して恒久平和を
祈念する。

451,584 238,000

H29 バンティ普及活動事業 地域おこし
人材育成

バンディを町のスポーツとして受
け入れられることを目標とし、町
民との交流、それに伴う地域活性
化を目指す。

1,509,556 1,000,000

R1 郷土芸能狩勝高原太鼓
保存会新曲作成

地域おこし
人材育成

狩勝高原太鼓保存会発足４０周
年を契機に新曲を作成し、停滞す
る現状を打開し、郷土芸能として
の伝承と継続を図り、将来のある
発展を目指す。

1,415,487 943,658


