
重視する政策課題（１）

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○地域人材確保・育成支援事業
　　　　                                            地域企業の中核を担う人材の確保・育成事業について、より効果
                                                 的実施を図るため内容を充実して実施
                                              　           事業費　5,000千円

　                                            ○学卒未就職者等就労促進支援事業（新規）
  　                                              　学卒未就職者を中心とした概ね２５歳未満の若年者について、基
                                                 礎的能力向上を図り、早期就労を支援
    　                                                     事業費　1,442千円

○季節労働者雇用創出対策
　帯広の森間伐・動物園環境整備・公園木製遊具整備
交差点人力整正作業など　事業費 33,000千円

○新卒者等就労促進支援事業
○要支援学級補助員派遣事業
○高校生職場体験学習等支援事業外

中小企業・ベンチャー企業対策

○新事業進出支援事業（新規）
　　経営基盤の強化を目指した中小企業の新事業、新分野進出を支援
　　　　　　事業費 6,000千円

○新事業進出支援資金の創設（新規） 事業費 1,336千円
　 (1)新たな事業分野、新事業へ進出するために必要な資金を融資、併せて、信用保証料を補助
　　　　　　融資枠 3,000万円

　 (2)新製品、新技術の研究・開発、品質性能向上及び生産向上のために必要な資金を融資
　　　　　　融資枠 3,000万円
 
○パワーアップ資金・セーフティネット資金等の充実 事業費 311,317千円
　 (1)パワーアップ資金：事業拡大、雇用増大を伴う設備投資への支援

　 (2)セーフティネット資金：売上低迷等により資金調達が困難な企業への支援

○新規開業支援資金の拡充 事業費 891千円
　　　対象者拡充：事業開始後１年未満の方まで拡充
　　　貸付利率の変更：2.00％　⇒　1.50％
　　　信用保証料を補助

十勝型産業クラスターの形成

○（仮称）地場産業支援センター整備事業
　　（財）十勝圏振興機構が実施する（仮称）地場産業支援センター
　　整備を支援 　事業費 210,055千円
　　　　　　 供用開始予定：平成18年4月

○産業クラスター形成支援　事業費　9,500千円
　 (1)帯広産業クラスター研究会補助金

　 (2)産業クラスター研究開発推進モデル事業補助金
　　　　 研究会の調査研究を基にした事業化・商品化の研究開発を支援

　 (3)地場産業振興補助金
　　　 　新製品・技術、生産方式の研究、設計・試作、
　　  新製品デザイン開発、需要開拓を支援

中心市街地の活性化

○中心市街地活性化事業の拡充　事業費 3,750千円
　 (1)コミュニティ施設活用空店舗対策事業
　　　　空店舗におけるコミュニティ機能を有した施設設置のための調査など
　 (2)ＴＭＯまちづくりネット広報・ホームページ製作
　 (3)町屋居住促進事業ほか

民間活力の活用

○電算業務と公害の監視･測定業務の民間委託
     電算運用業務及び帯広市内の環境を監視・測定する業務の一部を
 民間の専門技術者に委託　　　　　事業費 26,995千円

 

○国際チャーター便誘致
　　　好調な台湾からの国際チャーター便の誘致に加え、韓国、中国などのマスコミ、エージェントへの
　　十勝・道東観光のＰＲ、インターネットを活用した韓国向け観光情報の発信
　　　　　　事業費 1,000千円

○ラリージャパン支援・歓迎実行委員会支援
　　　ラリージャパン開催に伴う実行委員会の実施するイベントやＰＲなど各種歓迎事業への支援
　　　　ラリージャパン開催日程：平成17年9月30日～10月2日
　　　　　　事業内容：ウェルカムパーティ開催、セレモニアルスタート関連イベント、受入体制のサポートなど
　　　　　　事業費 10,000千円

○コミテ・プレニエ・フロマージュ in 十勝2005 支援
　　　コミテ・プレニエ・フロマージュ（ナチュラルチーズ国際交流会議）の十勝開催を支援
　　　　開催日程：平成17年6月22日～6月24日　帯広市内、管内4町等で開催予定
　　　　　　事業費 2,000千円

○国内・国際大会誘致に向けた氷上スポーツの拠点施設整備
　　　屋内スピードスケート場基本設計　事業費 49,360千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○各種大会・イベントの誘致
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帯広で開催される各種全国大会・全道大会の開催を支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会参加予定人数：約25,000人（平成16年度見込み約18,000人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費 12,910千円

地域経済の自立と活性化 事業費　569,844千円 交流人口の増大　事業費　75,270千円

総事業費 １,５７０,１３８千円

雇用創出効果　新規約８００人

雇用対策 事業費　74,397千円

地域経済に活力を生むため
の効果的な景気対策

公共事業の確保 事業費 850,627千円

事業費　11,061千円
事業費　18,233千円
事業費　05,661千円

○特殊舗装工事・側溝整備工事

○臨時地方道整備事業

○下水道雨水整備事業

事業費　195,000千円
　

事業費　190,000千円

事業費　300,000千円

○公共施設ストック活用
　（１）公営住宅
　（２）コミュニティ施設
　（３）児童福祉施設
　（４）学校
　（５）墓地

事業費　030,326千円
事業費　031,888千円
事業費　005,300千円
事業費　185,813千円
事業費　012,300千円



重視する政策課題（２）

 
〇病院群輪番制病院整備事業(二次救急医療)(新規)
　     循環器用超音波診断装置(心エコー)購入に対する補助
　　　　　   事業費　21,000千円

〇子宮がん・乳がん検診の拡充
　　　 子宮がん検診:対象年齢30歳以上⇒20歳以上 受診間隔 1年1回⇒2年1回
　      乳がん検診:マンモグラフィ・視触診併用 　対象年齢50歳以上(視触診30歳以上)⇒40歳以上
　　　　　　 事業費　28,451千円

〇脳ドック、人間ドックの助成枠の拡大(国民健康保険会計)
　　　 脳ドック      400名⇒500名  100名増
       人間ドック   200名⇒300名  100名増
　　　　　   事業費　4,675千円

〇すずらん保育所移転改築事業
    　　老朽化及び公営住宅再整備計画に基づく移転改築
                事業費　323,458千円

〇地域子育て支援センターの充実
　　    稲田保育園に開設(5カ所目)
　　            事業費　7,865千円

〇へき地保育所の保育内容の充実
　　    開所日数の増、開所時間の延長
　　            事業費　33,252千円

〇児童保育センターの保育内容の充実
　　    開所日数の増、開所時間の延長等
　            　事業費　7,854千円

〇児童保育センター待機児童対策(新規)
   （１）民間施設に委託
         待機児童の受入れが決定するまでの間、
         一時的に民間施設に保育の実施を委託
　           　 事業費　7,718千円

　 （２）公共施設の活用
         柏林台児童保育センターの待機児童解消のため、
         臨時的に公共施設を活用した直営保育の実施
　　　　      　事業費　798千円

   （３）児童保育センターの移転
         入所児童数増加の対応のため、大空児童保育センターを
　　　　旧大空保育所へ移転
　　　　併せて定員 65名 ⇒ 80名
　　            事業費　2,000千円

〇認可保育所待機児童対策(新規)
        年度途中の待機児童の受入れが決定するまでの間、共同保育所に一時的に保育を委託
　　　          事業費　2,520千円

〇次世代育成支援シンポジウムの開催(新規)
        次世代育成の市の考え方や取り組みについてのシンポジウムの開催
　　　          事業費　400千円

○子どものための地域づくり推進事業（新規）
        学校を核とし、地域ぐるみで子どもを守り育てるしくみづくりの推進
　　　          事業費　 1,200千円

〇子どもを育む環境づくり(新規)
　　    子どもの健全育成、創造的活動の場として学校の教室等を活用
                事業費　182千円

○街区公園遊具整備
        箱ブランコ撤去に伴い代替遊具の設置( １９公園２５基(３年計画の最終年度))
　　　          事業費　10,000千円

 

 〇オストメイト対応トイレの整備(新規)
      本庁舎、総合福祉センター、文化ホール等 5カ所、簡易改修183カ所
　　　         事業費　9,731千円

 〇ユニバーサルデザイン住宅建設資金貸付
　    ユニバーサルデザイン住宅の普及促進を図るため、建築資金の貸付
　　　         事業費　178,144千円

 〇柏林台地区ユニバーサルデザイン整備
　　  モデル地区の柏林台地区内の道路をユニバーサルデザイン思想に
       基づいたコミュニティ道路として整備
　　　　　     事業費　110,000千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○在宅介護支援センターの拡充
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (仮称)在宅介護支援センター花びよりの新規開設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　6,072千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇介護予防事業の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (仮称)在宅介護支援センター花びよりの新規開設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　90千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇高齢者虐待防止ネットワーク事業(新規)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (仮称)帯広市高齢者虐待防止ネットワーク会議の設立
                                          　講演会、研修会、パンフレット、マニュアルの作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　1,992千円

  　　　　　　　　　　　　　　　　　〇第三期高齢者保健福祉計画の策定(新規)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民、介護事業者へのアンケートの実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 事業費　300千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇第三期介護保険事業計画の策定(介護保険会計)(新規)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  在宅の要介護認定者を対象に個別訪問アンケートの実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　1,177千円

子育て支援　事業費　397,247千円 ユニバーサルデザイン　事業費　297,875千円

高齢者支援　事業費　9,631千円

保健・医療　事業費　54,126千円

総事業費　1,528,079千円

      〇(仮称)保健福祉センターの整備
              保健・福祉サービスの中核的施設
                 健康増進機能
                 子育て支援機能
                 高齢者・障害者支援機能

           北海道森林管理局帯広事務所庁舎の利活用
　　　　         事業費  769,200千円

総合的な福祉対策



重視する政策課題（３）

市民協働のまちづくり

○行政基本条例の検討（新規）
　　公募市民を含めた市民委員会で、行政基本条例の素案を作成
　　市民フォーラムを開催し、周知及び意見の反映
　　　事業費　2,146千円

○パートナーシップ除排雪事業
　　町内会が行う道路の除雪及び排雪に対する補助
　　　事業費　3,949千円

○フラワー通整備事業
　　市内中心部の街路樹枡を花壇化することにより街を緑と花で飾り、
　安らぎと潤いを与えるまちづくりを推進
　　　事業費　7,995千円

○都市景観形成事業
　　市民協働による遊び場の整備等
　　市民主体のまちづくりの推進
　　　事業費　5,000千円

○図書館ボランティア
　　活用範囲の拡大、技術向上、指導者の育成
　　　事業費　371千円

○児童生徒の安全対策
　　校舎内・登下校時の児童生徒を不審者等から守るため、
　学校・PTA・地域住民が連携し、安全対策を実施
　　　事業費　1,189千円

○おびひろイルミネーションプロジェクト実行委員会補助金
　　実行委員会が主体となり、駅前のはるにれの木にイルミネーション装飾を施し、
　市内イルミネーション一斉点灯を行う取組みに助成
　　　事業費　1,600千円

○市民協働推進事業（新規）
　　市民活動等支援策の検討
　　コミセン5カ所に協働コーナーを設置
　　　事業費　　4,402千円

○市民大学講座
　　地域の特性・課題に関する講座を体系化し、内容を拡充
　　　事業費　900千円

○生涯学習コーディネーター養成事業
　　国認定のインストラクター資格取得経費の一部を助成
　　　事業費　260千円

○子育てサポート養成講座
　　子育て家庭をサポートするボランティアの養成
　　　事業費　　30千円

　

○町内会自治活動費交付金の充実
　　（１）地域の課題を自主的に解決できるよう自治活動費交付金を充実
　　（２）地区連合町内会に対する活動費の助成（新規）
　　　　事業費　　12,842千円

○マディソン市市民交流支援事業（新規）
　　マディソン市との市民主体の交流事業に対する補助
　　　　事業費　2,100千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○老人クラブ活動費の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康づくり、友愛活動、異世代交流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費　4,360千円

市民のまちづくりへの参加参画　　　事業費　27,842千円 市民活動の支援　事業費　19,302千円

あ
あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○自主防災組織の結成と防災資器材の整備（拡充）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）連合町内会毎に自主防災組織を結成（9カ所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）避難所に防災資器材を整備（25カ所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業費 　10,000千円
○防災訓練
　　防災訓練を地域住民や自主防災組織など市民参加により実施　　　事業費　400千円

○幼年消防クラブ育成
　　火災予防の正しい知識を習得するため、保育所･幼稚園毎に防火クラブを結成　　　事業費　1,000千円

○地域防災活動
　　地域住民に対する防災指導を実施　　　事業費　3,230千円

災害に備えたまちづくり　　事業費　158,412千円

○災害用備蓄品の整備
　（１）災害用備蓄食糧（アルファ米）の備蓄（常時12,000食、平成１７年度購入6,800食）
　（２）多様な避難形態に対応するため小分け配布に適したサバイバルフーズの整備（6,000食）
　　　　事業費 　5,000千円

○通信体制の整備
　　災害時の市外との通信途絶に備え、常時通信可能な衛星携帯電話を整備(2台)
　　　　事業費 　　709千円

○応急給水の確保
　　災害により広域的断水が発生した際の運搬給水を補完するため、水の袋詰め機を導入
　　　　事業費 　7,827千円

○学校施設耐震化
　　校舎・屋内運動場の耐震補強　（耐震診断、実施設計）
　　　　事業費　52,300千円

○営農用水改修事業
　　災害時におけるライフラインの機能確保と向上のための施設整備
　　　　事業費　3,725千円
○総合体育館・大正トレセンの耐震診断
○高規格救急車・消防車の更新
○身体障害者用移動トイレの更新

総事業費　205,556千円

市民のまちづくりへの参加参画と
災害に備えたまちづくり

市民活動・コミュニティ活動の支援

市民活動による防災対策

災害対策

市民協働の担い手育成

市民協働のまちづくり

事業費　6,832千円
事業費 67,321千円
事業費 　　68千円


