
  

 

第１５回帯広市総合計画策定審議会 
                                  

平成２１年９月１１日（金） 13:00～15:00 

帯広市役所 第６会議室 
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政策・施策評価報告書〕（案）について 

 

 

３． そ の 他 

 

 

４． 閉    会 

 

 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

審議会

議決予定
市議会

総合計画

これまでの経過と今後のスケジュール

平成２１年度

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ １ 日
総合計画策定審議会 資料

9/14～10/13
パブコメ

基本構想
基本計画
（原原案）

基本構想
基本計画
（原案）

基本構想
基本計画

意見の
とりまとめ

基本構想
基本計画
（案）

審議会 審議会 審議会

説明・
意見交換会
9/15､16､18

基本構想
提案



新総合計画特別委員会 
 

 

 

 

 

 

第１２回 

平成２１年７月７日（火） 

原原案に対する意見のとりまとめ 

 

 

 

 

 

● 総合計画 原原案に対する議論のまとめ 

１ 序論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 基本構想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

３ 基本計画（総論） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

４ 基本計画（各論） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（１）安全に暮らせるまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（２）健康でやすらぐまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（３）活力あふれるまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（４）自然と共生するまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（５）快適で住みよいまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（６）生涯にわたる学びのまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

（７）思いやりとふれあいのまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

（８）自立と協働のまち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

５ 全般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 

● 注釈 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 

●（参考）新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）原原案に対する意見一覧 11 



1 

総合計画 原原案に対する議論のまとめ 

 

 

１ 序論 

 

①五期総における取り組みを総括するとともに、少子・高齢化、国際化や経済のグ

ローバル化（※１）、さらには地方分権型社会の到来などの時代の潮流を踏まえ、地

域の現状や課題、特性を的確に捉える必要がある。 

 

②五期総の１０年間で生じてきた経済の仕組みの変化や貧困、格差などの市民生活

の変化と実態の把握、またその要因分析を行う中で現れてくる課題を踏まえて計

画の策定にあたる必要がある。 

 

③まちづくり基本条例の趣旨に基づき、市民との情報の共有など、真に市民主体、

市民参加が促進される視点に立つ必要がある。 

 

④総合計画全体を通じた取り組み姿勢が全体像としてイメージできるように、表現

する必要がある。 

 

 

２ 基本構想 

 

①目指す都市像は、市民にわかりやすく伝わり、発信力のある表現とする必要があ

る。 

 

②地方分権時代に対応し、地域が主体性を発揮して自主・自立のまちづくりをすす

める必要がある。 

 

③これまでのまちづくりの歴史や蓄積の上に立って、十勝圏全体の発展に貢献する

まちづくりをすすめる必要がある。 

 

 

３ 基本計画（総論） 

 

①人口減少等の要因分析を踏まえ、人口対策の視点から、各施策を推進する必要が
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ある。 

 

②取り組みの成果を踏まえながら、総合的に人口対策の取り組みをすすめる必要が

ある。 

 

③農村地域の活性化をはかるため、農村の魅力を活かした住環境の整備や既存施設

の活用などにより、定住を促進する必要がある。 

 

④各施策の取り組みを適切に反映する成果指標を設定する必要がある。 

 

⑤実感度調査を工夫し、市民意向を適切に評価に活用する必要がある。 

 

⑥総合計画と分野計画との関わりを示す必要がある。 

 

 

４ 基本計画（各論） 

 

（１）安全に暮らせるまち 

 

①町内会や企業による地域の自主防災活動を促進するため、防災士の育成や情報提

供、活動支援など、行政との連携による取り組みをすすめる必要がある。 

 

②厳寒期の避難所体制や救急体制など、地域の特性に応じた安全安心対策をはかる

必要がある。 

 

③民間住宅の耐震化、橋りょうなどの長寿命化、さらには消防車両の更新など、地

震、水害などの災害に対する具体的な備えをするとともに、耐用年数、更新時を

迎えている公共社会基盤全体の長寿命化計画を促進する必要がある。 

 

④安全安心対策の推進にあたっては、災害弱者に視点を当て、小中学校における防

災教育や通学路などでの子どもの交通安全対策、要援護者への住宅用火災警報器

の設置促進などの取り組みをすすめる必要がある。 

 

⑤救急体制の充実をはかるため、応急手当に関する知識・技術の普及や救急隊員の

技術の向上、医療機関との連携などをすすめる必要がある。 
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⑥災害時における安全と秩序の維持や防犯、交通安全、消費生活などにおいて、警

察等の関係機関と連携した取り組みをすすめる必要がある。 

 

（２）健康でやすらぐまち 

 

①感染症に対する適切な情報提供や迅速に対応できる体制づくりが必要である。 

 

②市民が安心して暮らせる、セーフティネット（※２）としての社会保障機能を重視

するとともに、共に支え合うという視点を大切にすべきである。 

 

③子育て支援の充実など、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりに

取り組む必要がある。 

 

④子どもが健やかに成長し、幸福に生きることができる施策を推進する必要がある。 

 

⑤子育てや高齢者福祉などの観点から、多世代居住の促進を検討する必要がある。 

 

⑥保健・福祉・医療が連携し、総合的な視点に立って施策の推進をはかる必要があ

る。 

 

（３）活力あふれるまち 

 

①食料自給率の向上に貢献するため、担い手の育成や安全安心、地産地消など具体

的な取り組みを展開する必要がある。 

 

②かんがい排水事業等の農業基盤整備を着実にすすめる必要がある。 

 

③ハサップ（ＨＡＣＣＰ）（※３）、クリーン農業、トレーサビリティー（※４）など、農

業分野における具体的な取り組みを一層すすめる必要がある。 

 

④太陽光やバイオマス（※５）資源、小麦などの農産物を活用した地域産業の振興を

はかる必要がある。 

 

⑤建設業を中心に、社会経済状況の変化を踏まえ、産業構造の転換を促進する必要

がある。 
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⑥高齢者や女性の就業促進、非正規雇用対策に取り組む必要がある。 

 

⑦環境などの新産業分野や介護・福祉・医療分野などにおける人材育成、雇用環境

づくりをすすめる必要がある。 

 

⑧地域の資源、特性を活かした産業振興、地場産業の育成、新産業の創出さらには

まちの活力へと結びつける取り組みが重要である。 

 

⑨一次産業に立脚した滞在型・体験型観光など、地域の特色を生かした観光振興を

はかる必要がある。 

 

（４）自然と共生するまち 

 

①温暖化対策をすすめるため、キャスビー（ＣＡＳＢＥＥ）（※６）、ゼロエネルギー

住宅（※７）などの取り組みについて検討する必要がある。 

 

②公共事業等における環境保全に取り組むとともに、広く市民に周知する必要があ

る。 

 

③帯広の森づくりなどこれまでの蓄積を生かした環境保全の取り組みや地域エネ

ルギーの地産地消の取り組みをすすめる必要がある。 

 

④市民の環境に対する関心を高め、大量廃棄型の市民生活の転換を促進する必要が

ある。 

 

⑤公園の安全対策や市民が水と親しめる河川整備をすすめる必要がある。 

 

⑥水の安全安心に関する国際協力などをすすめる必要がある。 

 

⑦総合計画において、環境問題を重視する姿勢を示す必要がある。 

 

（５）快適で住みよいまち 

 

①人口対策の視点から、対象とする世帯を想定した定住促進等に取り組む必要があ

る。 
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②未利用地の利用にあたっては、市の施策に沿った取り組みを支援する必要がある。 

 

③住まいへの多様なニーズに対応するため、コレクティブハウジング（※８）など、

民間による新たな共同住宅建設への取り組みなどを支援する必要がある。 

 

④生活利便施設の地域配置に配慮しながら、計画的な市街地の形成をはかる必要が

ある。 

 

⑤市民と行政が連携して、本市の特色を活かした魅力ある景観づくりをすすめる必

要がある。 

 

⑥合葬墓など、市民ニーズに対応した墓地の整備をすすめる必要がある。 

 

⑦都市計画道路の見直しとともに、整備の推進をはかる必要がある。 

 

⑧特殊舗装道路や歩道の計画的な補修を行うとともに、冬期間の道路の適切な維持

管理をはかる必要がある。 

 

⑨十勝・帯広の陸海空の交通網、交通戦略について、長期的、広域的、さらには総

合的な視点で整備を促進する必要がある。 

 

⑩民間事業者との連携やモビリティマネジメント（※９）の取り組みにより、路線バ

スなど公共交通の利用増をはかる必要がある。 

 

⑪情報通信基盤の整備促進など地域情報化を推進するとともに、高齢者や障害者な

どの情報弱者への情報提供、地域による格差是正への対応が必要である。 

 

（６）生涯にわたる学びのまち 

 

①教育用コンピュータの整備や学校図書館の機能充実をはかるとともに、子どもた

ちがまちづくりについて考える機会を充実する必要がある。 

 

②人間性豊かな教師の育成や意識の向上など、教師の指導力の向上をはかる必要が

ある。 

 

③国の有利な制度を活用した校舎・体育館の整備、環境や防災面に配慮しながら、
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計画的に設備の改修をすすめる必要がある。 

 

④学校教育と家庭教育や地域との連携の重要性を強調する必要がある。 

 

⑤高校への進学機会を確保するため、私立高校や帯広南商業高校を含めた対応を検

討する必要がある。 

 

⑥新たな大学については、地域の特性や優位性を活かした多様なあり方を検討する

など、幅広く取り組みをすすめる必要がある。 

 

⑦市民の芸術・文化活動を促進するため、市のホームページの活用などにより地元

作家の作品が鑑賞できる機会を拡大する必要がある。 

 

⑧多くの子どもたちがスポーツに親しみを持って楽しめる機会をつくるとともに、

市民が手軽に取り組める新しいスポーツを開発するなど、スポーツ人口の裾野を

広げる取り組みが必要である。 

 

（７）思いやりとふれあいのまち 

 

①平和に対する自治体の意志を発信するとともに、子どもたちに平和の重要性を伝

えることが必要である。 

 

②男女共同参画を推進するため、各施策において横断的な取り組みをすすめる必要

がある。 

 

③民間借家におけるユニバーサルデザイン（※10）化の普及促進や、ハードはもとよ

り、心のユニバーサルデザインについても取り組む必要がある。 

 

④地域が課題解決に向けて主体的に取り組む仕組みづくりを促進していく必要が

ある。 

 

⑤アイヌの人たちの誇りの尊重について、国の政策や北海道の取組みを踏まえ、施

策を推し進めていく必要がある。 
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（８）自立と協働のまち 

 

①市職員やＯＢなどが能力や経験を活かして、協働の受け皿となる市民の組織づく

りを促進する必要がある。 

 

②市民協働をすすめるため、正確で市民に分かりやすい情報を積極的に提供すると

ともに、ホームページ以外の手法も充実する必要がある。 

 

③自治体財政の現状を市民に分かりやすく正確に伝える必要がある。 

 

④民間活力を積極的に活用するなど、不断に行財政改革に取り組む必要がある。 

 

⑤管内町村と連携して広域行政に取り組むなど、十勝が一体となった地域づくりを

すすめる必要がある。 

 

⑥子供の権利の尊重、地球環境保全、景観の形成、男女共同参画など、条例の制定・

活用により、総合計画の効果的な推進や行政事務における法務部門の充実をはか

る必要がある。 

 

 

５ 全般 

 

①市民に見やすく、わかりやすい計画書となるよう構成や表現などの工夫をする必

要がある。 

 

②推進計画の策定にあたっては、財政見通しを踏まえ、自主財源の確保に努めると

ともに、事業の効果等を見極めながら柔軟に対応する必要がある。 
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【 注 釈 】 

 

※１ グローバル化 

資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品・

サービスの取引や、海外への投資が増大することによって世界における経済的な

結びつきが深まること。 

 

※２ セーフティネット 

社会的・個人的な危機に対応する方策。雇用保険、生活保護、年金、預金保険、

融資に対する信用保証などがある。 

 

※３ ハサップ（ＨＡＣＣＰ） 

危害分析重要管理点。ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が宇宙食の衛生管理の

ために考案した手法で、食品工業やレストランの衛生管理に応用されている。 

 

※４ トレーサビリティー 

食品の生産から加工・流通・販売までの過程を明確に記録し、商品からさかの

ぼって確認できるようにすること。生産履歴管理システム。 

 

※５ バイオマス 

生物を利用して有用物質やエネルギーを得ること。また、その生物体。生物資

源。 

 

※６ キャスビー（ＣＡＳＢＥＥ） 

建築環境総合性能評価システム。2001 年に国土交通省が主導し、（財）建築環境・

省エネルギー機構内に設置された委員会によって開発されたシステム。 

 

※７ ゼロエネルギー住宅 

日中、太陽光発電によってつくり出す電気のうち、余剰分を電力会社に売り、

夜間や雨の日など発電できない時には不足分を電力会社から買うことで、電気を

金銭に換算し、住宅にかかる電気代をトータルでゼロにする考え方。 

また、太陽･大気･大地の３つの自然エネルギーを組み合わせた環境低負荷型の

ローエネルギーハウスの研究が進められている。 

 

※８ コレクティブハウジング 

北欧で発祥した居住スタイル。今後の少子高齢化社会や男女共同参画社会に対
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応するため、個々の住戸のプライバシーを確保しつつ、台所や食堂、洗濯室等の

共用部分を設け、食事の用意などの家事を共同で行う住まい方のこと。長所とし

て、家事の軽減、鍵っ子の解消、高齢者の安否確認や孤独感の解消などがある。 

 

※９ モビリティマネジメント 

多様な交通施策を活用し、個人や組織・地域のモビリティ（移動状況）が社会

にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを促す取組み。 

 

※10 ユニバーサルデザイン 

高齢であることや障害の有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用でき

るように製品や建造物、生活空間などをデザインすること。 
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
●序論
計画の考え方

・地方分権においては、市政の執行や評価の過程での住民参加と、執行段階での職員参加が必要である。
・総合計画の推進や住民訴訟に対応するためには、条例など法務部門の充実や職員の資質向上が必要である。
・序論は、抽象的表現でなく、十勝グランドデザインなど事実としてあるものを示し、構想を描く必要がある。
・時代が変化する中であっても、攻めの都市経営を行うべき。地域の実情を踏まえ国に要望しながら進めてほしい。
・地方が主役の国づくりをするという強い意志を示すべき。
・写真やイラストを多く用いるなど、市民に理解され、分かりやすい計画書にすべき。
・国や北海道の計画との整合性を図るべき。
・市民協働のまちづくりの指針として、市民が何をすればよいのか見えるようにする必要がある。
・まちづくり基本条例は、今後のまちづくりの基本的考え方であることを、序論に加えるべき。
・総合計画は誰のためにつくるのかという視点が大切。もっと長期的な視点が必要である。
・分野別計画と総合計画と係わりがわかるように示す必要がある。
・部門横断的な取組みの必要性と推進する手立てを強調すべき。
・総合計画は、将来世代に向けての現役世代の責任を具体化するものであり、序論は、総合計画に求心力を持つことを訴えるものである
べき。

時代の潮流とまちづくりの課題
・帯広市の特性や独自性を示していくべき。(例；地域防災の推進では、厳寒期の防災時対応など）
・経済発展のみをめざすものではないし、一国だけの繁栄もありえない。これからはグローバルな視点が必要となる。
・五期総から見た課題、地域性、国際化という時代の潮流が捉えられており、課題となる視点がある程度示されている。
・まちづくりの課題として、食料、エネルギー、貧困と格差の問題があり、これらを市民にわかりやすくアピールすべき。
・雇用問題は非正規雇用だけでない。正規雇用であっても賃金格差・労働条件などの問題がある。
・他の地域の影響を受けづらい、エネルギーの自立を目指すべきであり、低炭素社会の実現はその結果付いてくる。
・地域の特性は、まちづくりに大切であり、計画全体に関わるものである。
・北方圏の視点が入っていないが、今までのような世界との付き合い方でなく、経済的なことも含めた国際交流が必要である。
・時代の潮流とまちづくりの課題は、課題の原因も考えるべき。
・五期総の潮流と課題に対してどう取り組んできたのか、また、それが第六期総ではどう変わり、どう進めていくのか示すべき。
・次期総では貧困と格差が新たな課題であるが、その要因となる社会保障の取り組みの考え方の記載を充実する必要がある。
・時代の潮流とまちづくりの基本的なベースは五期総とほとんど変わっていないが、この10年間でどういう変化があって六期総の課題と
なっているのかを示さなければ、今の時代の潮流、問題点が浮き彫りにならない。

●基本構想
基本構想の考え方

・五期総での実現状況を踏まえて六期総につなげることが必要であり、基本構想、基本計画とも10年間の期間は妥当である。
・「広域的な交通ネットワークの要衝」、「都市と農村が調和する地域特性」、「十勝圏、東北海道における拠点性」という表現は、全
国のほかの都市にもあるものであり、その前提で都市形成をしようとする姿勢に疑問を感じる。

基本構想策定の基本的視点
・グローバルなまちづくりでは、世界が変わってきているという具体的なものも示しながら、帯広市がその中でどういう位置にあるのか
を示すべき。

まちづくりの基本方向
・住民参加を促進するため、市民と行政の役割を各分野ごとに示すべき。
・五期総を踏まえ、新たな施策が感じられるキャッチフレーズを入れるべき。
・環境田園都市づくりがキーワードであると考える。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
・田園都市だけでは、どのようなまちを目指しているのか市民に伝わりづらい。市民憲章のようにメッセージ性のあるものを盛り込むべ
き。
・都市像は第六期総合計画の目標や目的を市民にわかりやすく示すとともに、インパクトを与えるものでなければならない。自立の視点
を示すべき。
・現状の地方分権は国主導であり、真の地方分権を進める必要がある。
・十勝の中心都市として、圏域全体の発展に寄与する役割を担うべきと考える。
・都市像は、本市の歴史、産業、水、空気、緑、人情、帯広の森など将来に向かって市民が望むことを考える必要がある。
・都市像のキャッチフレーズは、今後10年間、市民にだけでなく外に向かっても訴求力を持つものとすべき。

●基本計画 第１部 総論編
将来人口の考え方

・人口対策に対し、まず、市外居住など、市職員の自覚が必要である。また、国の機関の誘致も進める必要がある。
・17万人以上の人口想定をすべきと主張してきたが、帯広・十勝地域が置かれた状況に危機感を持って施策を講じるべき。
・17万人の達成のために、具体的な施策を取っていく必要がある。
・農村資源の活用など、将来人口を達成する、きめ細かな人口対策を示すべき。
・人口の目標を設定しても、時代の変化に臨機応変に対応すべき。
・人口動態などの細かい分析を行い、子どもを産み、働く人の定着を図るなど、人口対策を図る必要がある。
・章立てにおいても、人口対策に力を入れる強い意志を持ち、17万人達成に向けた政策展開を図る必要がある。
・様々な人口対策の成果をはかる指標を持つべき。
・将来人口の考え方については、実現に向けた努力、迫力が示されなければならない。
・自然動態、社会動態の減少要因を分析し、それぞれに手立てを打ち、成果を評価して次の施策に反映する仕組みをつくるべき。
・人口問題に対する施策全体に権限を持った体制を構築し推進する必要がある。
・人口対策では子育て支援しか入っていないので、子供を産み育てという表現とすべき。
・概ね17万人とする将来人口想定は妥当である。

都市形成の基本方向
・農村施設のストック活用などにより、農村地域への定住・移住・二地域居住について積極的に取り組むべき。
・農村部の活性化をはかるため、農村の生活環境整備や田園住宅、借上住宅の整備が必要である。

政策・施策評価
・指標に姿勢が表れることから、より良い成果指標がないか検討すべき。
・評価には客観性が必要であり、外部評価を導入すべき。市政全体に影響を与える事業については、事前評価、中間評価、市民意向調査
を行うべき。
・指標に対する評価と市民の実感とが常に対比され、市民の実感と評価の乖離がないようにすべき。
・外部評価システムで客観的に見て妥当性のある評価を行い、政策・施策評価を推進計画に反映すべき。

構想推進プロジェクト
・プロジェクト組織の目的と権限を明らかにし、恒常的な組織とする必要がある。

地区・住区の考え方
・地域住民が、自らの意思と責任において、自らの力で地域づくりを進める地域分権の仕組みづくりが必要。そのための地域の課題や要
望をくみ上げるシステムの構築が必要と考える。
・日常生活圏に必要な施設や不足している施設が、１枚のマップで分かることが政策を考える上で必要である。

●基本構想　３まちづくりの基本方向　　⑵　まちづくりの目標
●基本計画　第２部　各論編
① 安全に暮らせるまち（基本構想３、⑵）、Ⅰ 安全に暮らせるまち（基本計画）

・全体を通して、安全だけでなく安心の観点も重要である。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
・防災と防犯だけでなく、災害時の安心を確保するため警察との連携による治安対策が必要である。

１－１－１　地域防災の推進
・地域防災では企業の役割が重要であり、連携会議などの開催により企業と防災組織を構築する必要がある。
・寒冷地の特性を考慮し、厳寒期の避難所の体制づくりをすすめるべき。
・小・中学校での防災教育をすすめるべき。
・自主防災組織の育成にあたっては、実際の現場で実践的に活動できるように訓練することが重要である。
・地域の防災体制を整えるためには、地域のリーダとなる防災士の育成をすすめるべき。
・町内会の担い手不足は深刻である。市職員、OBが町内会にかかわるべき。地域の人が活動しやすい環境づくりが必要である。
・実感度「地震や水害など災害への備えが整っている」は、地震と水害それぞれの視点により感じ方は違うので工夫すべき。
・地域自主防災は地域と行政との連携、協働が必要である。
・民間住宅耐震化支援は利用促進に向け、さらにアプローチが必要。特定建築物の耐震化の対応も必要である。
・河川の樋門の維持管理や橋梁の長寿命化に取り組むことが必要である。
・耐震化率の目標値は、H27年終了の耐震改修促進計画が90％であるが、新総計では90％以上を目指すべき。
・災害の観点だけでなく、耐用年数や更新時期を迎える建築物や社会基盤の長寿命化促進の観点が必要。
・防災、耐震と併せて公共施設の安全という視点から成果指標を設定すべき。

１－１－２　消防・救急の充実
・消防・救急における寒冷地対策が必要である。
・高齢者など要援護者への住宅用火災警報器の設置を推進すべき。
・救急と医療の連携が必要である。
・手当ての知識・技術の普及が大切である。職員に対し応急手当の普及をすすめるべき。
・救急体制において、ソフト面でメディカルコントロール（救急隊員の応急措置の質の向上）が必要である。
・消防車両更新に一定の考え方を持つべき。
・市民の生命と財産を守ることを明確にするため、消防力の量だけではなく質的向上の面での成果指標を設定すべき。

１－２－１　防犯の推進
・防犯においては、暗がりや死角の解消が大切であるが、防犯灯が歩道に焦点が合っていない。

１－２－２　交通安全の推進
・学校付近での安全対策や取締りを強化すべき。
・交通安全教室の参加率の成果指標は、高齢者や子供など対象者を特定した方が、進捗状況がわかりやすい。
・交通事故を未然に防ぐため、危険な箇所、ゾーン、曜日、時間帯を予測した取組みを行うべき。

１－２－３　消費生活の向上
・消費者相談については、高齢者の被害が多いので、出前相談など積極的に出向くことが必要である。
・消費生活を守るため、警察との連携を検討すべき。

② 健康でやすらぐまち（基本構想３、⑵）、Ⅱ 健康でやすらぐまち（基本計画）
・医療、福祉分野においても、国の制度、情報を先取りして地域に合った施策を展開していくことが必要である。
・共に支え合うという視点が大事である。
・2世代、3世代居住に対する支援を考えることが安心して生活できる家庭環境づくりにつながる。

２－１－１　保健予防の推進
・防災、サイバーテロ、感染症への対応マニュアルの作成や新型インフルエンザ等の危機管理体制を構築すべき。
・毒性の強い感染症が発生した際の隔離場所が必要である。
・人間ドックの復活や健康診査項目の追加など、予防の効果のある取り組みをすすめるべき。
・成果指標は特定検診、保健指導に関する指標など保健予防の柱になるものにすべき。
・新型インフルエンザに関する迅速な情報提供を行う必要がある。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
２－１－２　医療体制の充実

・現状と課題では、帯広市の医療施設数のデータを示しているが、二次医療圏で捉えるべき。
・初期救急医療対応可能日数365日はすでに達成されており、成果指標にふさわしくない。安心して入院、通院できることを実感度にす
ることが必要である。
・地域医療の環境変化を踏まえた地域医療体制を整えることが必要である。
・帯広・十勝の２次医療圏における公的医療機関の将来への位置付けを考えるべき。
・医療全体のボリュームだけでなく質も大切であり、十勝全体での一定の水準を示し、施策に上げていくべき。

２－２－１　地域福祉の推進
・健康生活支援システムで担うこととなっていた市立病院に替わる施策がない。

２－２－２　高齢者福祉の推進
・特養待機者など施設サービスを必要としている人がおり、施設サービスに関する指標を設定すべきと考える。
・実感度は、高齢者や家族が安心して人間らしい暮らしができるかを問うべき。

２－２－４　社会保障の推進

・国保や介護保険など給付を抑制する方向に見える。施策内容、指標ともにセーフティネットとして機能させていく観点が必要である。

・要介護認定者の割合は、制度変更との関係を考えると指標としてなじまないのではないか。
・福祉・医療分野への若者の参入は、人口・雇用対策にもつながり総合的な視点で取り組む必要がある。
・セーフティネットが機能していない。新しい時代の社会保障制度であることを念頭に計画を策定すべき。
・各社会保障制度についての課題やそれぞれの制度の方向性を周知し、安心させることも必要である。
・10年間でどのような社会保障を提供するのか、これにより住民福祉の向上がどう図られるかを見せることが大事である。
・「第１号被保険者に占める要介護１以上の認定者の割合」という成果指標は不適切である。

２－３－１　子育て支援の充実
・少子化に対応するため、子育て支援に積極的に取り組むべき。
・産むという視点を入れ、産み育て支援とすべき。
・成果指標は、人口対策の観点から母子手帳の発行数や出生届なども考えられる。また、実感度は安心して産める環境が整っているかを
問うべき。
・子どもを産める環境をどうつくっていくかが大切である。
・子どもたちの生きる力と生きる権利は表裏一体であり、子どもの権利条約を定め、教育と福祉をつなげることが必要である。
・貧困、格差など子どもを取り巻く状況について分析などを行うことで施策も見えてくると考える。
・子どもの貧困の視点が必要である。
・成果指標として出生率の向上を設定すべき。
・「地域で子育てを支える環境づくりをすすめる」とあるが、「帯広市全体で子育てを支える」とすべき。

③ 活力あふれるまち（基本構想３、⑵）、Ⅲ 活力あふれるまち（基本計画）
・まちづくりの目標は、市民にとってどうなのかという視点で書く必要があり、「域外から人が集まる」という記述は、豊かさが享受で
きるなどの表現に改めるべき。
・地場産業の育成が重要であることを示すべき。
・環境モデル都市として、農業と産業を環境に結びつけることが必要である。
・環境問題に取り組んでいくという強い意思を示すべきである。
・環境などの新産業分野や介護・福祉・医療分野などにおける新しい人材育成、雇用環境づくりを具体的にすすめる必要がある。
・新産業の創出、活力とにぎわいのあるまちを強く前面に打ち出すことが重要である。
・食・エネルギー・生活面で自立していく観点で計画を考えていくべき。
・指標の目標値は基準年から横ばいでは、市民実感度も上がらないのではないか。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
・実態を調査を行い、意識改革など新しい時代に対応した、総体的な戦略を立ていく必要がある。

３－１－１　農林業の振興
・十勝の農業は安心安全に力を入れているということを書き込んでいく必要がある。環境に配慮した農業の施策は、ＨＡＣＣＰ、クリー
ン農業、トレーサビリティーなど全国の先導的な具体的取組をさらにすすめるべき。
・食料自給率向上や食料供給体制構築は、地域農業者の生産活動だけで解決するものでない。農畜産物を生産するだけでは国家的な期待
に応えることができず、農業の展望は開けない。新たな視点が必要である。
・牛乳や乳製品などの地元でできる生産拡大や新たな備蓄の方法など、新たな発想も加えながら、食料主権、自給率向上への対応が必要
である。
・農業者のやる気を起こし、技術力の高い人にメリットがあるような農政を進める必要がある。
・農地や水がなければ農作物はできない。生産基盤の整備、かんがい排水計画を進めるべき。
・高齢化により農家戸数、従事者は、10年後も現状とはならず、必然的に新しい状況として、企業参入もありうるのではないか。
・農業者だけでなく市民も一緒になって、将来に向けて、農業を守り、高める体制をつくっていく必要がある。
・農業は価格保証、担い手育成、食料主権、安全安心と地産池消の４つの角度から施策を展開することにより、自給率、産出額が高まる
と考える。
・担い手育成の観点から成果指標として農家戸数を設定すべき。
・農林業の振興には、生産、加工、流通、地産地消、食育、ブランド化までひとつにまとめられているが、区分して整理する必要があ
る。

３－１－２　工業の振興
・地域の優位性をどこまで高められるか、成果としてどうしていくかという観点で、高付加価値化を図るためのものづくり産業の振興が
必要である。
・太陽光やバイオマス資源のビジネス化をはかるべき。
・工業振興と産業間連携に、エネルギーの自立という観点からの書き込みが必要である。

３－１－３　商業の振興
・高齢化を踏まえ、市街地に住む人が買い物難民にならないよう、商業施設の配置・誘導が必要である。

３－１－４　中小企業の基盤強化
・生産年齢人口が減るという前提で指標も考える必要がある。１法人あたりの法人市民税額の指標の目標値は適切か。
・建設業の市内総生産、雇用者所得が大きく低下するなどの状況変化の中で、産業構造の転換が大事である。
・地元中小企業に対しても企業誘致促進策と同程度の支援策があるべき。
・振興会議については、提言を積極的に取り上げて具現化していかなければ機能しない。
・成果指標として「１法人当たりの法人市民税の賦課金額」は不適当である。産業振興ビジョンがどう機能して中小企業の基盤を強化し
ていくかという観点から成果指標を設定すべき。

３－１－５　産業間連携の促進
・地域の資源、特性を活かした産業振興を視野に入れる必要がある。小麦の製粉工場を地元につくることにより、新たな産業にすること
ができる。
・産学官連携、農商工連携を促進する上でのハブ機構をどこに求めるか、核の部分を位置付けるべき。

３－１－６　雇用環境の充実
・雇用環境の充実をはかるためには、先見性、実効性、確実性のある政策が求められる。
・環境産業など新産業分野における人材育成・確保は、今後ますます重要となる。新産業分野の雇用環境の充実をはかるべきである。
・介護・福祉・医療は、働く場であり、一つの産業として生き生きと働ける環境づくりを観点として持つべき。
・男女共同参画社会の視点で、どのような雇用・労働環境を目標とするか、意識することが必要である。
・非正規から正規に雇用形態が移行することに対する支援が必要。非正規問題の一つの対策として季節労働者問題を位置付けるべき。
・高齢者が生き生きとして暮らすためには、就業機会を確保・拡充していくことが大事である。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
・低賃金がさまざまな分野に影響を与えており、セーフティーネットとともに安心できる労働条件の実現を目指すべき。
・成果指標として正規雇用率を設定すべき。

３－２－１　中心市街地の活性化
・自転車の利用など、コンパクトシティと環境モデル都市の関連を位置付けるべき。
・国の合同庁舎を含めた土地利用の促進に積極的に取り組んでいくことを示すべき。

３－２－２　観光の振興
・流行に左右されることのない一次産業に立脚した滞在型・体験型観光の考え方を持つべき。
・現状と課題の記述内容を十分に検討すべき。

④ 自然と共生するまち（基本構想３、⑵）、Ⅳ 自然と共生するまち（基本計画）
４－１－１　地球環境の保全

・市独自の地球温暖化防止対策条例の制定が必要である。
・キャスビー（CASBEE　建築環境総合性能評価システム)を活用するなど、建築物の環境負荷に関する記述が必要である。
・温暖化防止対策の実効性を確保するためには、民間との連携が重要である。
・環境モデル都市として、低炭素社会おける日本のモデルとなるような世界に発信する環境政策に取り組むことが、農業地帯である十
勝・帯広にとって重要である。
・環境学習の推進にあたっては、市民への環境情報の提供は重要である。
・地域エネルギーの地産地消は国と連携しながらすすめる必要がある。
・ＣＯ２排出抑制やごみ減量化の取り組みによって、どれだけの成果があったのか、市民に情報提供をすすめるべき。
・環境モデル都市としての取り組みが、さらに重要となってくる。具体的な視点に立って自然と共生するまちとして、新たな方向性を示
すべき。
・市が率先して取り組む環境保全やごみ減量化を市民にPRすべきであり、そのことが市民の協力を得る大きな力となる。
・市が行う公共事業などの実施において、環境保全の考え方を持つことが必要である。
・エネルギーについても可能な限り自立するまちをめざすことを示し、エネルギーの自立を意識した柱立てや表現をすべき。
・寒冷地では暖房に係る化石燃料の削減が重要であり、ゼロエネルギー住宅の取り組みをすすめるべき。
・ＣＯ２の削減目標は市民一人当たりで示した方が、市民にとって分かりやすく、共通の目標として取り組めると考える。
・国が示した施策に乗っているから、自信を持ってエネルギーの自立を言えない。市独自の環境施策を示すべき。
・環境モデル都市だから取り組むということでなく、帯広の森づくりなど元々持っているものを大事にすべき。
・十勝のエネルギーの自立ということを帯広の独自色として出していく必要がある。

・環境基本計画、省エネビジョン、新エネビジョン、モデル都市アクションプランなど各計画の削減目標の考え方の統一が必要である。

・市民の生活が変わらないと環境対策はできない。市民エネルギー基金の創設など市民が環境に対する関心と転換を始めていく足がかり
を作っていくことが大切である。
・運輸部門の二酸化炭素排出量を削減するための具体的対策が必要である。
・成果指標に、自然エネルギーの自給率、あるいは転換率を設定すべき。
・環境は公益の財産であるという視点が、地球環境を守るまちづくり、うるおいのあるまちづくりにつながっていく。

４－１－２　廃棄物の資源化と適正処理
・大量生産・大量消費の構造が変わらないまま、リサイクルは進んだが、大量廃棄という根本の問題を考える必要がある。３Ｒの一番目
はリデュースである。拡大生産者責任、ゼロウエスト（ごみを出さない）の取り組みなど、新たな方向性を示す必要がある。

４－２－１　公園・緑地の整備
・公園で事故が起きないよう、ハード・ソフト両面から安全対策をすすめるべき。
・住宅地と調和し、一体化した河川整備を進め、水に親しめる空間づくりが必要である。

４－２－２　水道水の安定供給
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
・水の安全保障、国際貢献・協力についての記載が必要である。
・地下水利用の適正化に向けた取り組みが必要である。
・都市部と農村部の水道の一元化を進めるべき。
・地下水公有論も一つの考え方として今後重要な課題となってくる。

４－２－３　下水道の整備
・雨水整備率の目標値が10年間で41.5→45.6％は低く過ぎないか。雨水整備をさらにすすめる必要がある。
・整備率の低い雨水整備や下水管路の点検・補修をすすめる必要がある。

⑤ 快適で住みよいまち（基本構想３、⑵）、Ⅴ 快適で住みよいまち（基本計画）
５－１－１　住環境の充実

・民間で共同型住宅、多世代共同型住宅、コレクティブハウジングなどの取り組みに対して支援していく必要がある。また、民間のス
トック活用が必要である。
・未利用地の整備促進では、太陽光の活用など市の施策に適合する事業者への支援を積極的に進める必要がある。
・快適なまちづくりのためには、生活利便施設の位置づけを明示すべき。
・人口対策とリンクした住環境の充実は不可欠であり、人口対策に主眼を置く必要がある。持ち家比率の推移を定住化の成果指標として
設定すべき。
・総合計画の中で、人口対策が10年間で極めて重要な課題であることを意識させることが必要である。
・経済状態がよくならず、人口も右肩下がりの中で、市民は負担を伴う施策についてこれないのではないか。
・公的借家に入居できない人たちへの具体的な取り組みが必要である。
・定住促進については、社会動態の減少をくい止める戦略的な発想が必要になってくる。帯広に家を建てたくなる条件整備が重要であ
り、新婚世帯用の住宅の紹介や、住みやすいような支援、子育て世帯への支援が必要である。
・定住の定着を示す成果指標を取り入れるべき。
・高齢化対応の市営住宅という点で指標項目はこれでよいのか。高齢化社会の中で必要性と提供するサービスについて精査する必要があ
る。
・社会動態の減少に一定の歯止めをかけ、あるいは増加施策を打ちながら、10年間で自然動態も増加傾向に導く考え方が必要である。

５－１－２　魅力ある景観の形成
・今後、景観条例の制定を考えるべき。市民と行政が一緒になって魅力ある景観づくりに取り組む必要がある。
・中心市街地はまちの顔であり、看板、広告については、一定のルール化が必要である。
・帯広の特徴や個性を活かしてアイディアを出しながら景観づくりをすすめる必要がある。

５－１－３　墓地・火葬場の整備運営
・合葬墓など、墓地への市民ニーズの変化への対応が必要である。
・墓地には、公園的な機能をもたせるなど、いろいろなバリエーションがあるべき。
・火葬場は、今後想定され得る大規模改修、改築計画も含めて示す必要がある。

５－２－１　道路網の整備
・道路網の整備については、冬でも歩道が利用できるよう配慮すべき。
・都市計画道路の見直しについては、方向性を示すべき。
・歩道の整備や特殊舗装道路の路盤の入れ替えなどの整備をすすめる必要がある。具体的に整備目標を示すことが必要である。

５－２－２　総合的な交通体系の充実
・モビリティマネジメントの考え方を６期総にも取り入れるべき。
・将来に向けてライトレールの考え方を検討すべき。
・高齢社会、コンパクトシティの考え方から、様々な連携をしながら、バス交通に力を入れていくべき。帯広の森運動施設区のこどもの
利活用の面でも必要である。
・新幹線の整備については、札幌だけが経済波及効果を享受するものでなく、北海道全体として対応すべき。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
・バス交通の指標が基準年と目標年が同一となっているが、民間事業者と連携し利用増を図ることが必要である。
・高齢社会の中で公共交通の利便性向上をはかる必要がある。
・総合交通体系の実感度の調査項目は、空港、バス、高速道路を分けて質問する必要がある。
・新幹線の検討は、財源を含めて可能なのかどうか、よく考えなければならない。
・総合交通体系については、道路、空港、港、鉄道と単品で対応するのではなく、総合的な戦略をもって進めていく必要がある。

５－２－３　地域情報化の推進
・地域情報化は市民生活や産業振興に不可欠な社会基盤である。現在高速化されていないところは、６期総で早急に取り組むべき。
・地域情報化の推進においては、学校、農村における整備の促進とともに、防災・防犯の情報提供も必要である。
・地域情報化には二面性がある。情報弱者に対する対策を記述すべき。電子情報ばかりでなく、従来ベースの情報伝達も必要である。
・地域情報化は、高齢社会を踏まえ、情報弱者の利便性向上をはかる視点が必要である。
・基盤整備や民間との協力による促進だけでなく、市が具体的に何をするのか示す必要がある。

⑥ 生涯にわたる学びのまち（基本構想３、⑵）、Ⅵ 生涯にわたる学びのまち（基本計画）
６－１－１　学校教育の推進

・学校教育と家庭、地域の連携のため、ＰＴＣＡへの流れを促進する必要がある。
・人間性豊な教師の育成が重要であり、教師の指導力の充実が必要である。
・自ら学び、考え、行動できる力、すなわち批判的判断力、創造的思考力を育む教育が大切。
・通常の学習だけでなく、実社会、まちづくりに関わっていくことも重要である。
・帯広十勝の素晴らしい環境を活かした特色ある教育が必要である。
・小中学生に対して、総計やまちづくりについて冊子にして配るなど、帯広の将来を一緒に考えるよう促すことも必要である。
・コンピュータを扱う教室の確保に苦労している学校もある。余裕教室の活用などによる環境整備を図るべき。ネットいじめへの対応な
ど、コンピュータのソフト面での教育が必要である。
・学校図書館どうしの機能分担と連携、市図書館との連携が必要。図書の冊数確保、司書配置により子どもたちに本との関わりを持たせ
るべき。
・学校図書館の成果指標は、国の整備計画に基づく図書の整備冊数で表すべき。

６－１－２　教育環境の充実
・教育をすすめる上では、家庭との連携が重要である。このことを具体的に表現していくべき。
・学校施設の整備は、グリーンハウジングの考え方ですすめるべき。
・校舎耐震化において、国の有利な制度を活用すべき。そのための計画の貼り付けが大事である。
・設備の耐用年数は短く、建物と設備の耐用年数の違いをカバーしないと長寿命化計画は成り立たない。トイレの整備は10年間の計画の
中で進めるべき。
・体育館はトイレが洋式になっていないなど、避難所としての機能を持っていない。耐震化、改築にあわせ対応していくべき。

６－１－３　高等学校教育の推進
・間口削減の大きな流れの中で帯広の子どもが市内の学校に通えるようにすべきであり、間口削減の具体的対策を取るべき。南商で何ら
かのメリットを与えられないか考えるべき。
・南商が短大、大学に発展することもあってもよい。南商の将来展望、市立高校としての戦略が必要である。

６－１－４　高等教育の充実
・大学が学生集めに苦労している状況をチャンスと捉え、学生が夏だけ帯広に来る二地域大学などを考えるべき。
・農学部、体育大学、寒冷地スポーツ学科、海外観光客向けの語学大学、国立医科大学なども考えられる。
・各大学の優位な点を組み合わせ、大学間の連携により、研究機関や教育機関をつくっていくのが今のニーズに応えることになる。通信
制大学のサテライト機能なども含め、大学誘致の選択肢を幅広く持ち、高等教育に対するトータルな考え方を持って取り組むべき。
・エネルギーの自立といった観点から、エネルギー分野を研究する大学を目指すことを検討すべき。
・専門的な組織をつくり、新たな大学の具現化に向けて実現方法を模索すべき。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
６－２－１　学習活動の推進

・社会教育施設の共同事業の実施など、施設の連携は良いことであり期待したい。
６－２－２　芸術・文化の振興

・地元の作家の芸術作品等をより多くの人に見てもらえるよう、推進計画の中でこうした視点を取り入れるべき。
・芸術・文化活動は様々なバリエーションがあっても良い。ＨＰを一つの発表の場として活用することも新しい芸術・文化の形ではない
か。

６－２－３　スポーツの振興
・総合体育館の場所問題は早期に議論が必要である。
・スポーツ施設が充実する一方、年少人口は減少している。今後は、誰もがスポーツに親しみ、楽しむことができる環境づくりを進め、
裾野を広げていく必要がある。
・誰もが取り組める帯広独自の手軽なスポーツを今後さらにすすめていくべき。
・総合体育館の整備は、まちの活性化も考え、市民に情報提供しながら早期に実現すべき。

⑦ 思いやりとふれあいのまち（基本構想３、⑵）、Ⅶ 思いやりとふれあいのまち（基本計画）
・互いの尊重、思いやり、ふれあいのあるまちを創るためには、大きな観点が必要。思いやりとふれあいのまちは、６つの施策で完結す
るものではない。絡み合った縦糸と横糸を整理し、調整機能を働かせ、総合的に進めることがが重要である。

７－１－１　人権尊重と平和な社会の形成
・平和に対する意識の向上について、子どもの頃からの実感する教育が必要である。
・平和教育は子どもたちが実感できるような取り組みが必要である。
・平和市長会議が掲げた2020年までに核兵器廃絶するという大きな目標に向けて、今できることを実施していくことが大事である。核兵
器のない国際社会の実現を強く打ち出すべき。
・世界に貢献するためには、環境、農業、平和など地域の考えや取組みを対外的に発信することや、世界との比較でどの位置にあるの
か、市民に分かりやすく示す必要がある。
・なぜ虐待や暴力など人権を奪うような事件が多発しているのかということを、もっと深めていくべき。誰もが自己肯定感を持てるよう
な社会に向けて、思いやりのまちの視点から補強が必要である。

７－１－２　男女共同参画社会の推進
・少子高齢化による労働力人口減少の中で、今後期待される労働力として有配偶女性が注目されてくる。仕事と生活が調和できる働き方
の定着が課題になる。
・男女共同参画については、一分野に留まるものでない。一本串が通るような形が本来あるべきものであり、男女共同参画の条例化な
ど、具体的に進めていくことが必要である。
・社会を構成している男女の違い、これまでの歴史の中で染み付いたものを改善していくためには時間と努力がいる。

７－１－３　ユニバーサルデザインの推進
・心のユニバーサルデザインが必要である。年齢の違い、障害のあるなし、所得などの部分でのユニバーサルデザインによるまちづくり
ということがなければ、ハードの面だけでは不十分である。
・借家に住む方々に対して、どういう形でユニバーサルデザインを生活に組み込んでいくかを政策化する必要がある。

７－１－４　アイヌの人たちの誇りの尊重
・先住民族であるアイヌの人たちの誇りの尊重をしっかりと見据える必要がある。

７－２－１　地域コミュニティの形成
・「地域が課題解決に向けて主体的に考え、取り組みをすすめる新たな仕組みづくりを検討します」ではなく、これまでの課題を考える
と「立上げて進めていく」とすべき。コミュニティ再生は、課題を与えることで弱かった部分を盛り返す力がでてくる。
・コミュニティの役割と再生については、「思いやりとふれあいのまち」と「自立と協働のまち」の両方にかかわってくるものであり、
計画の中でどう扱うか考える必要がある。
・地域において、市職員とそのＯＢには、行政の普及、広報広聴のなど多様な役割と責務が大きくなってくることを示す必要がある。
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（参考） 新総合計画特別委員会（第７回～第１１回）　原原案に対する意見一覧

項目 意見・方向性
７－２－２　国内・国際交流の推進

・東京帯広会や関西帯広会は、地域間交流だけでなく、移住、企業誘致、物産などの面での期待度が今後、大きくなってくるので、項目
を設けるべきである。

⑧ 自立と協働のまち（基本構想３、⑵）、Ⅷ 自立と協働のまち（基本計画）
８－１－１　市民協働のまちづくりの推進

・市民協働を進めるにあたっては、市民への押し付けとならないよう配慮する必要がある。
・市民への情報の提供については、正確で丁寧に行うことが必要である。インターネットをしない人に配慮し、HP以外の広報、マスコミ
を使った提供も必要である。
・国と地方の役割の中で、自治体が財政・仕事の分権を進め、地域が一緒になって協働していくことがないと市民もついてこないと考え
る。
・協働のまちづくりをすすめる前提となる、まちづくり基本条例の規範を前面に出す必要がある。
・市長の公務日誌の公開、庁議録、庁議の資料、市長への手紙の公開など、情報の積極的な公開と市民からの指摘を共有することが、市
民参加につながる。

８－１－２　自治体経営の推進
・総合計画を進めていくために、各部門で条例を策定し推進していくことが必要である。
・民間活力を活用した行革を具体的にどうすすめていくかが重要であり、また、指標の設定も必要である。
・地方交付税の減少と財政運営の一層の健全化はイコールで扱うのではなく、三位一体の改革や事業規模の減少による交付税の影響など
丁寧な記述が必要である。成果指標は、実質債務残高比率や実質的将来債務負担額比率も含めて考えるべき。

８－１－３　広域行政の推進
・広域行政の推進の上では、十勝全体を見据えたグランドデザインがベースとなる。定住自立圏の取り組みをすすめる必要がある。
・広域行政の推進の中に、産業連携による新たな産業創造、医療機関との連携、医師不足、看護師不足への対応について具体的な書き込
みをすべき。また、「産業連携による新たな産業起こしの取り組みを推進する」という具体的な記述も必要と考える。
・広域的な連携は重要であり、強調すべきである。

８－２－１　行政サービスの充実
・職員一人一人が市民協働の意識を持つことが必要である。
・市役所、道、教員などのOBがこれまで培ったノウハウをまちづくりに活かすNPO組織など協働の受け皿づくりが必要と考える。市職員
は市民として一生まちづくりに参加するという意識が大事である。
・行政におけるサービスの質の向上は具体的な意味がわかりにくい。

８－２－２　適切な行政事務の執行
・法令順守の立場から、「適正な行政事務」とすべき。

●その他
主な想定事業・概算所要資金量等

・平成12年の地方分権一括法で緩和された課税自主権について、新総合計画で考えていく必要がある。
・地域の産業振興策が雇用、税収につながっていく。地域内経済循環の現状把握、分析などの研究をする必要がある。
・公債費などの義務的経費の見通しについて、大枠を示し市民理解を得る必要がある。
・将来負担を踏まえ、人口の実態に即した財政収支に基づき計画を推進していくことが必要である。
・人口想定に沿った収入見通しを立て、事業の推進は柔軟性を持ち、分野調整できるようにする必要がある。
・義務的経費が増加する中で、独自性を出すための財政確保が必要である。
・事業が、福祉や地域経済の仕事起こしに関し、どう影響するのか、クロス的に示すことも必要である。
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１  計画の考え方  
 

（１） 策定の趣旨 

 
帯広市は、西に日高山脈、北に大雪山系、東に白糠丘陵・阿寒などの豊かな自然に囲ま

れた、日本有数の食料基地である十勝平野の中央に位置し、農業や商工業などの地域産業

に支えられながら、十勝圏の中核都市として発展してきています。 

本市の開拓の歴史は、明治 16年、民間の開拓団・晩成社の入植にはじまります。全国各
地から入植した先人は、先住民族であるアイヌの人たちが暮らす原始の大地に豊かな耕地

を拓き、平原のまち・帯広を築きました。 

本市は、明治政府の北方警備と開墾を担う屯田兵による開拓が主体の北海道開発史の中

にあって、高い志を持った民間開拓団が拓いた特徴的な地域であり、幾多の困難を乗り越

えながら培われたフロンティア精神は、今に受け継がれています。 

また、開拓の初期から、北海道拓殖計画やワシントンＤ.Ｃ.をモデルに構想された計画

に基づき都市の骨格が形成され、都市を森で囲む帯広の森構想や緑の工場公園、都心部大

改造、ニュータウン造成、農業生産基盤などの大事業を経て、今日、道内有数の都市とし

て発展してきました。 

現在、我が国は、経済のグローバル化の進展、人口減少時代の到来、地球環境問題の顕

在化、地方分権の進展など、新たな時代に向けて取り組まなければならない諸課題に直面

しています。地域においては、経済の低迷や雇用不安、人口問題等の課題を乗り越え、成

熟社会における豊かで活力のある質的に充実した地域社会を創造していかなければなりま

せん。 

分権時代において、自治の気概を持ち、市民の知恵と力を結集し、地域の主体性に基づ

き、自主・自立のまちづくりをすすめ、未来に向かって持続的な発展をめざすため、この

計画を策定するものです。 

 

 

（２） 計画の性格 

 

本市は、昭和 34年、全国の自治体に先駆けて『帯広市総合計画』を策定して以来、約半
世紀にわたり、総合計画に基づき、都市基盤や産業基盤などの整備を着実にすすめ、今日

の発展の礎を築いてきました。 

十勝圏の中核都市として、今後、さらに発展していくためには、先人が築きあげてきた

地域の歴史・文化などを踏まえながら、時代潮流や多様化する市民ニーズを的確に捉え、

快適で住みよいまちづくりをすすめる必要があります。 
総合計画は、地域の創意工夫により、個性と魅力あるまちづくりをすすめる上で、重要

な役割を果たすものであり、第六期帯広市総合計画は、まちづくりの主役である市民と行

政が力を合わせて、市民協働によるまちづくりをすすめる指針としての性格を有するもの

です。 
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今回の総合計画は、「帯広市まちづくり基本条例」の制定後に策定する初めての総合計

画であり、策定の過程を議会と共有しながら取り組んだ計画でもあります。 

 

 

（３） 計画の概要 

 
① 名称 

 
計画の名称は、『第六期帯広市総合計画』とします。 

 
② 計画の構成と期間 

 

第六期帯広市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「推進計画」で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基本構想」は、まちづくりの基本方向などを示すもので、地方自治法に基づき議会

の議決を経て策定するものです。期間は、平成 22年度から平成 31年度までの 10年間と
します。 

 

「基本計画」は、基本構想を実現するために取り組む政策・施策などを示すものです。

期間は、基本構想と同様に 10年間としますが、社会経済状況などの変化に柔軟に対応す
るため、中間年において点検し、必要に応じて適切な見直しを行います。 

 

「推進計画」は、基本計画の政策・施策を実現するために取り組む事務事業を示すも

のです。行財政状況や国等の政策動向などを踏まえ、効果的・効率的に政策・施策を推

進する必要があることから、期間を３年間とし、毎年度策定することとします。 

 

 

第 六 期 帯 広 市 総 合 計 画 の 構 成

基 本 構 想
（10年）

都 市 像

まちづくりの
目  標

（８目標）

基 本 計 画
（10年）

推 進 計 画
（３年）

政  策
（17政策）

施  策
（50施策）

事 務 事 業 事　務　事　業

まちづくりの
目　標

政　策

施　策

都　市　像
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（４） 分野計画 

 
総合計画に基づく各分野の政策・施策を効果的に推進するため、総合計画に即して、分

野計画を策定します。 

 
 

（５） 国や北海道などの計画 

 
第六期帯広市総合計画は、国、北海道などの諸計画との整合に留意しながら策定すると

ともに、国や北海道などと連携し、関連事業等を活用しながら、効果的・効率的な推進に

努めます。 

     序 論  １ 計画の考え方    

第 六 期 帯 広 市 総 合 計 画第 五 期 帯 広 市
総 合 計 画

次 期 帯 広 市
総 合 計 画

～H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32～

基　本　構　想

基　本　計　画（中間年に点検し、必要に応じ見直し）

H22-24推進計画

H23-25推進計画

H24-26推進計画

以後毎年度策定

国・北海道の計画

計画の戦略的目標・めざす姿

国土形成計画   〔H20～H29〕東アジアとの円滑な交流・連携

持続可能な地域の形成

災害に強いしなやかな国土の形成

美しい国土の管理と継承

「新たな公」を基軸とする地域づくり

アジアに輝く北の拠点～開かれた競争力ある北海道の実現

森と水の豊かな北の大地～持続可能で美しい北海道の実現

地域力ある北の広域分散型社会～多様で個性ある地域から成る北海道の実現

新・北海道総合計画 人と地域が輝き、環境と経済が調和する、世界にはばたく北海道

～売り込む・呼び込む・生きる～

高速交通ネットワークで結ばれる道東の拠点「十勝」〔H20～H24〕

（ほっかいどう未来創造プラン）

（十勝連携地域 政策展開方針）

地球環境時代を先導する
新たな北海道総合開発計画

計 画 名

〔H20～H29〕

〔H20～H29〕
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２ 時代の潮流とまちづくりの課題 
 

我が国は、これまで高度経済成長を経て、世界有数の経済大国として、豊かで平和な社

会を実現してきました。 

しかし、少子高齢化の進行、経済のグローバル化の進展、地球環境問題への対応、分権

型社会の構築などの諸課題に直面しています。 

さらに、新興国の台頭などによる経済の相互依存の深化、人口・産業集積などの大都市

と地方との格差の拡大、成熟した社会の中で疎外感を抱く人々や貧困・格差の存在などが

社会問題となっています。 

今後、将来に向かって発展するために、これまで社会を支えてきた仕組みや社会経済の

あり方などを、これからの社会にふさわしいものへと変革しなければならない状況にあり

ます。 

本市を取り巻く社会経済環境の変化を踏まえ、市民が互いに尊重し合い、市民と行政が

力を合わせて、総合的な視点からまちづくりをすすめ、住民福祉の向上を通して、持続性

のある豊かな地域社会を創造していく必要があります。 

 

 

（１） 人口減少や少子高齢化がすすむ社会 

 

我が国は、急速に少子高齢化が進行し、平成 16年をピークに、今後数十年間減少が続く、
人口減少時代が到来しています。 

人口減少は、都市空間や教育環境などのゆとりを創出する面があるものの、生産年齢人

口の減少、コミュニティ機能の低下、現役世代の社会保障費の負担増など、社会全体に様々

な影響を及ぼすことが懸念されています。 

国では、「少子化社会対策基本法」等に基づき、少子化対策をすすめるとともに、高齢者

等への安心施策を推進しています。 

本市においては、少子高齢化の進行とともに、ベッドタウンである周辺３町や札幌市、

首都圏などへの人口流出により、平成 13年以降、人口減少が続いています。 
本市が、今後とも十勝圏の中核都市の役割を発揮し、圏域の発展に貢献していくために

は、一定規模の人口集積をすすめる必要があります。 

近年の人口構造の変化を踏まえ、定住を促進するため、誰もが暮らしやすく、安心して

子どもを生み育てることができる環境づくりなどをすすめるとともに、地域経営の視点か

ら、都市機能の集積や地域経済の活性化、適正規模のまちづくりをすすめる必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

    序 論  ２ 時代の潮流とまちづくりの課題   
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（２） 安全・安心を求める社会 

 

近年、国内外において、地震や洪水などの大規模な自然災害が発生しています。また、

食品の偽装や消費者被害の発生、救急医療の受入体制など、社会の信頼性に関わる問題が

生じています。 

こうしたことを背景として、安全・安心に関する意識が高まり、防災や危機管理体制の

整備などにより、安全で安心して暮らすことができる社会づくりが求められるようになっ

ています。 

帯広・十勝では、十勝沖地震、台風による風水害などが発生しており、避難所や公共施

設などの耐震化、地域における自主的な備えなどをすすめる必要があります。 

また、火災、交通事故、犯罪などのない安全な地域社会づくりにも取り組む必要があり

ます。 

高齢社会を迎え、国と地方が連携し、地域医療体制の充実や安定した社会保障制度など

により、安心して暮らせる環境づくりをすすめていく必要があります。 

農業や食品産業を基幹的な産業とする帯広・十勝においては、食の安全・安心や地産地

消などの取り組みをすすめていくことも重要となっています。 

 

 

（３） 経済のグローバル化がすすむ社会 

 

世界経済は、地球規模のネットワーク化の進展、先進国をはじめ新興国の成長に伴い、

市場の拡大、貿易・金融自由化が急速にすすみ、経済の多角的な結びつきが強まり、我が

国でも、製造業を中心とする東アジアへの資本流出、国内産農産物の輸出や海外からの観

光客が増加するなど、経済のグローバル化がすすんでいます。 

米国に端を発した世界的な金融危機と、我が国の急激な景気の悪化を契機に、雇用不安

や格差に対する懸念が社会問題となり、経済構造の見直しや体質改善などの課題が生じて

います。 

また、人口や産業集積の違いによる大都市圏との経済格差の拡大に伴い、地域経済は需

要と供給の両面から縮小に向かうことも懸念されています。 

さらに、世界的な貿易自由化の潮流の中で、世界貿易機関（WTO）農業交渉や日豪経済連

携協定（EPA）交渉などがすすめられており、十勝の基幹産業である農業が極めて厳しい環

境に置かれることも懸念されています。 

こうした状況にあって、地域資源などを活かした産業の振興や産学官の連携による中小

企業の活性化、雇用の確保などに取り組み、足腰の強い地域経済の基礎づくりをすすめ、

持続的な発展をはかることが重要となっています。 

 

 

 

     序 論  ２ 時代の潮流とまちづくりの課題    
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（４） 地球環境を大切にする社会 

  

近年、経済活動の拡大などに伴い、地球温暖化をはじめとする環境問題、食料や資源・

エネルギー問題、水資源問題など、国際的に取り組まなければならない課題が顕在化して

います。 

石油などのエネルギーの多くを海外に依存している我が国は、低炭素社会の実現をめざ

して、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を抑制するため、太陽光やバイオマ

スなどの自然エネルギーの活用などに取り組んでいます。 

本市は、市民協働による帯広の森づくりや環境に配慮した農業の展開、廃棄物の減量・

資源化など、循環型・環境保全型のまちづくりをすすめてきています。 

帯広・十勝において、環境を大切にする地域社会づくりは、快適な都市づくりはもとよ

り、農業をはじめ地域産業の発展にも結びつく重要な課題です。 

環境の有限性を認識し、水や緑を地域共有の財産として保全し、廃棄物の排出抑制、エ

ネルギーの地産地消、環境産業の育成など、環境と都市、環境と経済が両立する低炭素社

会のモデルとなる持続可能な地域づくりをすすめる必要があります。 

 

 

（５） ネットワーク化がすすむ社会 

 

高速道路、航空などの交通ネットワークや高度情報通信ネットワークの形成により、人

や物、情報の流れは、急速に高速化がすすんでいます。 

国では、いつでも、どこでも、超高速の情報通信ネットワークが利用できるユビキタス

ネット社会の実現をめざし、基盤づくりをすすめています。 

高度情報化の進展により、国内外との時間距離の大幅な短縮や、地域間の情報格差の解

消など、経済や暮らしの利便性の飛躍的な向上が期待されています。 

北海道では、新幹線や高速道路網の整備がすすめられており、平成 23年度には道央圏と
十勝圏が北海道横断自動車道で結ばれ、オホーツク圏、釧路・根室圏などとも連絡する、

高速交通の新しい時代を迎えようとしています。 

高速道路網と鉄道や空港・港湾機能との有機的なネットワークの形成により、都市間や

地域間の結びつきが強まり、産業立地の促進や交流人口の拡大など、地域の活性化の進展

が期待されます。 

ネットワーク化の進展により、産業、金融、交流など様々な分野での結びつきが強まる

ことから、高速交通ネットワークや高度情報通信ネットワークをまちづくりに幅広く活用

し、地域の発展につなげていく必要があります。 

 

 

 

 

    序 論  ２ 時代の潮流とまちづくりの課題   



 
7

（６） 価値観が多様化する社会 

 

生活水準の向上や余暇時間の増加、経済活動のグローバル化などを背景として、家族の

あり方や労働のあり方が変化するなど、私たちを取り巻く社会経済環境は大きく変わりつ

つあります。 

社会の成熟化に伴い、人々の価値観は多様化し、物質的な豊かさより、心の豊かさや個

人の生き方をより重視する傾向が強まっています。価値観やライフスタイルの変化の中で、

社会貢献への意識が高まり、多様な結びつきによるボランティア活動などへの参加が増加

しています。 

一方で、地域の人口構造の変化などにより、居住地を基盤とした地域コミュニティの活

力の低下が危惧されています。これからのまちづくりにおいては、多様な市民の活力を地

域社会の発展に活かすことが大切になっており、特に、町内会などの身近な地域コミュニ

ティの活性化が必要となっています。 

また、市民が生涯を通して学び、知識や経験をまちづくりに活かすことができる環境づ

くりが大切になっています。さらに、子どもたちの個性を尊重しながら、将来の地域社会

の発展を支えるまちづくりの担い手として健やかに育む必要があります。 

市民が健康で充実した生活を送ることができるよう、市民の主体的な活動を通して、多

様な文化やスポーツに親しむことができる環境づくりが必要になっています。 

 

 

（７） 地方分権や市民協働がすすむ社会 

 

我が国では、個性と活力に満ちた地域社会の実現をめざし、中央集権型社会から地方分

権型社会への転換に向けて、地方分権改革がすすめられています。 

地方分権一括法による第一期分権改革では、国と地方は、従来の上下・主従から対等・

協力関係に改革されました。また、地方交付税改革、国庫補助負担金改革、国から地方へ

の税源移譲を一体的に行う三位一体改革や市町村合併もすすめられてきました。 

現在の第二期分権改革では、事務権限の移譲や自治体の政策展開の自由度の拡大などが

検討されています。さらに、道州制の検討、北海道における支庁制度改革などもすすめら

れています。 

地方分権の進展に伴い、住民に最も身近な行政機関として市町村の役割が増大し、今後、

地域の意思と責任に基づく自主・自立のまちづくりが一層求められてきます。 

ますます多様化する市民ニーズに応えながら、地域が主体的にまちづくりをすすめてい

くためには、住民自治の考え方に基づき、地域の力を合わせて、市民と行政との協働によ

るまちづくりに取り組んでいくことが重要になっています。 

 

     序 論  ２ 時代の潮流とまちづくりの課題    



 

 

 

 

 

基本構想 
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１ 基本構想の期間 
 

基本構想の期間は、平成 22年度から平成 31年度までの 10年間とします。 
 
 
２  将来人口 
 

我が国は少子高齢化が進行し、今後、数十年にわたり総人口の減少が予測される人口減

少時代を迎えています。地方では、大都市への人口流出などにより、人口の減少がすすん

でいます。 

本市の人口は、減少傾向にありますが、今後とも、地域の可能性を活かし、魅力あるま

ちづくりをすすめ、十勝圏はもとより東北海道の広域的な中核都市としての役割を担って

いくため、総合的な観点から定住等を促進し、平成 31年の人口を概ね 17万人と想定しま
す。 

 

 

３  都市形成 

 
本市は、市域の北から南に都市地域、農村地域、森林地域、自然公園地域に区分され、

秩序ある土地利用がはかられています。 

今日、本市は、人口構造の変化や循環型・低炭素社会への対応、社会基盤の安定的な維

持などの諸課題に対応しながら、十勝圏の中核都市としての都市形成をすすめ、持続的に

発展していく必要があります。 

都市地域は、都市機能の集積や快適な都市空間の創出をはかり、コンパクトな市街地形

成をすすめます。 

農村地域は、美しい田園景観などの地域特性を活かし、食料生産と生活の場として、調

和の取れた地域づくりをすすめます。 

森林地域、自然公園地域は、豊かな自然環境を保全するとともに、森林の管理・保全を

すすめます。 

今後とも、社会経済動向を踏まえ、広域的な交通ネットワークなどの基盤を有効に活用

しながら、十勝圏、東北海道における拠点性を高め、将来に向けて都市と農村が調和する

持続可能な都市形成をすすめます。 

 

     基本構想  １ 基本構想の期間    
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４ 基本構想策定の基本的視点 

 

（１） 市民主体のまちづくり 

 

地方分権の進展に伴い、地域の意思と責任に基づき、主体的にまちづくりをすすめる自

治の理念がより重要になってきています。中でも住民自治は、地方自治の基本的な要素と

して、極めて大切な考え方となるものです。 

市民が自らのまちを自らの力で創造する気概を持ち、住民福祉の向上をめざし、市民主

体のまちづくりをすすめます。 

 

（２） 田園都市のまちづくり 

 

地球環境問題や食料問題などが世界的な課題となっている中で、豊かな自然に囲まれ、

食料生産機能を有する、ゆとりとやすらぎのある、田園空間の価値はますます高まってき

ています。 

未来に向かって持続的に発展していくため、人間尊重を基本に、都市と農村が調和する

田園都市の創造に向けてまちづくりをすすめます。 

 

（３） 中核都市のまちづくり 

 

本市は、十勝圏との深い結びつきのもと、圏域全体に都市的サービスを提供する中核都

市としての役割を担いながら、発展してきています。 

これまでのまちづくりの歴史と蓄積の上に立って、十勝圏との一体性を保ちながら、十

勝圏の発展への貢献はもとより、東北海道の広域的な中核都市としての役割を担うまちづ

くりをすすめます。 

 

（４） グローバルなまちづくり 

 

グローバル化の進展に伴い、市民の暮らしや地域経済は世界の動きと深く関わるように

なっています。農業や観光、環境問題、ユニバーサルデザインの取り組み、平和や人権な

ど、国際的な視野でとらえ、地域の課題に対応していくことが必要になってきています。 

地域の特性を踏まえ、グローバルな視点で考え、地域において政策を展開しながら、世

界にも貢献しうる、個性と魅力あるまちづくりをすすめます。 

 

    基本構想  ４ 基本構想策定の基本的視点   
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５ まちづくりの基本方向 

 
（１） 都市像 

 
帯広市民は、豊かな自然に囲まれた、十勝の風土と歴史の中で、おおらかな気風と独自

の文化を育み、きれいな空気、おいしい水、美しい景観を有する、都市と農村が調和した

まち「帯広」を築いてきました。 

広々とした田園空間の中で展開される大規模農業は、豊かな農産物を育み、関連産業の

集積を促す、地域発展の原動力となっています。 

厳しい自然に耐え、力を合わせて未開の大地を切り拓き、幾多の困難に立ち向かいなが

ら、多様な人々や異なる文化を受け入れる寛容さを醸成してきました。これらの特性は、

地域に個性と魅力を生み、活力を創出する源泉として、今後とも大切にしていかなければ

ならないものです。 

今日、少子高齢化問題、地球環境問題、地域経済の活性化問題、教育問題、地域コミュ

ニティの問題、大都市との格差の拡大など、将来に向けて解決すべき諸課題に直面してい

ます。 

人口減少や経済縮小など、これまで経験したことのない地域活力の低下への懸念を乗り

越え、潜在的な可能性を活かしながら発展力を創出し、十勝圏の中核都市はもとより、東

北海道における拠点性を高め、住みよいまちづくりをすすめ、次代に継承していかなけれ

ばなりません。 

 

命を守り、安全で安心して暮らせるまち 

子どもが健やかに育ち、誰もが健康に暮らせるまち 

環境と産業が両立し、新たな産業が育つ活力のあるまち 

都市と農村が調和し、自然と共生するまち 

豊かで美しい自然につつまれ、快適に暮らせるまち 

生涯を通して学び、地域文化が育つまち 

人間尊重を基本とした、思いやりにあふれるまち 

分権時代を自らの力で切り拓く、自主・自立のまち 

 

をめざし、地域の力を合わせ、未来に向かって夢と希望にあふれるまち「帯広」の創造

に向け、都市像を、次のとおりとします。 

 

人と環境にやさしい 活力ある 田園都市 おびひろ 
 

     基本構想  ５ まちづくりの基本方向    
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（２） まちづくりの目標 

 

① 安全に暮らせるまち 

  
安全・安心に関する人々の意識が高まる中で、安心して日常生活を送ることのできる

地域社会づくりが求められています。災害や事故などから市民の生命と財産を守り、安

全で安心して暮らすことができるまちをつくることが必要です。 

建物等の耐震化や防災体制の整備、消防・救急体制の充実などに取り組み、災害に強

いまちをつくります。 

防犯体制の整備、交通事故の防止、消費生活の向上などに取り組み、安全に暮らせる

まちをつくります。 

 

② 健康でやすらぐまち 

 
少子高齢化の進行に伴い、誰もが安心して子どもを生み育て、生涯を通して健やかに、

やすらぎのある生活を送ることができる社会づくりをすすめることが必要です。 
市民が健康で生き生きと暮らすことができるよう、健康維持や疾病予防の推進、地域

医療体制の充実に取り組みます。 

高齢者や障害のある人が、必要とする介護や支援を受けながら、住みなれた家庭や地

域で生き生きと暮らすことができるよう、地域で支える環境づくりをすすめます。 

多様なニーズに対応した子育て支援の充実や青少年の健全育成に取り組み、子どもた

ちが健やかに育つ環境づくりをすすめます。 

 

③ 活力あふれるまち 

 
地域が発展し、豊かな暮らしを支えるためには、経済基盤が安定していることが必要

です。 

基幹産業である農業の振興をはじめ、地域の特性や資源を活かし、農商工や産学官の

連携により新たな産業を育成するとともに、商工業の振興や中小企業の経営基盤の強化

などにより、地域産業を振興し、雇用の確保をすすめます。 

都市機能の集積を促進し、帯広・十勝の顔として魅力ある中心市街地の形成をすすめ

ます。 

雄大な自然景観や安全で良質な食などの地域資源を活用した観光を振興し、域外から

人々が集う魅力あるまちづくりをすすめます。 
 
 
 

    基本構想  ５ まちづくりの基本方向       基本構想  ５ まちづくりの基本方向   
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④ 自然と共生するまち 

 
地域の持続的な発展のためには、生活や産業活動を支える環境を保全し、良好な状態

で次代に引き継いでいくことが大切です。豊かな自然を守り、自然と共生し、温室効果

ガスの排出を抑制する低炭素社会の形成をめざすことが必要です。 
環境モデル都市として、地球環境を守るため、帯広の森づくりをはじめとする緑化の

推進はもとより、環境負荷の低減や自然環境の保全などをすすめます。 
また、循環型の地域社会の形成をめざし、ごみの減量化・資源化や廃棄物の適正処理

などに取り組みます。 
快適でうるおいのある生活環境づくりのため、公園・緑地の整備や安全な水道水の供

給、下水道の整備をすすめます。 

 

⑤ 快適で住みよいまち 

 

本市が、広域的な中核都市として、さらに発展していくためには、市民の暮らしや経

済活動を支える、交通ネットワークや住環境などの都市基盤の充実が必要です。 
市民の多様なニーズを踏まえた住宅・住宅地の提供や既存宅地の有効活用をすすめる

ほか、魅力ある景観づくりなどをすすめ、快適で住みよい住環境を創出します。 
幹線道路や生活道路をはじめ、高速道路や空港、情報通信基盤などの整備を促進し、

人・物・情報の活発な交流を支える環境づくりをすすめます。 

 

⑥ 生涯にわたる学びのまち 

 
市民が生涯を通して学び、知識や経験を豊かな人生やまちづくりに活かすことができ

る地域づくりが必要です。 
将来を担う子どもたちが、社会の中でたくましく生きていく力を身につけるため、学

校教育や高等教育の充実に向けた取り組みをすすめます。 
市民が、生涯にわたる学習活動、文化・スポーツ活動などを通して、自らの可能性を

広げるとともに、交流を深め、地域社会の中で経験や能力を発揮できる環境づくりをす

すめます。 

 

⑦ 思いやりとふれあいのまち 

 
平和の尊さの意識が共有され、ぬくもりがあり、人権が尊重される社会づくりが必要

です。 
男女共同参画社会の推進やアイヌの人たちの誇りが尊重され、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づく、誰もが支障を感じることなく安全で安心して生活できる、思いやり

     基本構想  ５ まちづくりの基本方向    
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のある地域社会づくりをすすめます。 
また、自主的な地域活動を促進し、地域コミュニティの活性化をはかるとともに、国

内外の都市との多様な交流を通して、魅力ある地域づくりをすすめます。 

 

⑧ 自立と協働のまち 

 
我が国では、中央集権型から地方分権型の社会づくりに向けて様々な改革がすすめら

れています。地方分権の進展により、自治体が自主性・自立性を高め、地域の特性を活

かしながら、個性豊かで活力のある地域社会の形成が必要です。 
市民と行政が、情報を共有し、互いに役割を分担しながら、協働のまちづくりをすす

めます。 
行財政改革や広域連携の推進などにより、効率的な行政運営をすすめ、分権時代にふ

さわしい自治体経営の確立に取り組みます。 
また、多様化する市民ニーズに応え、効率的で質の高い行政サービスを提供するとと

もに、行政事務を適正にすすめます。 
 

    基本構想  ５ まちづくりの基本方向   



 



 

 

 

 

 

基本計画 

（ 総 論 編 ） 
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１ 基本計画の期間 
 

基本計画の期間は、平成 22年度から平成 31年度までの 10年間とします。 
 

 

２ 将来人口の考え方 
 

（１） 人口の動向 

 

我が国の総人口は、平成 16 年の１億 2,779 万人をピークに減少局面に移行しています。
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 18年 12月推計）」では、今
後、少子高齢化が一層すすみ、21世紀半ばには１億人を割り込むと推計されています。 
北海道の人口は、平成 10年以降減少が続き、平成 17年には 5,627,737人と、平成 12年
から 55,325 人減少（△1.0％）しています。国の推計では、平成 42 年の北海道の人口は約
468万人となっています。 
十勝圏の人口は、平成 17年には 354,146人となっており、平成 12年から 3,712人減少（△

2.1％）していますが、道央圏を除く他圏域との比較では、より緩やかな減少が予測されて
います。 

本市の人口は、出生数の減少と死亡数の増加、市外への転出超過などにより、減少傾向に

あり、平成 17年の人口は、170,580人となっており、平成 12年から 2,450人減少（△1.4％）
しています。 

年齢別人口では、年少人口が 3,209人減少（△11.9％）、生産年齢人口も 5,000人減少（△
4.2％）する一方、老年人口は、5,914人増加（22.4％）しています。 
自然動態は、出生数が減少する一方で死亡数は増加傾向にあり、自然増の増加幅は縮小し

てきています。 

社会動態は、転入、転出ともに減少傾向にあります。東北海道の各都市などからは転入超

過の傾向にありますが、周辺３町や札幌市、首都圏などへは転出超過にあり、社会減が続い

ています。年代別では、20歳代を中心に転出超過が続いている一方で、60歳以上では、転
入・転出超過の幅は、小さくなっています。 

また、交通網などの整備により、平成 17 年における本市への５％通勤・通学圏は、８町
村に及び、昼夜間人口比率は 104.0となっています。 
市民意向調査では、約７割が「住み続けたい」と、高い定住意識を示している一方で、約

１割の市民が、札幌市や周辺３町、首都圏などへ転出の意向を示しています。 

     基本計画  １ 基本計画の期間    
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帯広市の人口動態（自然動態）
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資料：帯広市住民基本台帳
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帯広市の人口動態（社会動態）
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社会動態の推移(人）
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資料：帯広市住民基本台帳  

東北海道の圏域別人口推移
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資料：平成12年、平成17年国勢調査　日本の市区町村別将来人口推計（平成20年12月）
（国立社会保障・人口問題研究所）  

 

（２） 将来人口 

 

本市が十勝圏はもとより東北海道の中核都市として発展していくためには、まちの魅

力などを高め、定住を促進し、都市として一定の人口を確保することが重要です。その

ためには、人口動態などの要因を踏まえ、関連する施策を実施していくことが必要です。 
恵まれた自然や高次都市機能の集積、交通ネットワークなどの優位性を活かしながら、

地場産業の振興や企業誘致などにより、雇用の創出をはかるとともに、安心して子ども

を生み育てることのできる環境づくりや居住環境の整備、都市の魅力づくり、移住の促

進などの施策を総合的にすすめ、定住の促進や交流人口の拡大に取り組みます。 

こうした取り組みをすすめ、平成 31 年の人口を概ね 17 万人と想定します。 
 

なお、国や北海道の諸計画との整合を考慮し、人口動態を踏まえた計画的な行政運営

をはかるため、国の将来推計人口などを参考に、各施策を展開する上で用いる人口を検

討することとします。 

 

 

 

 

 

 

    基本計画  ２ 将来人口の考え方   
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区分 平成 17年国勢調査 将来人口（平成 31年） 

総人口 
170,580人 
( 100.0%) 

170,000 人 
   ( 100.0%) 

年少人口 
（0～14歳） 

23,868人 
(  14.0%) 

   17,300 人 
(  10.2%) 

生産年齢人口 
（15～64歳） 

114,343人 
 (  67.0%) 

  101,100 人 
(  59.5%) 

老年人口 
（65歳以上） 

32,364人 
(  19.0%) 

51,600 人 
(  30.3%) 

（注）平成17年の総人口には、年齢不詳の人口を含むため、年少人口、生産年齢人口、老年人口

の合計と一致しない。 

 

 

３ 都市形成の基本方向 
  

本市は、十勝圏の中央に位置し、東西・南北方向に国道が整備され、北海道横断自動車

道が道央圏とオホーツク圏、釧路・根室圏に通じ、帯広・広尾自動車道が、とかち帯広空

港、十勝港に連絡する、広域的な交通ネットワークの要衝に位置しています。 

本市を中心とする帯広都市圏は、産業・経済、教育・文化、医療・福祉、行政などの都

市機能が集積し、東北海道で最大の人口を有する都市圏を形成しており、広域的なサービ

ス機能を担っています。今後とも、圏内の交通ネットワークの結びつきを強め、都市圏に

おける都市機能を高めつつ、一層広域的な役割を果たしていく必要があります。 

魅力ある都市を形成する上では、社会基盤の整備とともに、都市経営の視点から、社会

基盤のストック活用や長寿命化などの取り組みが必要です。また、地域の経済や雇用を支

える商業地、工業団地をはじめ、環境と調和した市街地整備など、計画的な土地利用をは

かる必要があります。 

本市の土地利用は、都市地域、農村地域、森林地域、自然公園地域の区分に基づき、今

後も適切にすすめていきます。 

 

（１） 都市地域 

 

都市地域は、市街地の拡大の抑制を基調に、市街地内の未利用地の利用を促進し、良好

な住環境の整備をはかり、公共交通などで結ばれる、コンパクトで持続可能なまちづくり

をすすめます。 

中心市街地は、商業・業務、公共公益施設の集積により拠点性を高めるとともに、居住

環境の整備を促進し、帯広・十勝の顔として、利便性の向上とにぎわいの創出をはかりま

す。 

産業系用地は、既存の工業団地への企業立地を促進するとともに、今後の企業立地の動

向や高速道路へのアクセス性、立地特性などを踏まえ、新たな産業立地基盤の整備を検討

します。 

中島地区は、リサイクル施設など環境関連施設等の集積を促進するとともに、引き続き、

墓園などの整備をすすめます。 

     基本計画  ３ 都市形成の基本方向    
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（２） 農村地域 

 

  農村地域は、広大な農地で大規模農業が展開されており、川西、大正などの各集落が形

成されています。 

農業基盤整備や農地の集団化、流動化をすすめるとともに、優良な農地を維持・保全し、

安全で良質な農畜産物の生産を促進します。 

また、農村地域の活性化をはかるため、生活環境の整備や優良な田園住宅地の供給など

により、農村地域の魅力を活かした定住の促進や都市と農村の交流をすすめます。 

 

 

（３） 森林地域、自然公園地域 

 

森林地域は、木材の生産をはじめ、地球環境保全、水源かん養、保養・レクリエーショ

ンなど、様々な機能を有しています。 

林業の振興をはかりながら関係団体と連携して森林の適切な管理・保全をすすめるとと

もに、自然とのふれあいの場として利活用をはかります。 

自然公園地域は、豊かな自然環境や美しい景観の保全に努めます。 

 

 

４ 政策・施策評価 
 

効果的で効率的な行政運営をすすめるためには、計画を立て（Plan）、事業を実施（Do）

し、その成果を評価（Check）し、評価の結果を次の計画や事業に反映させる（Action）仕

組みであるPDCAサイクルを継続的に循環させることが必要です。 

第六期帯広市総合計画では、毎年度、政策・施策評価を行い、評価結果を推進計画の策定

や事業の実施に反映し、総合計画の効果的、効率的な推進をはかります。 

政策・施策評価においては、施策ごとに設定した成果指標による評価に加え、行政活動の

成果を客観的に表すデータや市民実感度調査結果の活用をはかるなど、総合的な観点から評

価を行います。 

評価結果は、市民に分かりやすく公表し、市民等の意見をもとに評価手法の改善を通して、

客観性の向上に努めるとともに、推進計画や予算等に反映し、効果的で効率的な政策・施策

の推進に活用します。 

 

    基本計画  ４ 政策・施策評価   
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５ 構想推進プロジェクト 

 

社会経済環境の変化とともに、多様化、複雑化する地域の課題に適切に対応し、効果的

にまちづくりをすすめるためには、各部門が横断的に連携した取り組みをすすめることが

重要です。 

このため、「構想推進プロジェクト」を設け、まちづくりの課題を的確に捉え、市民と協

働しながら、各部門が連携して、対応方策を総合的に検討します。 

構想推進プロジェクトのテーマは、各部門の連携が必要な横断的な課題について、中長

期的な視点を持って設定します。 

テーマごとに関係各部門からなるプロジェクトチームを設置し、市民参加を得ながら、

課題への対応方策の基本的な方向性を検討します。 

構想推進プロジェクトの検討結果に基づき、各分野において具体的な取り組みを展開し

ます。 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

テーマ設定 

新たな課題、部門横断的な課題など中長期的な視点に立って随時設定

 

   （テーマ例） ・地域コミュニティの再生 

 ・長期的な公共施設の維持方策 

 ・ユニバーサルデザインの推進  など 

テーマ別プロジェクトチーム 

（各部門から参加） 

各分野における取り組み 

市民参加 

専門家意見 
対応方策の基本的な方向性の検討 

     基本計画  ５ 構想推進プロジェクト    

構想推進プロジェクト 
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６ 地区・住区の考え方 
 

本市は、地理的及び社会的な特性を踏まえて、行政区域を市街地６地区、農村部１地区の

７地区に区分し、さらに各地区を 24 の日常的な生活圏である住区に区分しています。 

これまで、市民生活の利便性の向上や地域コミュニティの形成を促進するため、地区・住

区を基本としながら、小・中学校、保育所、児童保育センター、コミュニティセンター、地

域福祉センター、都市公園などの計画的な配置をすすめています。 

今後も、各施策の展開にあたっては、地区・住区等の状況等に配慮しつつ取り組みをすす

める必要があります。 

また、地域のコミュニティ力の低下が懸念されていることから、町内会をはじめ地域活動

団体などによる体制づくりをすすめ、コミュニティを再生し地域課題に取り組んでいきます。 

  

◆ 地区・住区の区分 

   ・東地区（東住区、柏住区、駅前住区） 

    ・鉄南地区（駅南住区、光南住区、明星住区、緑栄住区） 

    ・西地区（競馬場住区、緑ヶ丘住区、若葉住区、白樺住区、広陽住区、柏林台住区） 

    ・川北地区（北栄住区、啓北住区、栄住区） 

    ・西帯広地区（西帯広住区、開西住区） 

    ・南地区（南町住区、大空住区、豊成住区、稲田住区） 

    ・農村地区（川西住区、大正住区） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    基本計画  ６ 地区・住区の考え方   



 



 

 

 

 

 

基本計画 

（ 各 論 編 ） 
 



 

 

     基本計画  政策・施策の体系     
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Ⅳ 自然と共生するまち 

Ⅰ 安全に暮らせるまち 

Ⅱ 健康でやすらぐまち 

Ⅲ 活力あふれるまち 

Ⅶ 思いやりとふれあいのまち 

Ⅴ 快適で住みよいまち 

Ⅵ 生涯にわたる学びのまち 

Ⅷ 自立と協働のまち 

 

人と環境にやさしい 活力ある 

田園都市 おびひろ 

まちづくりの目標 都 市 像 

政策・施策の体系は、都市像やまちづくりの目標を

実現するために取り組む政策・施策の全体像を示すも

のです。 

第六期帯広市総合計画では、８つのまちづくりの目

標に17の政策と50の施策を体系化しています。 

計画の推進にあたっては、政策・施策の相互の関連

性に配慮しながら、総合的な観点から取り組みます。



 

 

    基本計画  政策・施策の体系   
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施策 1-1-1 地域防災の推進 
施策 1-1-2 消防・救急の充実 

 

政  策  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策 2-1-1 保健予防の推進 

 

 

 施策 7-1-1 人権尊重と平和な社会の形成 

施策 4-1-1 地球環境の保全 

 施策 3-1-1 農林業の振興 

施策 2-3-2 青少年の健全育成 
施策 2-3-1 子育て支援の充実 

 

施策 6-1-1 学校教育の推進 

施策 5-2-1 道路網の整備 

施策 5-1-1 住環境の充実 

施策 4-2-1 公園・緑地の整備 

施策 3-2-1 中心市街地の活性化 

施策 7-2-1 地域コミュニティの形成 
施策 7-2-2 国内・国際交流の推進 

政策 1-2安心して生活できるまちづくり 

政策 2-2やすらぎのあるまちづくり 

政策 2-3子どもたちが健やかに育つまちづくり 

政策 3-1力強い産業が育つまちづくり 
施策 3-1-2 工業の振興 

政策 3-2にぎわいのあるまちづくり 

政策 4-1地球環境を守るまちづくり 

政策 4-2うるおいのあるまちづくり 

政策 5-1快適で住みごこちのよいまちづくり 

政策 5-2交流を支えるまちづくり 

政策 6-1次代を担う人を育むまちづくり 

施策 6-1-3 高等学校教育の推進 

政策 6-2ともに学び地域のきずなを育むまちづくり

政策 7-1互いに尊重し思いやりのあるまちづくり 

政策 7-2ふれあいのあるまちづくり 

施策 8-1-1 市民協働のまちづくりの推進 
施策 8-1-2 自治体経営の推進 
施策 8-1-3 広域行政の推進 

政策 8-2質の高い行政の推進 

施  策 

施策 1-2-1 防犯の推進 

施策 1-2-2 交通安全の推進 
施策 1-2-3 消費生活の向上 

施策 2-1-2 医療体制の充実 
施策 2-2-1 地域福祉の推進 
施策 2-2-2 高齢者福祉の推進 
施策 2-2-3 障害者福祉の推進 
施策 2-2-4 社会保障の推進 

施策 3-1-3 商業の振興 
施策 3-1-4 中小企業の基盤強化 
施策 3-1-5 産業間連携の促進 
施策 3-1-6 雇用環境の充実 

施策 3-2-2 観光の振興 

施策 4-1-2 廃棄物の資源化と適正処理 

施策 4-2-2 水道水の安定供給 
施策 4-2-3 下水道の整備 

施策 5-1-2 魅力ある景観の形成 
施策 5-1-3 墓地・火葬場の整備 

施策 5-2-2 総合的な交通体系の充実 
施策 5-2-3 地域情報化の推進 

施策 6-1-2 教育環境の充実 

施策 6-1-4 高等教育の充実 
施策 6-2-1 学習活動の推進 
施策 6-2-2 芸術・文化の振興 
施策 6-2-3 スポーツの振興 

施策 7-1-2 男女共同参画社会の推進 
施策 7-1-3 ユニバーサルデザインの推進 
施策 7-1-4 アイヌの人たちの誇りの尊重 

施策 8-2-1 行政サービスの充実 

政策 8-1市民とともにすすめる自治体経営 

施策 8-2-2 行政事務の適正な執行 

政策 1-1災害に強い安全なまちづくり 

政策 2-1健康に暮らせるまちづくり 

（17項目） （50項目）
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Ⅰ 安全に暮らせるまち 
 
■政策・施策の体系 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 1-1-1 

地域防災の推進 

施策 1-1-2 

消防・救急の充実 

政策 1-1 

災害に強い安全なまちづくり 

【政策の目標】 
防災対策をすすめるとともに、消防・救急体
制が充実した災害に強いまちをつくります。 

施策 1-2-1 

防犯の推進 

施策 1-2-2 

交通安全の推進 

政策 1-2 

安心して生活できるまちづくり 

【政策の目標】 
犯罪や交通事故を防止するとともに、消費
生活の安定・向上をはかり、安心して暮ら
せるまちをつくります。 

施策 1-2-3 

消費生活の向上 

安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち 
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政策１－１ 災害に強い安全なまちづくり 

施策１－１－１ 地域防災の推進 
 
 

■ 現状と課題 

全国各地で地震や台風などの自然災害や事故災害などが発生しており、帯広・十勝におい

ても、これまで、十勝沖地震などによる大きな被害が発生しています。 

本市は、市民の生命や財産を守るため、地域防災計画や耐震改修促進計画に基づき、自主

防災組織づくりや建築物の耐震化など、災害への備えをすすめています。また、災害時にお

ける関係機関との連携や他自治体との応援体制の構築、企業・業界団体との協定の締結など、

災害に備える体制づくりをすすめています。 

今後も、積雪寒冷などの地域特性を踏まえ、避難所の整備や公共施設等の耐震化はもとよ

り、市民の防災意識の向上、市民と行政の連携による地域防災活動の促進など、地域防災体

制を整備する必要があります。 

 

自主防災組織数
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自主防災組織の訓練実施率
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■ 施策の目標 

行政と市民、事業者、関係機関の連携による防災体制の整備や建物等の耐震化の推進など

により、地域防災力の向上をはかります。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 防災意識の向上 

・ 地域防災訓練の実施や防災に関する情報提供、子どもたちへの防災教育などにより、

市民の防災意識の向上をはかります。 
   
(2) 防災体制の充実 

・ 市民と行政が連携し、自主防災組織の育成をはじめ、地域防災の指導的役割を担う人材育

成などをすすめ、災害初期における防災体制を充実します。 

・ 高齢者や障害のある人など、地域における要援護者の把握に努め、避難支援体制を充実し
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ます。 
・ 事業者や関係機関との連携をはかりながら、災害時における生活物資の供給体制や情

報提供、通信体制の整備など、地域特性を踏まえた防災体制づくりをすすめます。 
・  関係機関と連携し、緊急事態等に対応できる体制を整えます。 
 
(3) 災害に強い都市づくり 

・ 地震による建築物の倒壊を防止するため、耐震改修促進計画に基づき、民間住宅の耐

震化に関する意識啓発や支援制度の周知などにより、建築物等の耐震化を促進します。 
・ 公共建築物や上下水道施設などの都市基盤の耐震化をすすめます。 

 
(4) 治水対策の促進 

・ 十勝川、札内川、戸蔦別川等の治水対策を促進します。 
・ 洪水による被害を防止するため、河川を適切に管理します。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

自主防災組織数 22組織（H19） 33組織 

自主防災組織の訓練実施率 45.5％（H19） 100.0％ 

住宅の耐震化率 83.0％（H19） 90.0％以上 

特定建築物の耐震化率 73.7％（H19） 90.0％以上 

 

（市民実感度調査項目） 

「地震や水害など、災害への備えが整っている」と思う市民の割合 
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政策１－１ 災害に強い安全なまちづくり 

施策１－１－２ 消防・救急の充実 
 

■ 現状と課題 

火災から生命や財産を守るとともに、事故などによる負傷や急病に迅速に対応できる体制

の整備など、市民が安心して暮らせる環境づくりが一層求められています。 

近年、本市の火災発生件数は減少しているものの、高齢化の進行などに伴い救急出動件数

は増加傾向にあります。 

本市は、消防車両や高規格救急車の整備など、消防・救急体制の充実に取り組んできてい

ます。 

人口１万人当たりの火災発生件数は、道内主要都市の中でも比較的低くなっていますが、

毎年、火災により尊い人命や財産が失われており、被害を最小限に抑えるため、市民の防火

意識の向上や消防体制の充実など、火災への備えをさらにすすめる必要があります。 

また、救急資格者の養成などによる救急体制の整備や市民協働による応急体制を充実する

必要があります。 
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人口１万人当たりの火災発生件数
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■ 施策の目標 

消防・救急体制の充実とともに、行政と市民、事業者、関係機関が連携して、防火活動や

救急活動を行い、火災や事故などから市民の生命や財産を守ります。 
 

■ 主な施策の内容 

(1)  消防体制の充実 

・ 消防出張所の耐震化や消防車両の更新、水利施設、装備の整備など、消防体制を充実

します。 
・ 職員の技能向上などに取り組み、消防力の向上をはかります。 
・ 消防団員の確保や教育訓練の実施などにより、消防団活動を充実するとともに、自主

防災組織との連携による地域防災力の強化をはかります。 

・ 管内自治体等と連携をはかりながら、消防の広域化を検討します。 
 
(2)  救急体制の充実 

・ 救急車の更新や救急救命士の研修を行うとともに、医療機関との連携をはかり、救急

体制を充実します。 

・ 市民に対する応急手当の知識や技術の普及をすすめます。 

 
(3)  自主防火の促進 

・ 高齢者をはじめ市民や事業者等の防火意識の向上をはかるとともに、家庭における火

災への備えなど、自主防火の取り組みを促進します。 
 
■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

人口１万人当たりの火災発生件数 3.7件（H20） 3.7件 

防火活動の参加率 39.1％（H20） 40.0％ 

救命率 5.1％（H19） 5.1％ 

応急手当普及講習の累計受講者数 － 42,000人 

      

（市民実感度調査項目） 

「消火活動や救急活動が迅速に行われている」と思う市民の割合 
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政策１－２ 安心して生活できるまちづくり 

施策１－２－１ 防犯の推進 
 
 

■ 現状と課題 

核家族化や高齢化の進行、地域における人間関係の希薄化などにより、地域の犯罪抑止力

の低下が指摘されています。 

安全な地域社会をつくるためには、市民一人ひとりが、自らの安全を自ら守る意識を持ち、

地域が連携・協力して、犯罪の起こりにくい環境をつくることが大切です。 

本市は、平成元年に「暴力追放・防犯宣言」を行うとともに、平成 19年に「帯広市犯罪の
ない安全なまちづくり条例」を制定し、市民や事業者が安心して暮らし、活動できる地域社

会の実現をめざし、市民の自主的な防犯活動の促進や安全な生活環境の整備などをすすめて

います。 

近年、犯罪の発生件数は減少していますが、空き巣などの窃盗犯が全道平均に比較して多

くなっています。 

今後も、行政と市民、事業者、関係機関が連携し、安全で安心なまちづくりをすすめてい

く必要があります。 
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■ 施策の目標 

防犯意識の啓発や安全な生活環境の整備などにより、犯罪のない地域社会づくりをすすめ

ます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 防犯意識の啓発 

・ 防犯に関する学習機会や情報の提供をすすめます。 

・ 関係機関と連携し、防犯意識の向上、地域住民による自主的な防犯活動を促進します。 
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(2) 防犯に配慮した生活環境の整備 

・ 防犯灯の設置など、町内会との連携により、防犯に配慮した生活環境の整備を促進し

ます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

犯罪の発生件数 
1,922件 

（H17-19平均） 
1,540件 

防犯灯の新設灯数 － 675灯 

 

（市民実感度調査項目） 

「日常生活において、犯罪に遭うことなく安心して暮らせる」と思う市民の割合 
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政策１－２ 安心して生活できるまちづくり 

施策１－２－２ 交通安全の推進 
 

■ 現状と課題 

今日の車社会の中で、高齢者や子どもなどを事故から守り、市民が安全で安心して暮らせ

る地域社会づくりをすすめることが大切です。 

本市は、昭和 37年に「交通安全都市宣言」を行うとともに、交通安全計画に基づき、関係
機関と連携しながら、交通事故のない社会をめざし、高齢者や子どもなど交通弱者の安全対

策に取り組んできています。 
交通事故発生件数や死亡者数、負傷者数は減少傾向にありますが、高齢化の進行に伴い、

高齢者が関わる交通事故の増加が懸念されています。 
今後も、市民の交通安全意識の向上に取り組むとともに、安全な交通環境の整備をすすめ

ていく必要があります。 
 

交通事故死亡者数・負傷者数

0

5

10

15

20

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：十勝支庁

死亡者数
（人）

0

500

1,000

1,500

負傷者数
（人）

死亡者数

負傷者数

  

交通事故の発生件数

400

500

600

700

800

900

1,000

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19
資料：十勝支庁

（件）

 

 

■ 施策の目標 

交通安全意識の啓発や交通環境の整備により、交通事故のない安全な地域社会づくりをす

すめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 交通安全意識の啓発 

・ 幼児、児童、高齢者等に対する交通安全教育に取り組みます。 
・ 関係機関・団体と連携し、街頭における交通安全意識の啓発などに取り組みます。 

 
(2) 交通安全環境の整備 

・ 学校周辺や通学路などにおける交通標識や信号機など、交通安全施設の整備を促進し

ます。 
・ 安全な歩行者空間を確保するため、歩道の整備をすすめます。 
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■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

交通事故の発生件数 
834件 

（H17-19平均） 
750件 

交通安全教室の参加率 18.4％（H19） 20.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「日常生活において、交通事故に遭うことなく安心して暮らせる」と思う市民の割合 
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政策１－２ 安心して生活できるまちづくり 

施策１－２－３ 消費生活の向上 
 

■ 現状と課題 

インターネット販売の普及など、消費生活を取り巻く環境の変化に伴い、様々なトラブル

や消費者被害が発生しています。 

国は、平成 16年に「消費者基本法」を制定し、消費生活における安全の確保や必要な情報
の提供など、消費者の権利や事業者の責務等を定め、消費者の視点に立って総合的な施策を

推進しています。 

本市は、消費に関するトラブルや被害を未然に防止するため、情報提供や消費者講座の開

催、高校生などを対象とした被害予防教育などを実施してきています。 

今後も、消費者が自らの判断に基づき合理的に行動するための教育やトラブルなどに適切

に対処するための相談機能の充実など、消費者を守る環境づくりをすすめていく必要があり

ます。 
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■ 施策の目標 

消費者への情報提供や相談機能の充実などにより、消費生活の安定・向上をはかります。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 消費生活への支援 

・ 市民が、消費生活において自ら判断し、合理的に行動できるよう、啓発活動や教育、

情報提供をすすめます。 
 
(2) 消費生活相談機能の充実 

・ 消費生活に関する苦情やトラブルに適切に対処するため、関係機関と連携をはかりな

がら、相談機能を充実します。 
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(3) 適正な取引の促進 

・ 計量及び商品表示の適正化を促進するため、事業所等に対する検査を実施し、適切な

指導を行います。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

消費者講座等の参加人数 
3,300人 

（H17-19平均） 
3,700人 

消費生活相談の解決率 
99.4％ 

（H17-19平均） 
99.6％ 

不合格計量器の出現率 
2.0％ 

（H17-19平均） 
1.4％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「悪質な訪問販売や契約トラブルなどに遭うことなく、安全に消費生活を送れる」と思

う市民の割合 
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Ⅱ 健康でやすらぐまち 
 
■政策・施策の体系 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

施策 2-1-1 

保健予防の推進 

施策 2-1-2 

医療体制の充実 

政策 2-1 

健康に暮らせるまちづくり 

【政策の目標】 
市民一人ひとりが健康づくりに取り組むと
ともに、安心して医療を受けることができ、
健康に暮らせるまちをつくります。 

施策 2-2-1 

地域福祉の推進 

施策 2-2-2 

高齢者福祉の推進 

政策 2-2 

やすらぎのあるまちづくり 

【政策の目標】 
保健・医療・福祉の連携により、誰もが適
切な支援やサービスを受けることができ、
住みなれた地域で生き生きと暮らせるまち
をつくります。 

施策 2-2-3 

障害者福祉の推進 

施策 2-2-4 

社会保障の推進 

施策 2-3-1 

子育て支援の充実 

施策 2-3-2 

青少年の健全育成 

政策 2-3 

子どもたちが健やかに育つまちづくり 

【政策の目標】 
子育て支援の充実や青少年の健全育成をす
すめ、子どもたちが健やかに育つまちをつく
ります。 

健
康
で
や
す
ら
ぐ
ま
ち 
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政策２－１ 健康に暮らせるまちづくり 

施策２－１－１ 保健予防の推進 
 
 

■ 現状と課題 

近年、食生活・喫煙・飲酒・運動不足などの生活習慣に起因したがんや循環器疾患などの

疾病、ストレスによるこころの病などが増加しています。本市においても、全国と同様に、

がん、心疾患、脳血管疾患が死亡原因の上位を占めています。 
国は、国民の生活習慣の改善など健康増進による疾病予防に重点を置いた「21 世紀におけ

る国民健康づくり運動（健康日本 21）」を推進しています。 
本市は、「けんこう帯広 21」に基づき、生活習慣の改善や疾病予防など、市民の健康づく

りに取り組んでいます。また、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の該当者や予

備群に対する保健指導の充実に取り組んできています。 
今後も、健康づくりの意識啓発や各種検診、健康相談などの予防活動を行うとともに、市

民の主体的な健康維持・増進の取り組みを支援する必要があります。 
さらに、結核や麻しんなどの感染症予防のほか、新型インフルエンザなどの新たな感染症

に的確に対応していく必要があります。 
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0

10

20

30

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19
資料：市健康推進課

（％）

 

 

■ 施策の目標 

健康づくりに関する意識啓発をはかるとともに、市民の主体的な健康づくりを促進します。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 健康づくりの推進 

・ 市民の健康づくりに関する知識の普及・啓発をはかるほか、各種検診の機会の提供や

受診率の向上をはかります。 
・ 生活習慣病やこころの健康に関する相談活動をはじめ、生活習慣病予防のための保健

指導や食生活の改善、運動習慣の普及・啓発をはかります。 
・ 障害のある人の心身の健康づくりのため、健康増進や機能回復訓練をすすめます。 



 

 
35 

    基本計画  Ⅱ 健康でやすらぐまち   

(2) 感染症対策の推進 

・ 結核や麻しん、インフルエンザなどの感染症予防のため、予防接種や感染予防知識の

普及、情報提供などを行います。 
・ 新たな感染症対策のため、関係機関との連携をはかりながら、迅速に対応できる体制

づくりなどに取り組みます。 
 
(3) 保健活動の推進 

・ 難病患者の社会参加の促進や交流活動などを行う団体を支援します。 
・ 市民による献血や献眼、臓器提供を促進するため、普及・啓発などに取り組みます。 

  

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

がん検診の平均受診率 19.9％（H19） 29.0％ 

麻しんの予防接種率 89.2％（H19） 95.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「各種検診の受診や保健指導などにより、健康に暮らせる」と思う市民の割合 

 
 



 

 

     基本計画  Ⅱ 健康でやすらぐまち    

36 

 
政策２－１ 健康に暮らせるまちづくり 

施策２－１－２ 医療体制の充実 
 

■ 現状と課題 

高齢化の進行や生活習慣病の増加による疾病構造の変化などに伴い、医療に関する需要が

増加するとともに、専門化・高度化がすすんでいます。 

本市の 10 万人当たりの医療施設数は、病院はほぼ全道平均であり、一般診療所と歯科診療

所は平均を上回っています。 

  また、救急医療については、在宅当番医と夜間急病センターによる初期救急、当番病院に

よる二次救急、救命救急センターによる三次救急の体制が整備されています。   

地域医療体制を維持していく上で、医師や医療スタッフの不足、診療科目の偏在などへの

対応が課題になっています。また、患者の大病院・専門医志向などの高まりにより、二次・

三次救急医療機関の負担が増しており、地域医療圏における初期・二次・三次救急医療機関

の適切な役割分担が必要になっています。 

今後も、市民が安心して医療を受けられるよう、医療機関や関係機関との連携により、地

域医療体制を充実する必要があります。 
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■ 施策の目標 

医療機関や関係機関との連携により、救急医療など地域医療体制を充実し、安心して医療

を受けられる環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 地域医療体制の充実 

・ 医療機関や関係機関と連携し、周産期医療体制の整備促進など、安心して医療を受け

られる体制づくりに努めます。 
・ 医師会をはじめ関係機関と連携し、医師や医療スタッフの不足、診療科の偏在などへ

の対応を国や北海道に要請します。 
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・ 看護師等の養成機関を支援し、医療に従事する人材の養成を促進します。 
 
(2) 救急医療体制の充実 

・ 医療機関や関係機関との連携により、初期救急、二次救急、三次救急の役割分担に基

づき、救急医療体制を充実します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

看護師養成学校卒業生の市内就職率 56.0％（H19） 56.7％ 

初期救急医療の対応可能日数 365 日（H19） 365 日 

 

（市民実感度調査項目） 

「ケガや病気のときに安心して医療を受けられる」と思う市民の割合 
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政策２－２ やすらぎのあるまちづくり 

施策２－２－１ 地域福祉の推進 
 
 

■ 現状と課題 

少子高齢化や核家族化の進行、相互扶助機能の低下などにより、地域福祉を取り巻く環境

は大きく変化してきています。 

本市は、民生委員や児童委員をはじめ町内会、社会福祉協議会等と連携しながら、地域福

祉活動に対する相談や支援を行ってきています。 

また、地域のボランティア活動等の支援を通して、高齢者や障害のある人、子育て中の人

など、日常生活に不安や悩みを抱えている人たちの交流の促進に取り組んできています。 

今後も、多様化する市民ニーズに対応し、行政と地域住民が連携しながら、高齢者世帯や

障害のある人など、誰もが住みなれた地域の中で安心して生活できるよう、地域住民や世代

間がともに支え合う地域社会づくりをすすめる必要があります。 
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■ 施策の目標 

市民、福祉団体、ボランティア団体などと行政の協働により、ともに支え合う地域福祉の

環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 地域福祉活動の充実 

・ 地域福祉を推進する福祉団体などの活動を支援します。 
・ 民生委員や児童委員の適正配置をすすめ、地域における細やかな相談活動を実施しま

す。 
・ 地域住民のふれあいや交流の場の提供などを通して、支え合う地域福祉活動を促進し

ます。 
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(2) ボランティア活動の促進 

・ 市民一人ひとりがボランティア活動に参加しやすい環境づくりをすすめるとともに、ボ

ランティア団体などの育成や活動支援を行います。 
 

(3) 保健・福祉・医療の連携推進 

・ 住みなれた地域で、生涯にわたり健康で自立した生活ができるよう、保健・医療・福祉

の連携により、総合的かつ効果的に施策を推進します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

地域交流サロンの参加者数 9,318 人（H19） 16,200 人 

ボランティアセンター登録者数 
3,435 人 

（H17-19 平均） 
3,700 人 

 

（市民実感度調査項目） 

「地域の支え合いにより、安心して暮らせる」と思う市民の割合 
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政策２－２ やすらぎのあるまちづくり 

施策２－２－２ 高齢者福祉の推進 
 

■ 現状と課題 

高齢化の進行に伴い、高齢者の単独世帯や夫婦のみ世帯が増加するとともに、介護や支援

を必要とする高齢者も増加しています。このため、地域社会全体で高齢者を支えることが課

題となっています。 

本市の高齢化率は、全国・全道に比較して低くなっていますが、年々増加傾向にあります。 
本市は、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者の生きがいづくりをは

じめ、在宅サービスや施設サービスの充実に取り組んできています。 

また、高齢者の単独世帯などを支援するため、相談や見守り体制を充実してきています。 

今後も、高齢者が社会参加を通して、生きがいを持って生活できる環境づくりや介護予防

の推進、在宅サービスの充実など、住みなれた家庭や地域で安心して暮らすことができる環

境づくりをすすめる必要があります。 

 

要支援・要介護認定者数
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■ 施策の目標 

高齢者を地域で支える仕組みづくりとともに、福祉サービスを充実し、健康で生きがいを

持って暮らせる環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 高齢者の生きがいづくり 

・ 高齢者が生きがいを持って生活できるよう、交流機会の提供などを通して、社会活動

を促進します。 

・ 高齢者の就業機会の確保に努め、社会参加を促進します。 

   
(2) 介護予防の推進 

・ 高齢者ができる限り介護を必要としない状態で生活できるよう、介護予防知識の普及･



 

 
41 

    基本計画  Ⅱ 健康でやすらぐまち   

啓発をはかるとともに、健康づくりや介護予防事業を推進します。 
 

 (3) 在宅サービスの充実 

・ 介護や支援が必要な高齢者が地域で安心して生活できるよう、在宅福祉サービスを充

実します。 

・ 高齢者やその家族が抱える様々な問題に対応するため、福祉サービスに関する相談体

制を充実し、総合的に支援します。 
・ 介護者の心身の負担を軽減するため、介護家族の交流機会などを提供します。 

 
(4) 施設サービスの充実 

・ 在宅での生活が困難な高齢者を支援するため、民間事業者との連携により、各種施設

の整備を促進します。 
 
(5) 地域で支える仕組みづくり 

・ 民生委員やボランティアなどとの連携により、ひとり暮らしの高齢者を地域で見守る

体制を充実します。 
・ 高齢者の虐待防止のため、関係機関、民間団体等と連携し、虐待に関する情報の収集

に努めるとともに、意識啓発をすすめます。 

・ 高齢者の認知症に関する知識の普及・啓発をはかるとともに、地域で暮らす認知症の

人や家族を支える環境づくりをすすめます。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

介護予防事業の参加者のうち、評価が向上・維持

できた人の割合 
92.3％（H19） 95.0％ 

要介護認定者に対する介護サービス利用者の割合 76.24％（H19） 77.24％ 

地域包括支援センター等の相談件数 8,418 件（H20） 13,000 件 

認知症サポーター数 873 人（H20） 18,670 人 

 

（市民実感度調査項目） 

「高齢者が地域で生き生きと暮らせる」と思う市民の割合 
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政策２－２ やすらぎのあるまちづくり 

施策２－２－３ 障害者福祉の推進 
 

■ 現状と課題 

高齢化の進行に伴う疾病や交通事故、社会環境の複雑化に伴う精神疾患などにより、障害

のある人が増加傾向にあり、障害の重度化・重複化もすすんでいます。 

国は、障害のある人が安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、平成 18 年に「障害者自

立支援法」を施行し、サービスの提供や就労支援の充実、住みなれた地域での生活への移行

などの取り組みをすすめています。 

本市は、障害者計画に基づき、ノーマライゼーション理念の定着や障害福祉サービスの充

実などに取り組んでいます。また、関係機関と連携しながら、障害のある人に対する情報の

提供や相談などの支援を行っています。 

帯広・十勝では、米国・マディソン市を参考に、精神障害のある人を地域で支える先進的

な取り組みがすすめられており、様々な障害のある人を地域で支える仕組みづくりを推進し、

安心して日常生活を送ることができる環境づくりをすすめる必要があります。 
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■ 施策の目標 

障害のある人が、地域において自立に向けた支援やサービスを受け、生き生きと暮らせる

環境づくりをすすめます。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 障害者理解の促進  

・ 意識啓発や交流機会の拡大を通して、障害や障害のある人に関する理解を広め、ノー

マライゼーション理念の定着をはかります。 
 
(2) 日常生活支援の充実 

・ 障害のある人が安心して生活できるよう、障害者福祉サービスを充実するとともに、

個々の障害に応じた福祉サービスの情報提供や相談体制を充実します。 
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(3) 自立した地域生活への支援の充実 

・ 障害のある人が自立した生活ができるよう、居住環境の整備を促進します。 
・ 文化やスポーツ活動への支援を通して、障害のある人の社会参加を促進するほか、意欲

や能力に応じて働くことができるよう、就労支援を充実します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

在宅サービスの利用率 10.5％（H19） 30.0％ 

総合相談窓口の相談件数 13,164 件（H19） 17,500 件 

障害者社会参加促進事業の参加者数 398 人（H19） 413 人 

グループホーム・ケアホームの定員数 211 人（H19） 277 人 

障害者雇用率を達成した企業の割合 43.8％（H19） 50.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「障害のある人が地域で生き生きと暮らせる」と思う市民の割合 
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政策２－２ やすらぎのあるまちづくり 

施策２－２－４ 社会保障の推進 
 

■ 現状と課題 

国民健康保険、介護保険制度、生活保護制度などの社会保障制度は、国民が安心して暮ら

していく上で大切な役割を担っており、将来にわたり持続可能なセーフティネットとして機

能することが重要です。 

我が国の国民皆保険制度を支える国民健康保険・後期高齢者医療制度は、高齢化の進行や

医療の高度化などにより、今後も医療費の増加が見込まれており、保健事業の推進や医療給

付の適正化などにより、誰もが安心して医療を受けることができるよう、持続的な制度運営

をはかる必要があります。 

介護保険制度は、高齢化の進行により要介護認定者や介護給付費等が増加傾向にあり、介

護を必要とする高齢者などに適切な介護サービスを提供するとともに、介護予防事業の推進

などによる財政の健全化をすすめ、持続的な制度運営をはかる必要があります。 

生活保護制度は、被保護世帯が増加しており、生活困窮者に対する生活保障や自立への支

援など、適正な制度の運用をはかる必要があります。 

国民年金は、世代間扶養を基本として、国民生活を支える大切な制度です。しかし、保険

料の未納や公的年金離れが増加しており、健全かつ安定的な運営に向け、制度周知や納付意

識の向上などに努める必要があります。 

 

１人当たりの医療費（国民健康保険）

30

35

40

45

50

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：市国保課

（万円）

 

介護給付費
要支援・要介護認定者数

0

20

40

60

80

100

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19
※認定者数は第１号、第２号被保険者

資料：市介護保険課

介護給付費

（億円）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

要介護・要支援

認定者数

（人）

介護給付費

要介護認定者数

 

生活保護費・保護率

0

20

40

60

80

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：市保護課

生活保護費

（億円）

0.0

10.0

20.0

30.0

保護率

（‰）

生活保護費

保護率

 

国民年金保険料納付率

0

20

40

60

80

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：帯広社会保険事務所

（％）
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■ 施策の目標 

市民が安心して生活できるよう、国民健康保険や介護保険制度などの安定的な運営に努め

ます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 国民健康保険等の健全な運営 

・ 保険料収納率の向上や医療費適正化の取り組みにより、財政の健全化と被保険者の負

担軽減に努めます。 
・ 特定健康診査や特定保健指導などの保健事業の推進により、市民の健康づくりを促進

し、医療給付費の過度な増大につながらないよう努めます。 
・ 医療保険制度の一本化による安定的で持続可能な医療保険制度の構築や現行制度の財

政措置の拡充などについて、国に要請します。 
・ 北海道後期高齢者医療広域連合との連携により、後期高齢者医療制度の周知と適切な

運用に努めます。 

 
(2) 介護保険制度の健全な運営 

・ 介護認定者が適切に介護サービスを受けられるよう、制度の周知・運営に努めます。 

・ 保険料の口座振替の勧奨、納付相談及び訪問徴収などにより、保険料収納率の向上に

取り組むとともに、介護予防事業の推進により、財政の健全化と被保険者の負担軽減に

努めます。 

 

(3) 生活保護制度の適正な運用 

・ 民生委員や関係機関と連携し、要保護者の早期把握に努めるとともに、生活相談など

により安定した生活の確保と自立を促進します。 
・ 公共職業安定所と連携した就労支援を通して、要保護者の実態に応じて経済的自立を

支援します。 
 
(4) 国民年金の啓発 

・ 市民が適正に年金を受給できるよう、制度の周知に努めます。 
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■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

医療費の地域差指数（全国平均＝1.000） 1.066（H18） 1.050 

第１号被保険者に占める要介護１以上の認定者の

割合 
12.75％（H19） 12.75％ 

稼動可能な被保護者に対する就労者の占める割合 47.1％（H19） 67.9％ 

年金相談の満足度（満点＝5.00） 
4.60 

（H17-19 平均） 
4.70 

 

（市民実感度調査項目） 

「社会保障制度の周知や適切な運用が行われている」と思う市民の割合 
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政策２－３ 子どもたちが健やかに育つまちづくり 

施策２－３－１ 子育て支援の充実 
 
 

■ 現状と課題 

子育てを取り巻く環境は、核家族化の進行や女性の社会参画などにより、大きく変化して

おり、地域社会全体で子育てを支える取り組みや仕事と子育てを両立できる環境づくりが求

められています。 

我が国では、平成 17 年に合計特殊出生率が 1.26 となるなど、急速な少子化が進行してお

り、本市においても、平成 11 年以降、出生数は減少傾向にあります。 
本市は、子育てに関する多様なニーズに対応するため、母子保健活動を充実するとともに、

保育サービスの充実や子育て家庭への支援、ひとり親家庭の相談体制の整備などをすすめて

きています。 

今後も、子どもたちを健やかに育むため、保育サービスの充実や幼稚園教育の促進、家庭

の状況に応じた子育て支援など、安心して子どもを生み育てられる環境づくりをすすめる必

要があります。 
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■ 施策の目標 

多様なニーズに応じた子育て支援を充実するとともに、地域で子育てを支える環境づくり

をすすめます。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) おやこの健康支援 

・ 妊産婦と乳幼児の健康診査や出産・育児に関する相談事業の実施など、母子保健活動

を充実します。 
  
(2) 保育サービスの充実 

・ 保育需要を踏まえながら、保育所や児童保育センターの整備などをすすめます。 
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・ 休日保育や一時保育、延長保育など、多様化するニーズに対応した保育サービスを充

実します。 
 

(3) 幼稚園教育の促進 

・ 保護者の経済的負担の軽減をはかり、幼稚園への就園を奨励します。 
・ 幼稚園教育への支援や幼稚園と保育所等の連携をすすめます。 

 
(4) 地域での子育て支援の充実 

・ 育児不安の軽減のため、子育て支援センターや保育所において、育児相談や交流機会

の提供などを行います。 
・ ボランティアによる子育て支援や家庭教育学級の開催などにより、地域で子育てを支

える体制づくりをすすめます。 
・ 関係機関と連携し、育児休業制度や子育て応援事業所の普及などに取り組み、仕事と

子育てが両立できる環境づくりを促進します。 
・ 発達の遅れや障害の早期発見に努め、早期療育や発達支援を充実します。 

 
(5) 子育て家庭への支援 

・ 児童手当の支給や医療費の支援など、子育て家庭の経済的負担の軽減をはかります。 
・ ひとり親家庭等の自立に向けた支援や相談体制を充実します。 
・ 関係機関との連携を強化し、児童虐待の早期発見と予防に取り組みます。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

３歳児のむし歯保有率 27.6％（H19） 20.0％ 

保育所・幼稚園の利用率 55.2％（H19） 57.5％ 

乳児家庭への訪問率 37.6％（H19） 85.0％ 

子ども１人当たりの子育て支援センター等の利用

回数 
10.2 回（H19） 12.0 回 

子育てメール通信の利用率 23.8％（H20） 60.0％ 

母子家庭等自立支援制度利用者の就労率 
67.3％ 

（H18-20 平均） 
72.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「安心して子どもを生み育てることができる」と思う市民の割合 
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政策２－３ 子どもたちが健やかに育つまちづくり 

施策２－３－２ 青少年の健全育成 
 

■ 現状と課題 

核家族化の進行や家庭での親子のふれあいの減少、インターネットや携帯電話の普及、地

域教育力の低下など、社会の様々な環境変化は、青少年の人格形成にも影響を及ぼしていま

す。 

次代を担う青少年が、自立した社会生活を送るためには、様々な交流や体験を通して、知

識や経験、社会性を育み、社会の一員としての自覚と責任感を養うことが必要です。 
本市は、家庭教育学級による家庭の教育力の向上や地域住民との交流機会の提供などに取

り組んでいます。さらに、地域で青少年を育てる意識の啓発や宿泊研修などの体験活動、問

題行動の未然防止などもすすめてきています。 

今後も、家庭、地域、学校や関係機関などと連携し、世代間交流や体験活動を通して青少

年の社会性の育成や非行の未然防止など、地域社会全体で青少年の健全育成に取り組んでい

く必要があります。 
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■ 施策の目標 

家庭、地域、学校などとの連携により、青少年を健全に育む環境づくりをすすめます。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 青少年を育む環境の整備 

・ 地域で青少年を育むため、家庭、地域、学校などと連携し、意識啓発や環境整備をす

すめます。 
・ 異なる学年や世代間の交流などを通して、青少年が社会性を育む機会を提供します。 
・ 非行を未然に防止するため、青少年の問題行動などの早期発見・指導に取り組みます。 
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(2) 体験活動の促進 

・ 青少年育成団体等と連携し、青少年の体験活動をすすめます。 
 
 (3) 体験活動施設の整備・利活用 

・ 体験活動施設を活用し、青少年の科学教育や自然学習、体験活動機会を充実します。 

・ 児童会館の耐震化などの施設整備を行うとともに、改築に向けた検討をすすめます。 

 
■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

子どもの居場所づくり参加児童数 7,575 人（H19） 31,100 人 

巡回指導による不良行為等の被指導者数 
37 人 

（H17-19 平均） 
29 人 

青少年リーダー養成事業参加者数 208 人（H19） 260 人 

児童会館の入館者数 
10.9 万人 

（H17-19 平均） 
12.0 万人 

 

（市民実感度調査項目） 

「青少年が健全に育つ環境が整っている」と思う市民の割合 

 
 



 

 

    基本計画  Ⅲ 活力あふれるまち    

51 

Ⅲ 活力あふれるまち 
 
■政策・施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

施策 3-1-1 

農林業の振興 

施策 3-1-2 

工業の振興 

政策３-1 

力強い産業が育つまちづくり 

【政策の目標】 
農林業・商工業を振興し、中小企業が生き生
きと活動する、活力のあるまちをつくりま
す。 

施策 3-1-3 

商業の振興 

施策 3-1-4 

中小企業の基盤強化 

施策 3-1-5 

産業間連携の促進 

施策 3-1-6 

雇用環境の充実 

政策３-2 

にぎわいのあるまちづくり 

【政策の目標】 
中心市街地の活性化や地域の特色を活かし
た観光振興により、多くの人が訪れ、にぎ
わいのあるまちをつくります。 

施策 3-2-1 

中心市街地の活性化 

施策 3-2-2 

観光の振興 

活
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち 
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政策３－１ 力強い産業が育つまちづくり 

施策３－１－１ 農林業の振興 
  

■ 現状と課題 

我が国の農業を取り巻く環境は、輸入農産物との価格競争をはじめ、水田・畑作経営所得

安定対策の導入などの制度改革により、大きく変化してきています。 

国は、「食料・農業・農村基本計画」に基づき、食料自給率の向上や農村の活性化などをす

すめています。 

帯広・十勝は、大規模経営を主体に機械化された生産性の高い農業を展開し、我が国の食

料安定供給に貢献しています。 

今後さらに収益性の向上、経営力の強化、担い手の育成など、経営基盤を強化していく必

要があります。 

また、食の安全・安心への関心が高まる中で、農薬や化学肥料を低減した環境保全型農業

をはじめ、出荷・流通過程におけるトレーサビリティの確保などの取り組みを一層すすめて

いく必要があります。 

さらに、農畜産物の高付加価値化や消費者との交流などを通して、地場農畜産物の消費拡

大をすすめていく必要があります。 

農村集落は、営農活動を支える地域コミュニティの場として、快適で魅力ある生活環境づ

くりをすすめる必要があります。 

地球環境問題の観点から、森林の持つ二酸化炭素吸収などの多面的機能が評価されており、

森林の適切な管理・保全や林業の活性化に取り組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

安全で良質な農畜産物の生産や付加価値の向上をはかるとともに、農業・農村の持つ多面

的な機能の活用を促進するなど、環境と調和する農林業を振興します。 
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■ 主な施策の内容 

(1) 環境と調和した農業生産の推進 

・ 安全で良質な農畜産物を供給するため、農薬や化学肥料の低減をすすめ、環境との調

和に配慮した農業生産を推進します。 
・ バイオマス資源の有効活用などにより、環境保全型農業を推進します。 
・ 農業の生産性・収益性向上のため、生産基盤の整備をすすめます。 
・ 農業技術センターを核に、関係機関と連携し、生産技術向上などの支援体制を充実し

ます。 
・ 酪農・畜産分野における経営体質の強化や環境対策を支援するとともに、飼料自給率

の向上や家畜衛生対策などを促進します。 
 
(2) たくましい担い手の育成 

・ 農業者の経営能力の向上を支援するとともに、農業経営の法人化を促進するなど、地

域農業を支える担い手の育成・確保をすすめます。 
・ 農地の保全や有効利用などを促進します。 

 
(3) 加工・販売と地産地消の促進 

・ 地場農畜産物の加工・販売の促進や地域ブランドづくりをすすめます。 
・ 地域グループなどが行う農畜産物の加工・販売や高付加価値化の取り組みを支援しま

す。 
・ 生産者と消費者の交流を通して農業・農村への理解を促進し、地場農畜産物の消費拡

大など地産地消をすすめます。 
 

(4) 食育の推進 

・ 市民が健康で豊かな生活を実践するため、家庭、学校、地域などとの連携により食育

を総合的に推進します。 
 
(5) 魅力ある農村づくり 

・ 農村地域におけるコミュニティの維持に取り組むとともに、快適な生活環境づくりを

すすめます。 
・ 農村地域における豊かな自然や美しい景観を活かし、優良田園住宅制度の活用などに

より、定住を促進します。 
 
(6) 豊かな森林の育成 

・ 森林を適切に管理・保全するため、造林や間伐などをすすめます。 
・ 林業の活性化のため、関係団体と連携し、担い手の確保や木材の利活用を促進します。 
・ 農地の保護や農村景観の形成を促進するため、耕地防風林の保全・育成をすすめます。 
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(7) ばんえいの振興 

・ 世界で唯一の貴重な文化遺産として、ばんえい競馬を振興します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

市内食料自給率 285％（H19） 335％ 

農業産出額 269.9 億円（H19） 280.0 億円 

環境に配慮した農業を実践する農家数 147 戸（H19） 200 戸 

農業体験・学習参加した市民の数 2,893 人（H19） 3,500 人 

耕地防風林苗木植栽数 5,660 本（H19） 7,000 本 

 

（市民実感度調査項目） 

「安全で良質な農畜産物が生産され、農業に活気がある」と思う市民の割合 
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政策３－１ 力強い産業が育つまちづくり 

施策３－１－２ 工業の振興 
 

■ 現状と課題 

地域産業は、雇用の場の確保を通して市民生活に安定をもたらすとともに、地域資源の付

加価値向上を通して地域経済に貢献し、地域社会を支える基盤として重要な役割を担ってい

ます。 

本市の工業は、農畜産物を活用した食品加工や木材加工などの地域資源型のほか、農業用

機械や建設資材等に関連した金属製品、機械器具などの加工組立型の業種などを中心として

展開されています。 

地域産業の振興や中小企業の活性化のためには、地域資源を活かした新技術・新製品の開

発や販路拡大、ブランド化などにより、高付加価値化をはかる必要があります。 

帯広・十勝は、豊富なバイオマス資源や国内有数の日照時間、良質な水資源などに恵まれ

ており、これらの資源や特性を有効に活用し、環境分野などの新たな産業につなげていくこ

とが必要です。 

さらに、新たな雇用創出や地域産業の活性化をはかるため、地域特性等を活かして企業立

地を促進する必要があります。 
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■ 施策の目標 

地域資源や地域特性を活かし、新技術・新製品の開発や企業立地を促進するなど、工業を

振興します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 地場工業の振興 

・ （財）十勝圏振興機構などの関係機関との連携により、地域資源や地域特性を活かし

た新技術・新製品の開発や技術力の向上、技術者の養成などをすすめ、ものづくり産業

を総合的に支援します。 
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・ 地域の強みを活かしてブランド化を促進するなど、付加価値向上の取り組みをすすめ、

販路開拓などによる市場拡大を促進します。 
・ 企業訪問や情報交換などを通して、企業の技術的課題の解決を支援するなど、企業ニ

ーズに適切に対応します。 
 

(2) 企業立地の促進 

・ 国等の支援制度の有効活用などにより、企業が立地しやすい環境づくりをすすめ、地

域資源関連産業や機械・金属関連産業、環境・リサイクル関連産業などの立地を促進し

ます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

製造品出荷額等 1,192 億円（H19） 1,304 億円 

新製品・新技術等の事業化・商品化率 61.5％（H19） 67.4％ 

技術指導相談件数 363 件（H19） 503 件 

立地企業件数 － 32 件 

 

（市民実感度調査項目） 

「ものづくり産業に活気がある」と思う市民の割合 
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政策３－１ 力強い産業が育つまちづくり 

施策３－１－３ 商業の振興 
 

■ 現状と課題 

商業を取り巻く環境は、車社会の進展やライフスタイル・消費者ニーズの多様化、情報化

の進展による業務の効率化や流通経路の短縮化などにより、大きく変化しています。 
本市の卸・小売業の商品販売額は、景気の低迷による購買力の低下などにより減少傾向に

あり、事業所数や従業者数も減少しています。 
商店街は、消費者への商品やサービスの提供はもとより、身近な住民の交流の場として、

にぎわいの創出や街並みの形成など、地域住民の暮らしを支える役割を担っていますが、近

年、組合員の減少や高齢化などがすすみ、厳しい経営環境にあります。 
本市は、これまで経済団体などと連携をはかりながら、商店の経営基盤の強化、商店街の

環境整備、中心市街地の活性化などに取り組んできています。 
今後もさらに、個性を活かした商店街づくりや商店街相互の連携による催事事業の実施な

どに取り組み、地域住民に親しまれる商店街づくりをすすめる必要があります。 
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■ 施策の目標 

商店街の魅力づくりや活性化への取り組みなどを支援し、商業を振興します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 商業の活性化 

・ 各種団体による商業の活性化の取り組みを支援するなど、商業を振興します。 
 
(2) 商店街の活性化 

・ 商店街と行政が連携し、環境整備や活性化などに取り組み、地域に根ざした、魅力あ

る商店街づくりをすすめます。 
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■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

卸・小売業及びサービス業の法人市民税賦課金額 9.8 億円（H19） 9.8 億円 

商店街の空店舗率 10.39％（H20） 10.39％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「商店や商店街に活気がある」と思う市民の割合 
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政策３－１ 力強い産業が育つまちづくり 

施策３－１－４ 中小企業の基盤強化 
 

■ 現状と課題 

地域の中小企業を取り巻く経営環境は、経済のグローバル化に伴う競争の激化や景気の低

迷、消費者ニーズの多様化などにより厳しい状況にあります。特に建設業は、公共事業の減

少などにより厳しい環境におかれています。 
本市の企業の大部分を占める中小企業は、地域産業の振興や雇用の確保など、地域経済に

重要な役割を果たしています。 
本市は、平成 19 年に制定した「帯広市中小企業振興基本条例」に基づき、産業振興ビジョ

ンを策定し、中小企業の振興に取り組んでいます。 
今後、創業・起業の支援や経営基盤の強化、新分野への進出支援、人材の育成など、中小

企業の振興・活性化に総合的に取り組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

経営基盤の強化や人材育成の支援などを通して、中小企業を振興します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 経営基盤の強化 

・ 関係団体と連携した相談体制の充実や円滑な資金供給の支援など、中小企業の経営基

盤の強化を促進します。 
 ・ 中小企業者や関係団体等との協働により産業振興ビジョンを推進し、中小企業を振興

します。 
 
(2) 人材の育成 

・ 人材育成情報の一元化をはかるとともに、関係団体との連携により、効果的に人材の

育成に取り組みます。 
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・ 関係機関等との連携により、就学期から職業理解を促進するため、職業体験機会の充

実に取り組むほか、新規学卒者等の人材確保を支援します。 
 
(3) 中小企業団体の育成 

・ 中小企業団体による経営基盤強化の取り組みを促進します。 
・ 中小企業の組織化などを支援します。 

 
(4) 創業・起業の支援 

・ 創業・起業や新分野への進出を促進するため、相談体制の構築や資金面の支援などに

取り組みます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

法人市民税の賦課金額 21.5 億円（H19） 21.5 億円 

法人市民税の賦課法人数 5,067 社（H19） 5,067 社 

 

（市民実感度調査項目） 

「地元の企業に活気がある」と思う市民の割合 
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政策３－１ 力強い産業が育つまちづくり 

施策３－１－５ 産業間連携の促進 
 

■ 現状と課題 

帯広・十勝は、農業を基幹産業として食品加工、農業機械製造などの関連産業をはじめ、

商業・サービス業などが集積し、産業が互いに結びつきながら発展してきています。 

地域には、帯広畜産大学をはじめ、道立十勝圏地域食品加工技術センターや農畜産関連の

公的試験研究機関、十勝産業振興センターなどが立地しています。また、（財）十勝圏振興機

構を中心に研究機関と企業等の産学官連携により、国の都市エリア産学官連携促進事業など

を効果的に活用しながら、地域産業の活性化に取り組んでいます。 

さらに、帯広リサーチ＆ビジネスパーク構想に基づき、大学等の研究成果を新たな産業や

事業の創出につなげるため、地域の関係機関などが連携して取り組みをすすめています。 
今後も、農商工等の産業間連携や産学官連携により、豊富な農畜産物などの地域資源を活

用し、付加価値向上や新技術・新製品開発の促進などを通して、食品加工やブランド化をす

すめ、地域産業の振興に取り組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

農商工等の連携や産学官の連携を促進し、地域産業を振興します。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 農商工連携の促進 

・ 農業、商業、工業の連携により、農畜産物の付加価値向上など、地域資源を活かした

産業を振興します。 
 

(2) 産学官連携の促進 

・ 大学や試験研究機関の研究成果の幅広い活用をめざす帯広リサーチ＆ビジネスパーク

構想を、国等の支援制度の導入をはかりながら推進します。 
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(3) 試験研究機関の整備促進 

・ 試験研究機関の研究成果を活用し、地域産業を振興するため、公的試験研究機関の整

備・拡充を促進します。  

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

食料品製造業の付加価値生産性（※） 1,002 万円（H19） 1,002 万円 

十勝ブランド認証機構による認証企業数 21 社（H19） 33 社 

大学・試験研究機関の共同研究件数 36 件（H19） 44 件 

     ※食料品製造業の付加価値額÷従業者数 

（市民実感度調査項目） 

「企業が大学などと連携し、新たな製品開発が行われている」と思う市民の割合 
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政策３－１ 力強い産業が育つまちづくり 

施策３－１－６ 雇用環境の充実 
 

■ 現状と課題 

地域の雇用は、景気の低迷に伴う企業の経営環境の悪化などにより、厳しい状況にありま

す。また、非正規雇用の増加や所得格差の拡大、雇用不安などが社会的な問題となっていま

す。 

本市は、職業訓練への助成や就業機会の拡大、季節労働者の雇用対策事業のほか、労働相

談など勤労者福祉の向上に取り組んでいます。 

今後も、市民生活の安定のため、地域における雇用の場の確保が重要であることから、食

分野や環境分野などにおける事業化等の促進により、雇用を創出する必要があります。 

また、技術革新などに対応できる職業能力の開発や企業の人材確保をすすめ、就業機会の

拡大をはかる必要があります。 

さらに、高齢者や女性など誰もが意欲や能力に応じて働くことができる環境づくりに取り

組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

雇用の拡大や人材の育成・確保に努めるとともに、誰もが生き生きと働くことができる環

境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 雇用の拡大と人材の確保 

・ 関係機関等との連携により、雇用の拡大や求職者等の職業能力開発の促進に取り組み

ます。 
・ 季節労働者の冬期間の仕事の確保など、通年雇用を促進するとともに、関係機関と連

携し、高齢者の就業機会の拡大に取り組みます。 
・ 企業の人材確保を支援するため、Ｕ・J・Ｉターンを促進します。 
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(2) 勤労者福祉の向上 

・ 勤労者が生き生きと働くことができる環境づくりをすすめるとともに、中小企業等の

福利厚生事業の充実を促進します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

有効求人倍率（十勝管内） 0.51（H19） 0.63 

シルバー人材センター登録会員数 857 人（H19） 880 人 

勤労者共済センター会員数 4,636 人（H19） 4,700 人 

 

（市民実感度調査項目） 

「意欲と能力に応じて、生き生きと働くことができる」と思う市民の割合 
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政策３－２ にぎわいのあるまちづくり 

施策３－２－１ 中心市街地の活性化 
 
 

■ 現状と課題 

帯広・十勝の顔である中心市街地は、市街地の拡大や大型店の郊外立地などにより、空洞

化がすすんでいます。 

これまで、ＪＲ根室本線連続立体交差事業、帯広駅周辺土地区画整理事業により南北の一

体的な都市空間を形成し、新図書館、市民ギャラリー、市民活動交流センターなどの公共施

設、商業・業務・娯楽、居住機能などの集積をはかるとともに、駅北地下駐車場などの交通

結節点機能を整備してきています。 

平成 19 年に、新たな中心市街地活性化基本計画の認定を受け、関係団体などと連携し、住

宅の整備や帯広まちなか歩行者天国の開催など、定住人口の増加や中心市街地の魅力づくり

に取り組んでいます。 

今後も、都市の魅力を高め、街なか居住の促進や交流人口の拡大をはかるため、基本計画

に基づき都市機能の集積促進、各種イベントの開催などに取り組み、にぎわいのある中心市

街地の形成をすすめる必要があります。 
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■ 施策の目標 

都市機能の向上やにぎわいの創出などを通して、集客・交流をすすめ、まちの顔である中

心市街地の活性化をはかります。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 中心市街地の活性化 

・ 市民や団体が主体的に取り組むイベントを開催するとともに、空き店舗の利活用を促進

するなど、大規模な集客やにぎわいを創出する取り組みを支援します。 
・ 魅力ある居住環境の整備などにより、街なか居住を促進します。 
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(2) 公共施設の整備と利活用の促進 

・ 公共施設の利活用を促進するとともに、国の合同庁舎整備など都市機能集積のための

環境づくりをすすめ、中心市街地のにぎわいの創出に取り組みます。 
 

■ 評価に用いる項目 

（成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

街なか居住人口 2,851 人（H19） 3,668 人 

中心市街地の歩行者通行量（休日） 13,281 人（H19） 28,000 人 

 

（市民実感度調査項目） 

「中心市街地に、魅力とにぎわいがある」と思う市民の割合 

 



 

 

    基本計画  Ⅲ 活力あふれるまち    

67 

 
政策３－２ にぎわいのあるまちづくり 

施策３－２－２ 観光の振興 
 

■ 現状と課題 

観光は、宿泊・飲食業をはじめ様々な分野に経済波及効果を生み、雇用や地域経済の活性

化に寄与する、裾野の広い産業です。 
国は、平成 18 年に「観光立国推進基本法」を制定し、観光立国の実現に向けた取り組みを

すすめています。 
本市は、日高山脈を背景とした農村景観、多彩な食文化をはじめ、ばんえい競馬、愛国・

幸福駅などの地域資源を有しています。 
本市の観光は通過型が多いことから、今後、管内自治体等と連携をはかりながら、情報発

信やサービスの充実に取り組み、地域資源を活かした体験・滞在型観光に転換する必要があ

ります。 
また、高速道路や空港、鉄道などの広域交通ネットワークを活用し、東北海道の広域観光

の推進、東アジアなど海外からの観光客誘致に取り組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

魅力ある地域資源の利活用をはじめ、情報発信や広域連携の推進などにより、観光を振興

します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 観光拠点の利活用促進 

・ 地域の食や景観などを活かし、魅力ある観光拠点づくりをすすめるとともに、幅広く

利活用を促進します。 
 

(2) 観光イベント・コンベンションの充実 

・ 市民、事業者との協働による魅力あるイベントやまつりの開催など、集客力のある観
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光イベントを充実します。 
・ 産業や文化・スポーツなど、多様なコンベンションの誘致に取り組みます。 

 
(3) 魅力ある観光地の形成 

・ 帯広・十勝の豊かな自然や農業、食文化などを活かし、体験・滞在型の観光をすすめ

ます。 
・ 東北海道や大雪地域などの観光地と連携し、広域観光ルートの形成をすすめます。 
・ 国内外の観光関連事業者などへの情報提供や映画撮影の誘致などを通して、地域の魅

力ある観光情報の発信に努めます。 
 

(4) 物産振興と食・産業観光の推進 

・ 関係機関と連携し、物産展の開催などを通して物産を振興します。 
・ 帯広・十勝の食や産業を活かした観光を振興します。 
 

(5) 受入環境の充実 

・ 分かりやすい案内表示や観光情報の提供をすすめるなど、観光客の受入体制の充実を

通して観光客の満足度を高め、リピーターの確保をはかります。 
 
■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

観光入込客数（延べ人数） 236 万人（H19） 272 万人 

宿泊客延べ数 83.7 万人泊（H19） 95.2 万人泊 

帯広観光コンベンション協会のホームページアク

セス件数 
11.9 万件（H19） 20.3 万件 

帯広物産協会の物産取扱額 5.9 億円（H19） 7.6 億円 

 

（市民実感度調査項目） 

「自然や特産物など、地域の魅力を活かした観光振興が行われている」と思う市民の割

合 
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Ⅳ 自然と共生するまち 
 
■政策・施策の体系 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

施策 4-1-1 

地球環境の保全 

施策 4-1-2 

廃棄物の資源化と適正処理 

政策４-1 

地球環境を守るまちづくり 

【政策の目標】 
地球環境を保全し、市民、事業者と行政の協
働により、自然環境への負荷の少ないまちを
つくります。 

施策 4-2-1 

公園・緑地の整備 

施策 4-2-2 

水道水の安定供給 

政策４-2 

うるおいのあるまちづくり 

【政策の目標】 
安全でおいしい水と豊かな緑に恵まれた、
やすらぎとうるおいのあるまちをつくりま
す。 

施策 4-2-3 

下水道の整備 

自
然
と
共
生
す
る
ま
ち 
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政策４－１ 地球環境を守るまちづくり 

施策４－１－１ 地球環境の保全 
 
 

■ 現状と課題 

生活の利便性の向上や経済の発展に伴い、環境への負荷が増大し、地球規模の環境問題が

発生しています。現在、地球温暖化対策は国際的な課題として、各国で温室効果ガス削減の

取り組みがすすめられています。 
本市は、これまでも帯広の森づくりや「帯広市環境基本条例」の制定などを通して環境保

全に取り組んできています。 
地球環境の保全は、国と地域の共通課題であり、平成 20年の環境モデル都市の選定を契機

として、これまでの蓄積の上に立ち、環境負荷低減の先導的な取り組みをすすめるとともに、

市民の環境保全活動を一層促進する必要があります。 
特に、暖房や自動車からの二酸化炭素排出量の割合が高いことから、建築物等の省エネル

ギー化や公共交通の利用を促進するなど、市民、事業者、行政が連携し、温室効果ガスの削

減に取り組むことが大切です。 
さらに、バイオマスや太陽光など地域資源を活用し、エネルギーの地産地消の取り組みや

新たな産業の創出につなげていく必要もあります。 
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環境基準等の達成率
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■ 施策の目標 

豊かな自然環境を保全するとともに、温室効果ガスの排出抑制などを通して環境への負荷

を低減し、快適な生活環境を保全します。 
 
■ 主な施策の内容 

(1) 環境負荷低減の取り組みの推進 

・ 環境モデル都市行動計画に基づき、生活、運輸部門などを中心に、温室効果ガスの排

出抑制に取り組みます。 
・ 市民、事業者、行政などが連携し、環境への負荷を低減する取り組みをすすめます。 
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(2) 環境学習の推進 

・ 市民の環境への理解を深めるため、学校などと連携し環境教育を推進するとともに、

市民の環境学習を支援します。 
・ 環境保全に関する情報を幅広く提供し、意識啓発に取り組みます。 

 
(3) エネルギーの有効活用 

・ 太陽光やバイオマスなどのエネルギーの利用を促進するとともに、道路照明や建築物

などの省エネルギーの取り組みをすすめます。 
 
(4) 自然環境の保全 

・ 森林や緑地、生態系などを良好に維持するため、自然環境の保全に取り組むとともに、

日高山脈襟裳国定公園の国立公園化を国や北海道に要請します。 
 
(5) 生活環境の保全 

・ 環境の監視・測定を行うとともに、良好な生活環境を維持するため、指導・対策に取

り組みます。 
・ 快適な生活環境を維持するため、環境美化活動などを促進します。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

市内から排出される二酸化炭素（CO2）削減量 － 24.4万ｔCO2 

環境にやさしい活動実践校数  10校（H19） 41校 

二酸化窒素（NO2）基準値の達成率 94.1％（H19） 100.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「自然環境が保全され、環境への負荷を低減する取り組みが行われている」と思う市民

の割合 
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政策４－１ 地球環境を守るまちづくり 

施策４－１－２ 廃棄物の資源化と適正処理 
 

■ 現状と課題 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動や生活様式により、資源の枯渇や環境負荷の

増大など、様々な問題が生じています。 
国は、平成 12年に「循環型社会形成推進基本法」を制定し、資源消費の抑制や環境負荷低
減などによる循環型社会の形成をめざし、施策を推進しています。 
本市は、町内会などによる資源集団回収や「Ｓの日」としてリサイクルに取り組むととも

に、ごみ懇談会などを通して、ごみ減量の啓発・指導をすすめており、ごみの排出量は減少

傾向にあります。 
今後とも、ごみの発生を抑制するため、国や事業者等への要請活動や意識啓発に取り組む

とともに、行政と市民、事業者が役割を担いながら、製品の再使用、ごみの資源化や適正処

理をすすめ、持続可能な循環型の地域社会を形成する必要があります。 
 

市民１人１日当たりのごみの排出量
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■ 施策の目標 

行政と市民、事業者が役割と責任に基づき、ごみの減量化や資源化、廃棄物の適正処理に

取り組み、循環型の地域社会づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) ごみの発生抑制の推進 

・ 包装の簡素化やごみにならない製品の利用を促進するため、意識啓発や事業者への協

力要請をすすめるとともに、関係団体等と連携し、ごみの発生抑制を国等に働きかけま

す。 
 
(2) 再使用の促進 

・ 不用品の交換や修理など、製品の再使用に関する意識啓発をすすめます。 
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(3) 再資源化の促進 

・ 市民や事業者などがリサイクル活動に参加しやすい環境づくりに取り組むとともに、地

域の自主的なリサイクル活動を促進します。 
 
(4) ごみの適正排出の啓発・指導 

・ ごみの適正排出や発生抑制、資源化に関する市民や事業者の意識向上をはかるため、

啓発・指導を行うとともに、関係機関と連携し、不法投棄防止の取り組みをすすめます。 
 
(5) ごみの適正処理 

・ ごみの円滑な分別収集・運搬を行うほか、周辺環境に配慮しながら、関係自治体とと

もにごみ処理施設を整備し、適正処理に取り組みます。 
・ 乾電池など有害ごみの分別収集や適正処理を行います。また、産業廃棄物の適正処理

の推進について国や北海道に要請します。 
 
(6) し尿の適正処理 

・ し尿の円滑な収集・運搬を行うほか、関係自治体とともに、し尿処理を効率的にすす

めます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

市民１人１日当たりのごみの排出量 978ｇ（H19） 702ｇ 

リサイクル率 29.2％（H19） 40.0％ 

ごみステーションの指導率 
3.8％ 

（H18-20平均） 
2.0％ 

ごみの適正分別率 
91.0％ 

（H18-20平均） 
91.8％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「ごみの減量やリサイクルなど、廃棄物の資源化や適正な処理が行われている」と思う

市民の割合 
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政策４－２ うるおいのあるまちづくり 

施策４－２－１ 公園・緑地の整備 
 
 

■ 現状と課題 

都市の緑は、豊かな都市環境を育み、市民生活にうるおいとやすらぎを与えるとともに、

地球温暖化防止の役割も果たしています。 

本市は、水と緑のある都市空間を創出するため、公園・緑地などの計画的な整備をはじめ、

日高山脈の自然森林地域から、農村部の耕地防風林、都市部の帯広の森や十勝川水系河川緑

地へと連なる、水と緑のネットワークづくりなどをすすめてきました。 

公園・緑地は、コミュニケーションやスポーツ・レクリエーションなどの場として、市民

が身近に利用できる都市空間であるとともに、災害時の避難場所となる重要な施設です。 

今後も、市民との協働により、身近にある公園・緑地の整備・管理や帯広の森の利活用を

促進するとともに、誰もが安全で安心して利用できる取り組みをすすめる必要があります。 

また、緑の保全・育成や花のあるまちづくり、河川などにおける親水空間づくりなどに取

り組む必要があります。 

 

市民１人当たりの公園面積
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■ 施策の目標 

公園・緑地の整備や市民による緑化活動を支援し、市民と行政の協働により、花と緑の環

境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 公園・緑地の整備 

・ 市民との協働により、安全で利用しやすい公園・緑地づくりをすすめます。 
 

(2) 帯広の森の利活用・整備 

・ 市民の環境学習や憩い・散策の場などとして、帯広の森の利活用を促進します。 
・ 園路等を整備し、利用しやすい環境づくりをすすめます。 
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(3) 公園・緑地の管理 

・ 公園や緑地、街路樹などの適切な管理を行うとともに、地域と連携しながら、安全で

安心して公園等を利用できる環境づくりすすめます。 
 
(4) 花と緑の環境づくり 

・ 行政、市民、事業者が連携して、都市緑化や樹林地の保全、花苗の植栽などに取り組

みます。 
 

(5) 河川環境の整備 

・ 地域住民や関係機関等と連携し、河川環境を保全しながら、河川緑地の整備や水辺の

快適な環境づくりをすすめるとともに、利活用を促進します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

市民１人当たりの公園面積 43.7㎡（H19） 47.7㎡ 

歩いていける身近なみどりの充足率 78.3％（H19） 83.0％ 

帯広の森に関わるボランティア登録者数 96人（H19） 200人 

 

（市民実感度調査項目） 

「公園、街路樹などが良好に管理され、身近に緑や花に親しむことができる」と思う市

民の割合 
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政策４－２ うるおいのあるまちづくり 

施策４－２－２ 水道水の安定供給 
 

■ 現状と課題 

水道は、市民生活や地域産業などを支える重要なライフラインです。 

本市では、都市部を主な給水区域とする上水道と農村部を給水区域とする簡易水道に分け

て管理運営を行っています。 

上水道は、我が国有数の清流である札内川を水源として、昭和 26年以来、４次にわたる拡
張事業により普及率は 99.9％に達し、良質な水道水を安定的に供給しています。また、簡易
水道は、農村部のほぼ全域に供給しており、普及率は 94.4％となっています。 
今後も、安全で良質な水を安定的に供給するため、老朽施設の更新や耐震化など、災害に

強い施設づくりをすすめるとともに、水道事業の健全経営を維持する必要があります。 

また、地下水が地域共有の資源であることを踏まえ、地下水専用水道利用者の適正な水道

料金のあり方について検討する必要があります。 

さらに、これまで水道事業の運営を通して蓄積した技術の発信など、水道分野における国

際協力をすすめることも大切です。 
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■ 施策の目標 

水道施設の維持・整備をすすめ、安全でおいしい水の安定供給をはかります。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 安全で安心な水道水の供給 

・ 安全で安心な水道水を供給するため、水道水源における水質の保全や効率的な施設の

維持管理などを行います。 
・ 老朽施設の改修や耐震化など、災害に強い施設づくりをすすめます。 
 

 



 

 

    基本計画  Ⅳ 自然と共生するまち   

77 

(2) 利用者サービスの向上 

・ 安全で安心できる利用環境の確保など、利用者ニーズに沿った事業を展開します。 
・ イベントなどを通し、安全でおいしい水をＰＲします。 
・ 地下水専用水道利用者の水道料金のあり方について、調査・研究します。 
 

(3) 水道事業の健全な経営 

・ 水道事業の健全経営のため、コストの削減や収入の確保などに取り組みます。  
・ 水道事業に関する技術や管理運営のノウハウを国内外に発信するなど、これまでの経

験・技術を活かした国際協力をすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

水道管路の近代化率（※） 78.9％（H19） 89.7％ 

水道有収率 90.6％（H19） 90.6％ 

     ※強度や耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管が、水道管路総延長に占める割合 

（市民実感度調査項目） 

「おいしい水道水が、いつでも安心して利用できる」と思う市民の割合 
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政策４－２ うるおいのあるまちづくり 

施策４－２－３ 下水道の整備 
 

■ 現状と課題 

下水道は、快適な市民生活を支える都市基盤であり、排水処理や雨水処理などにより、衛

生環境を維持し、浸水などから市民生活を守る重要な役割を果たしています。 

本市は、昭和 34年以来、下水道の普及促進をすすめ、汚水整備率は 97.9％に達していま
すが、雨水整備率は 65.0％になっています。また、農村部の個別排水処理施設の整備率は、
整備計画に対し 64.8％となっています。 
今後も、安全で快適な市民生活を維持するため、都市部の雨水管渠整備をすすめ、浸水地

区の解消をはかるとともに、農村部の個別排水処理施設の整備をすすめる必要があります。 

また、災害に強い施設づくりや環境負荷低減に向けた施設整備をすすめるとともに、下水

道事業の健全経営を維持する必要があります。 

さらに、これまで下水道事業の運営を通して蓄積した技術の発信など、下水道分野におけ

る国際協力をすすめることも大切です。 
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■ 施策の目標 

下水道施設の維持・整備をはかり、快適な生活環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 安全で快適な施設整備 

・ 下水道施設の改修・更新や雨水施設の整備などをすすめます。 
・ 下水道施設の耐震化など、災害に強い施設づくりをすすめます。 
・  農村部の個別排水処理施設の整備をすすめます。 

 
(2) 環境負荷の低減 

・ 環境負荷の低減をはかるため、河川放流水の水質改善や下水汚泥の有効利用などに取
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り組みます。 
 
(3) 下水道利用の普及促進 

・ 下水道利用の普及を促進します。 
・ 学習機会の提供を通して、下水道利用の意識啓発をはかります。 
 

(4) 下水道事業の健全な経営 

・ 下水道事業の健全経営のため、コストの削減や収入の確保などに取り組みます。 
・ 下水道事業に関する技術や管理運営のノウハウを国内外に発信するなど、これまでの

経験・技術を活かした国際協力をすすめます。 
 
■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

汚水整備率 97.9％（H19） 98.8％ 

雨水整備率 65.0％（H19） 71.3％ 

個別排水処理施設整備率 64.8％（H19） 100.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「生活廃水や雨水が適切に処理されている」と思う市民の割合 
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Ⅴ 快適で住みよいまち 
 
■政策・施策の体系 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 5-1-1 

住環境の充実 

施策 5-1-2 

魅力ある景観の形成 

政策 5-1 

快適で住みごこちのよいまちづくり 

【政策の目標】 
整備された都市基盤を活かし、多様な市民ニ
ーズに応じた住環境の提供や美しい景観づく
りをすすめ、快適で住みごこちのよいまちを
つくります。 

施策 5-2-1 

道路網の整備 

施策 5-2-2 

総合的な交通体系の充実 

政策５-2 

交流を支えるまちづくり 

【政策の目標】 
人やまちを結ぶ交通・情報ネットワークの
整備をすすめ、活発な都市活動を支える機
能的なまちをつくります。 

施策 5-2-3 

地域情報化の推進 

施策 5-1-3 

墓地・火葬場の整備 

快
適
で
住
み
よ
い
ま
ち 
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政策５－１ 快適で住みごこちのよいまちづくり 

施策５－１－１ 住環境の充実 
 
 

■ 現状と課題  

やすらぎやゆとりのある生活のためには、快適な住環境づくりをすすめることが大切です。 

本市は、これまで、人口増加に対応するため、土地区画整理事業などによる市街化区域の

拡大をはかり、良質な宅地の供給をすすめてきました。 

今後、高齢化や核家族化などに対応した住環境の整備をはじめ、市街地内の未利用地の利

用促進や既存住宅の流動化などをはかり、子育て世帯などの定住を促進する必要があります。 

公営住宅については、老朽化、狭隘化の解消のために計画的な整備に取り組んできており、

今後も、建替え・改修や民間活力の導入による公的賃貸住宅の整備とともに、適切な維持管

理を行う必要があります。 

さらに、都市計画制度の適切な運用により、秩序ある市街地整備や住居表示などに取り組

む必要があります。 

 

稲田・川西地区新市街地開発事業の
整備面積
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■ 施策の目標 

公営住宅の整備や民間活力による未利用地の利用促進など、多様な市民ニーズに応じた、

快適に暮らせる住環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 住宅取得の促進 

・ 住まいの相談窓口の設置や情報提供などにより、戸建住宅をはじめ多様なライフスタ

イルに対応した住宅取得を支援し、定住を促進します。 
・ 環境に配慮した省エネ住宅などの普及を促進します。 

 
(2) 公営住宅の管理・整備 

・ 子育て世帯や高齢者などに配慮しながら、老朽化した公営住宅の建替えや改修をすすめ
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るとともに、適切な維持管理を行います。 
・ 民間活力を活用し、子育て世帯や高齢者などの居住のための公的賃貸住宅の整備をす

すめます。  
 
(3) 未利用地の利用促進 

・ 民間事業者の宅地造成への支援による市街地内の低・未利用地の利用を促進し、良好な

市街地形成をすすめます。 
 
(4) 市街地の整備 

・ 民間土地区画整理事業への支援・指導などにより、良質な宅地の供給を促進します。 
・ 字名の改正や住居表示板の整備により、分かりやすい住居表示をすすめます。 

  
(5) 都市計画制度の推進 

・ 適切な土地利用や都市施設の整備などにより、都市機能の充実や良好な居住環境づく

りをすすめ、計画的な市街地形成をはかります。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

老朽化した市営住宅等の割合 10.38％（H19） 1.36％ 

高齢者及び身障者に対応した市営住宅等の割合 37.1％（H19） 65.0％ 

未利用地の宅地整備累計面積 － 22.0ha 

 

（市民実感度調査項目） 

「快適で住みやすい居住空間が確保されている」と思う市民の割合 
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政策５－１ 快適で住みごこちのよいまちづくり 

施策５－１－２ 魅力ある景観の形成 
 

■ 現状と課題 

良好な景観は、都市の魅力を高め、地域への愛着や親しみを与えるばかりでなく、快適な

住環境づくりをすすめる上でも、重要な役割を果たすものです。 

国は、平成 16年に「景観法」を制定し、北海道においても、「北海道景観計画」を策定し、
美しい景観づくりに向けた取り組みをすすめています。 

帯広・十勝は、大雪山系や日高山脈など国内有数の大自然の中で、四季折々の美しさを持

った田園風景と都市的な街並みとが調和した、特色ある景観を有しています。 

本市は、平成４年に都市景観基本計画を策定し、市街地の景観づくりや耕地防風林の整備

など、帯広・十勝らしい景観の形成をすすめてきました。 

景観づくりには、市民の理解が大切であることから、まちづくりデザイン賞などを通して、

景観に関する意識の向上をすすめてきています。 

今後とも、より良い景観づくりに向けて検討するとともに、行政、市民、事業者の連携に

より、地域の自然、歴史、文化などが蓄積された、田園都市にふさわしい景観形成をはかっ

ていく必要があります。 
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■ 施策の目標 

景観に関する意識の向上をはかり、豊かな自然に恵まれた帯広・十勝らしい、魅力ある景

観づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 都市景観づくり 

・ 表彰制度などにより、景観に関する意識啓発をはかるとともに、地区計画制度などに

より市民や事業者と連携して、美しい都市景観づくりをすすめます。 
・ 景観に配慮したデザインによる公共施設整備をすすめます。 
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(2) 農村景観づくり 

・ 耕地防風林の整備を促進するなど、帯広・十勝らしい田園景観の保全・整備をすすめ

ます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

まちづくりデザイン賞の応募件数 
3件 

（H17-19平均） 
6件 

地区計画区域の宅地利用率 78.7％（H19） 90.0％ 

耕地防風林苗木植栽数（再掲） 5,660本（H19） 7,000本 

 

（市民実感度調査項目） 

「都市部や農村部において、帯広・十勝らしい景観が形成されている」と思う市民の割

合 
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政策５－１ 快適で住みごこちのよいまちづくり 

施策５－１－３ 墓地・火葬場の整備 
 

■ 現状と課題 

高齢化の進行に伴い、今後、墓地・火葬場の利用増加が予想されます。 

本市は、つつじヶ丘霊園や緑ヶ丘墓地をはじめ、16か所の既設墓地を管理しており、さら
に、中島霊園の整備を計画的にすすめてきています。 

近年、核家族化の進行などにより、埋葬や墓地に対する市民の価値観が多様化しており、

合葬墓など新しい形態の墓地が求められています。 

今後も、市民の多様なニーズを踏まえ、墓地の整備をすすめる必要があります。 

また、火葬場は、昭和 63年の開設以来、20年余りが経過しており、施設の適切な機能維
持をはかる必要があります。 

 

中島霊園の造成区画数・貸出区画数

0

500

1,000

1,500

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：市戸籍住民課

（区画）

造成区画数 貸出区画数
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■ 施策の目標 

市民ニーズに応じた墓地の整備と火葬場の適切な維持管理を行います。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 墓地の整備・管理 

・ 多様化する市民ニーズに対応しながら、墓地の整備をすすめます。 
・ 既設墓地の適切な管理運営を行います。 

 
(2) 火葬場の運営 

・ 火葬場の適切な管理運営を行います。 
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■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

中島霊園の貸出区画数 909区画（H19） 2,630区画 

 

（市民実感度調査項目） 

「墓地の整備や火葬場の管理運営が適切に行われている」と思う市民の割合 
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政策５－２ 交流を支えるまちづくり 

施策５－２－１ 道路網の整備 
 
 

■ 現状と課題 

道路は、市民の日常生活や経済活動を支える基礎的な社会基盤です。 

本市は、これまで都市の骨格を形成する幹線道路や市民の暮らしを支える生活道路の整備

をはじめ、歩道などの整備により、安全で利用しやすい道路環境づくりに取り組んできまし

た。 

また、冬期間の円滑な交通環境を確保するため、除排雪体制の充実をはかってきました。 

今後も、地域の産業を支え、市民が安全で快適に暮らすことができるよう、計画的に道路

網の整備をすすめていくとともに、適切に維持管理を行う必要があります。 
また、自転車・歩行者道などを整備し、環境に配慮したまちづくりをすすめる必要があり

ます。 
 

道路舗装率
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都市計画道路整備率（市道分）
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■ 施策の目標 

幹線道路や生活道路の整備、適切な維持管理を行うとともに、歩行者や自転車が利用しや

すい環境を整備し、安全で快適な道路環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 道路の整備 

・ 円滑な道路交通を確保するため、幹線道路の整備をすすめるとともに、安心して利用

できる生活道路の整備をすすめます。 
 
(2) 自転車・歩行者利用環境の整備 

・ 自転車・歩行者道の整備などをすすめ、自転車・歩行者の安全な利用環境を確保しま

す。 
・ 自転車利用者の交通安全意識の啓発に努めます。 
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(3) 道路の維持管理 

・ 橋梁の長寿命化や道路の補修など、適切な維持管理を行うとともに、特殊舗装の耐久

性の向上に取り組みます。 
・ 冬期間の道路や歩道の安全性を確保するため、除排雪体制を充実するとともに、市民

協働による除排雪の取り組みをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

都市計画道路整備率（市道分） 79.6％（H19） 88.2％ 

特殊舗装の道路延長 314km（H19） 230km 

除雪１回当たりの苦情件数 
275件 

（H17-19平均） 
200件 

 

（市民実感度調査項目） 

「幹線道路や生活道路が整備されており、安全に通行できる」と思う市民の割合 
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政策５－２ 交流を支えるまちづくり 

施策５－２－２ 総合的な交通体系の充実 
 

■ 現状と課題 

市町村が広域分散している北海道・十勝において、高速道路をはじめ、空港、港湾、鉄道

などの総合的な交通体系は、地域経済の活性化や交流を促進する上で重要な役割を果たして

います。 
帯広・十勝では、道央圏と道東圏を結ぶ北海道横断自動車道や帯広・広尾自動車道などの

整備がすすめられています。今後、高規格幹線道路や国道、道道などの幹線道路の整備をさ

らにすすめ、広域交通ネットワークを充実する必要があります。 

とかち帯広空港は、利便性の向上のため、航空路線網の充実や出入国管理体制の整備など

に取り組む必要があります。 

十勝港は、管内の農畜産物や農業資材などの物流拠点として利用を促進する必要があります。 

鉄道は、ＪＲ石勝線・根室本線の利便性向上などを促進する必要があります。 

また、市民生活に重要なバス等の公共交通の利便性向上などに取り組む必要があります。 

 

道東自動車道の1日当たり利用台数
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とかち帯広空港の定期便利用乗降客数
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バス利用者数（十勝管内）
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■ 施策の目標 

関係機関との連携により、高速道路、空港・港湾、公共交通など、総合的な交通体系の整

備・充実をすすめます。 
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■ 主な施策の内容 

(1) 広域道路の整備促進 

・ 広域的な交通ネットワークを形成するため、北海道横断自動車道などの高規格幹線道

路、十勝圏の広域交通機能を担う国道・道道などの整備を促進します。 
 

(2) 空港利活用・機能の充実 

・ 安全で安定的な運航を確保するため、とかち帯広空港の適切な管理や整備をすすめます。 
・ とかち帯広空港の利活用を促進するとともに、利便性の向上のため、ダブルトラッキ

ング化など航空路線網の充実に取り組みます。 
・ 国際チャーター便の就航促進や出入国管理体制の整備促進など、国際化の環境づくり

に取り組みます。 
 
(3) 十勝港の利活用促進 

・ 十勝港の利活用を促進するため、出入国管理体制や検疫体制の整備の促進に取り組み

ます。 
 
(4) 鉄道輸送の利便性向上 

・ ＪＲ石勝線・根室線の高速化を促進するとともに、関係機関と連携し、北海道新幹線

の整備促進に取り組みます。 
 
(5) バス交通の活性化 

・ バス交通の利便性向上や活性化をはかるため、事業者などと連携し、生活交通路線の

維持や地域事情に応じた運行方法の導入など、利用促進の取り組みをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

道東自動車道の１日当たり利用台数 1,570台（H19） 2,750台 

とかち帯広空港の定期便利用乗降客数 60.2万人（H19） 63.1万人 

バス利用者数（十勝管内） 395.8万人（H20） 395.8万人 

 

（市民実感度調査項目） 

「空港、バス、高速道路など、交通の利便性が確保されている」と思う市民の割合 
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政策５－２ 交流を支えるまちづくり 

施策５－２－３ 地域情報化の推進 
 

■ 現状と課題 

情報通信基盤や技術の発達は、生活の利便性の向上や企業活動の効率性を高め、新たなサ

ービスの創出などを通して、社会経済の発展に大きく貢献しています。 

本市は、地域情報化推進ビジョンに基づき、光ファイバー網の整備促進や総合行政ネット

ワークの整備など、地域情報化や行政の情報化に取り組んできています。 

情報通信技術の発展に伴い、高度情報通信ネットワーク社会が一層進展し、市民生活や企

業活動など様々な分野で情報通信ネットワークの活用がさらにすすむことが予想されます。 

今後、誰もが情報通信技術を活用した利便性の高いサービスを受けることができるよう、

地域の情報化をすすめる必要があります。 

 

帯広市のホームページアクセス件数
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■ 施策の目標 

事業者等との連携により、高度情報通信基盤の整備や利活用を促進し、地域の情報化をす

すめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 情報通信基盤の整備促進 

・ 事業者等との連携により、農村部などの情報通信基盤の整備を促進し、情報通信サー

ビスの利用環境の向上をはかります。 
 

(2) 情報通信の活用促進 

・ 事業者や関係機関などとの連携により、情報通信を活用した快適で利便性の高いサー

ビスの提供を促進します。 
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■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

インターネットの超高速通信が可能なエリアの割合 19.0％（H20） 100.0％ 

帯広市のホームページアクセス件数 404万件（H19） 450万件 

 

（市民実感度調査項目） 

「高速インターネットなど、情報通信サービスを日常生活や仕事に活用できる環境が整

っている」と思う市民の割合 
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Ⅵ 生涯にわたる学びのまち 
 
■政策・施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

施策 6-1-1 

学校教育の推進 

政策６-1 

次代を担う人を育むまちづくり 

【政策の目標】 
社会の変化に対応した、次代を担うたくまし
い人材を育むまちをつくります。 

施策 6-1-2 

教育環境の充実 

施策 6-1-3 

高等学校教育の推進 

施策 6-1-4 

高等教育の充実 

施策 6-2-1 

学習活動の推進 

施策 6-2-2 

芸術・文化の振興 

政策６-2 

ともに学び地域のきずなを育むまちづくり 

【政策の目標】 
生涯にわたる学習活動や芸術・文化、スポ
ーツ活動を通して、自己実現をはかるとと
もに、人のつながりを深め、地域づくりに
参加できるまちをつくります。 

施策 6-2-3 

スポーツの振興 

生
涯
に
わ
た
る
学
び
の
ま
ち 
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政策６－１ 次代を担う人を育むまちづくり 

施策６－１－１ 学校教育の推進 
 
 

■ 現状と課題 

学校教育においては、次代を担う子どもたちの知識・技能を活用する力や道徳心、体力・

運動能力などをバランスよく育む教育が求められています。 
本市は、各学校の特色ある教育活動への支援や総合的な学習の時間の推進などにより、社

会で必要とされる力の育成をすすめてきています。 
また、いじめや不登校への対応、道徳教育や体験学習の推進など、子どもたちの豊かな人

間性や社会性の育成、規則正しい生活習慣の定着や食育の推進などの健康な体づくりに取り

組んできています。 
今後も、確かな学力の向上や豊かな心、健やかな体の育成をはかり、子どもたちのたくま

しく生きる力を育むとともに、郷土への愛着を持ち将来のまちづくりを担う人材を育ててい

くことが必要です。 
また、教師の資質や能力の向上をはかり、指導力や総合的な人間力などの充実に取り組む

必要があります。 
 

標準学力検査の目標基準到達観点数
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不登校生徒の復帰率
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■ 施策の目標 

地域の特性や学校の創意工夫を活かしながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成

など、子どもたちの生きる力を育む教育をすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 確かな学力の育成 

・ 子どもたちの学ぶ意欲を引き出し、一人ひとりの個性を活かしながら能力を伸ばす教

育をすすめるため、教材や指導方法の工夫改善などに取り組みます。 
・ 社会で求められる力を育むため、国際化や情報化の進展など社会の変化に対応した教

育をすすめます。 
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・ 総合的な学習の時間などの効果的な活用により、体験的な学習や問題解決的な学習な

どを充実し、自ら学び、自ら考え、行動する力を育成します。 
・ 情報教育の充実をはかるため、教育用コンピュータを整備するとともに、情報モラル

の指導をすすめます。 
 
(2) 豊かな心の育成 

・ 帯広・十勝の特色を活かした多様な体験活動などを通して、生命を尊び他人を思いや

る豊かな心を育む教育を充実します。 
・ いじめ、不登校、非行など、子どもたちをめぐる様々な心の問題に対応するため、き

め細やかな指導・相談を行います。 
・ 子どもたちが図書に親しむ機会を拡大するため、市立図書館との連携などにより学校

図書館の機能を高めます。 
 
(3) 健やかな体の育成 

・ 子どもたちが意欲的に運動に取り組むよう、体育の時間をはじめ、様々な活動を通し

て運動に親しむ機会を充実します。 
・ 食に関する正しい知識と食習慣が身に付くよう、学校給食を通して食育を推進します。 
・ 健康管理や健康教育など学校保健を推進し、子どもたちの健康保持を促進するととも

に、生涯にわたり健康に過ごす態度を育みます。 
 
(4) 教師の指導力の充実 

・ 自主的な研究活動に対する支援や研修内容の充実により、子どもたちや保護者、地域

に信頼される人間性豊かな教師を育成します。 
・ 教育の内容や指導方法など、様々な教育課題に対する調査研究や教育資料の収集・提

供をすすめます。 
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■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

標準学力検査の目標基準到達観点数 26観点（H19） 42観点 

小学校図書館の児童１人当たり貸出冊数 9.1冊（H19） 11.8冊 

中学校図書館の生徒１人当たり貸出冊数 1.6冊（H19） 2.4冊 

不登校生徒の復帰率 30.8％（H19） 65.0％ 

学校給食における地場産野菜の導入率 55.7％（H19） 70.0％ 

教職員１人当たりの研修受講回数 2.2回（H19） 3.0回 

 

（市民実感度調査項目） 

「小学校・中学校において充実した教育が行われている」と思う市民の割合 
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政策６－１ 次代を担う人を育むまちづくり 

施策６－１－２ 教育環境の充実 
 

■ 現状と課題 

少子化の進行に伴い、小・中学校の小規模化がすすむとともに、保護者や地域住民の学校

運営に対するニーズが多様化してきています。 
本市は、一定の学校規模を確保するため、小・中学校の適正配置をすすめ、良好な教育環

境の提供に取り組んでいます。 
また、校舎や体育館の改修・改築、耐震化など、子どもたちが安全に生き生きと学べる環

境づくりや教育環境の充実のほか、地域との連携による子どもたちの安全確保、学校評議員

制度の導入など、家庭や地域との連携による学校づくりをすすめてきています。 
今後も、子どもたちが安全で快適に学べる教育環境づくりのため、学校施設の整備や適切

な学校配置の推進、特別支援教育の充実などに取り組み、家庭や地域の期待に応えていく必

要があります。 
また、各学校の創意工夫による特色ある教育の推進など、地域の実情に応じた学校教育を

すすめる必要があります。 
 

小・中学校校舎・屋内体育館の耐震化率
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■ 施策の目標 

学校施設の整備をすすめるとともに、学校、家庭、地域が連携して、子どもたちが安心し

て生き生きと学ぶことができる教育環境づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 学校施設等の整備 

・ 安全で快適な教育環境を創出するため、環境負荷の低減や災害時の避難所機能などに

配慮しながら、学校施設の改修・改築、耐震化をすすめます。 

・ 学校施設の適切な管理や機能の充実をはかり、子どもたちの学習環境を整備します。 

・ 老朽化した学校給食共同調理場を改築します。 
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(2) 教育環境の整備 

・ 学校の教育活動や学校運営に対する評価・改善をすすめ、各学校の創意工夫による特

色ある教育を推進します。 

・ 子どもたちが安全に学校に通うことができる環境の整備をすすめます。 

・ 誰もが等しく教育を受けることができるよう、経済的理由により就学が困難な家庭へ

の支援を行うなど、就学環境の整備をすすめます。 

・ 適正な学校規模を維持し、良好な教育環境を確保するため、小・中学校の適正配置を

すすめます。 

・ 地域の状況に応じた総合的、計画的な教育行政を推進するため、教育委員会制度の適

切な運営をすすめるとともに、教職員の人事管理や福利厚生などをすすめます。 

 

(3) 特別支援教育の充実 

・ 学校生活や学習のために特別な支援を必要とする子どもたちに対し、一人ひとりのニ

ーズに応じた特別支援教育をすすめます。 

 

(4) 学校・家庭・地域の連携の促進 

・ 屋内体育館などの学校施設をスポーツ・文化活動をはじめとする地域の様々な活動に

開放するとともに、余裕教室の有効活用をすすめます。 
・ 保護者や地域住民の意見を学校運営に反映するなど、開かれた学校づくりをすすめま

す。 
・ 地域の人材を教育活動に積極的に活用するとともに、子どもたちの安全確保や規則正

しい生活習慣の育成など、家庭や地域と幅広く連携した取り組みをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

小・中学校校舎の耐震化率 46.5％（H19） 100.0％ 

特別支援学級の設置数 38学級（H19） 59学級 

学校支援ボランティアを活用した学校数 2校（H19） 40校 

 

（市民実感度調査項目） 

「子どもたちが安心して学べる教育環境が整っている」と思う市民の割合 
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政策６－１ 次代を担う人を育むまちづくり 

施策６－１－３ 高等学校教育の推進 
 

■ 現状と課題 

高等学校においては、国際化・高度情報化などの社会変化に柔軟に適応できる能力や資質

を持った人材の育成、生徒の学習ニーズに対応した教育が求められています。 
また、道内では、少子化に伴い生徒数の減少がすすんでおり、公立高等学校の規模や配置の適

正化の取り組みがすすめられています。 

本市は、地元高等学校の受入間口の確保に向けた活動や奨学制度による保護者の負担軽減

などに取り組んできています。 
今後も、生徒が安心して高等学校に進学できるよう、進学機会の確保などに取り組む必要

があります。 
市立帯広南商業高等学校では、専門教育に加え、国際理解教育や情報処理教育の推進、地

域と連携したインターンシップの実施など、実践的な教育を展開してきています。 
今後も、生徒一人ひとりの個性や能力を伸ばし、十勝管内唯一の商業専門の高等学校とし

て、地域の期待に応えていく必要があります。 
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帯広南商業高等学校における
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■ 施策の目標 

高等学校への進学機会の確保をはかるとともに、豊かな社会性を兼ね備え、社会に貢献す

る人材を育む高等学校教育をすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 進学機会の確保 

・ 高等学校への進学を希望する生徒が地元の学校で学ぶことができるよう、受入間口の

確保に向け、関係団体等と連携しながら、要請活動などに取り組みます。 
・ 保護者や生徒の負担軽減をはかるため、私立高等学校への支援や奨学支援などに取り

組みます。 
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(2) 帯広南商業高等学校の教育の推進  

・ 事業者などと連携した実践的な教育や英語力を高める教育などの専門教育をすすめま

す。 
・ 生徒一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育をすすめるため、ボランティアなどの社会

性を育む課外活動を充実します。 
・ 地域に開かれた学校づくりをめざし、学校の人材や施設などを活用して地域貢献をす

すめます。 
・ 生徒がより良い環境で教育を受けることができるよう、学校施設の適切な維持管理を

すすめるとともに、学校評価の推進などにより学校運営の改善をはかります。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

帯広南商業高等学校の就職率 100.0％（H19） 100.0％ 

帯広南商業高等学校における検定（※）の３種目

以上１級取得率 
46.7％（H19） 75.0％ 

     ※全国商業高等学校協会検定 

（市民実感度調査項目） 

「高等学校において充実した教育が行われている」と思う市民の割合 
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政策６－１ 次代を担う人を育むまちづくり 

施策６－１－４ 高等教育の充実 
 

■ 現状と課題 

高等教育機関は、専門的能力を持つ人材の育成をはじめ、生涯学習や産業振興などを通し

て、地域の発展に貢献する重要な役割を担っています。 

大学を取り巻く環境は、18歳人口の減少に伴う大学間競争の激化などにより厳しい状況に
あり、国では、大学の規模や多様な社会ニーズに対応する大学教育のあり方について検討を

すすめています。 

我が国唯一の畜産系単科大学である帯広畜産大学は、特色ある教育・研究の展開はもとよ

り、地域貢献に積極的に取り組んでいます。 

本市は、帯広畜産大学と包括的な連携協定を締結し、様々な事業をすすめるとともに、関

係機関と連携しながら、帯広畜産大学の整備・拡充の促進に取り組んできています。 

十勝圏は、全国と比較して高等教育機関が少なく、多くの若者が管外の大学等に進学して

いることなどから、新たな大学の整備に取り組む必要があります。 

また、帯広畜産大学の整備・拡充、既設の短期大学・専修学校の整備促進に取り組み、人

材の育成、地域産業の振興など、地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

帯広畜産大学の地域貢献推進事業数
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■ 施策の目標 

高度な専門的教育・研究を行い、地域の知の拠点としての役割を担う高等教育機関の整備・

充実をすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 大学の整備 

・ 地域の高等教育機能を充実するため、地域特性や優位性を活かし、新たな大学の整備

に向けた取り組みをすすめます。 
・ 関係機関等と連携し、帯広畜産大学の整備・拡充を促進します。 
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(2) 高等教育機関との連携強化  

・ 高等教育機関等との連携を強化し、高等教育機関の教育・研究機能を活用した生涯学

習機会の提供などに取り組みます。 
 
(3) 短期大学・専修学校等の整備促進  

・ 地域の人材育成などをすすめるため、短期大学・専修学校等の整備を促進します。 
 
■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

新たな大学等の設置数 － 1校 

帯広畜産大学の地域貢献推進事業数 
123事業 

（H17-19平均） 
123事業 

 

（市民実感度調査項目） 

「大学や専修学校など、高度な教育を受けることができる環境が整っている」と思う市

民の割合 
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政策６－２ ともに学び地域のきずなを育むまちづくり 

施策６－２－１ 学習活動の推進 
 
 

■ 現状と課題 

社会の成熟化により、心の豊かさや生きがいを求める傾向が強まってきており、生涯を通

して学び、その成果を社会で活かすことができる環境づくりが求められています。 

本市は、生涯学習フェスティバルの開催による意識啓発や情報提供などを通して学習活動

を促進するとともに、市内各地区の生涯学習推進委員会の活動促進や人材育成など推進体制

を整備してきました。 
また、図書館や百年記念館など、市民の主体的な学習活動を支える社会教育施設間の連携

事業にも取り組んできています。 
今後も、多様な市民ニーズに応じた学習機会を提供するとともに、学習成果を活用するた

めの環境づくりなどをすすめ、学びを通した交流やまちづくりへの参加を促進していく必要

があります。 
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市民１人当たりの図書等の貸出点数

0.0

2.0

4.0

6.0

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：市教育委員会 図書館

（点）

 

 

地域について学ぶ講座等への参加者数
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■ 施策の目標 

生涯にわたって学び、学習の成果を活かすことができる環境づくりをすすめます。 
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■ 主な施策の内容 

(1) 学習活動の支援 

・ 学習情報の提供や、関係機関等との連携により、市民の学習活動への参加や学習活動

を通した交流を促進します。 
・ 多様な市民ニーズや社会の要請を踏まえ、社会教育施設における学習内容を充実し、

子どもから大人までそれぞれの学習活動を支援します。 

 

(2) 学習活動を通したまちづくりの促進 

・ まちづくりへの理解を促進するため、地域について学ぶ機会の充実や郷土資料の収集・

活用、歴史的遺産の保存・活用などをすすめます。 
・ 市民団体やボランティアなどが取り組む、学習成果を活かした自主的な活動を支援し

ます。 
 
(3) 社会教育施設の整備・管理運営 

・ 社会教育施設の適切な管理運営や改修などをすすめるとともに、施設間の連携による

共同事業の実施などをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

帯広市教育委員会が開催する講座等の参加者数 22,590人（H19） 23,000人 

地域について学ぶ講座等への参加者数 4,053人（H19） 4,000人 

学習成果の活用事例数 1件（H20） 10件 

地域の指導者の登録者数 138人（H19） 190人 

市民１人当たりの図書等の貸出点数 5.4点（H19） 7.0点 

社会教育施設の総利用者数 95.2万人（H19） 95.2万人 

 

（市民実感度調査項目） 

「生涯にわたって学ぶことができる環境が整っている」と思う市民の割合 
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政策６－２ ともに学び地域のきずなを育むまちづくり 

施策６－２－２ 芸術・文化の振興 
 

■ 現状と課題 

芸術・文化は、創造性や感性を育み、人生に精神的な豊かさや感動を与えるものです。 

ゆとりやうるおいを実感できる、質的に充実した生活が一層求められており、芸術・文化

の役割がますます重要になってきています。 

本市は、市民文化ホールや市民ギャラリーなどの文化施設を拠点として、おびひろ市民芸

術祭など、芸術・文化の発表や活動の場の提供、文化の普及振興や文化団体などの育成など

に取り組んできました。 

今後も、文化団体等と連携し、多様な市民ニーズに応えながら、市民の主体的な文化活動

の促進や鑑賞機会の提供などに取り組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

芸術・文化活動に参加できる環境づくりや芸術にふれる機会の提供により、芸術・文化を

振興します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 市民主体の芸術・文化活動の促進 

・ 情報提供の充実や活動成果の発表機会の提供などにより、市民の主体的な文化活動を

促進します。 

・ 優秀な文化活動の表彰などにより、芸術・文化活動を支える人材や団体の育成をすす

めます。 

 

(2) 鑑賞機会の提供 

・ 芸術・文化への関心を高めるとともに、子どもの豊かな感性や創造力などを育むため、

良質な芸術・文化にふれることができる鑑賞機会を提供します。 
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・ 郷土作家の作品を広く市民に紹介し、親しむことができる機会を提供します。 
 
(3) 文化施設の整備・管理運営 

・ 文化施設の適切な管理運営や改修などをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

ホームページで文化活動を紹介する文化団体数 260団体（H19） 272団体 

発表・活動の場への参加団体数 56団体（H19） 65団体 

鑑賞事業の入場者数 34,098人（H19） 38,000人 

文化施設の利用者数 54.8万人（H19） 60.0万人 

 

（市民実感度調査項目） 

「芸術や文化に親しむことができる環境が整っている」と思う市民の割合 
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政策６－２ ともに学び地域のきずなを育むまちづくり 

施策６－２－３ スポーツの振興 
 

 ■ 現状と課題 
スポーツは、体力の向上や健康の保持・増進などに重要な役割を果たすものであり、誰も

が生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境づくりが求められています。 
本市は、昭和 63年に「健康スポーツ都市宣言」を行い、スポーツに親しむ機会の充実や施

設の整備などをすすめてきました。 
帯広の森運動公園には、市民のスポーツ活動の拠点として、国内２番目の屋内スピードス

ケート場をはじめ、様々な競技施設が集積しており、帯広・十勝はもとより、全国・全道規

模の大会が数多く開催されています。 
今後とも、市民のスポーツへの関心を高め、気軽にスポーツを楽しむことができる環境づ

くりをすすめるとともに、競技者や競技団体、指導者を育成する必要があります。 
また、スピードスケートをはじめとする国内外のスポーツ大会、合宿の誘致などを通して、

交流の促進やにぎわいを創出する必要があります。 
 

各種スポーツ大会等の観客数
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各スポーツ施設の利用者数
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■ 施策の目標 

スポーツに親しむことができる環境づくりや各種大会の開催、スポーツの拠点づくりなど

をすすめ、スポーツを振興します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) スポーツ活動の促進 

・ スポーツに親しむ環境づくりを通して、市民が気軽に健康・体力づくりに取り組むこ

とができる機会を充実するとともに、心身ともに健全な青少年を育成します。 

 

(2) スポーツを通したにぎわいと交流の促進 

・ 国内外選手のスポーツ合宿や全道・全国大会、世界大会の誘致に取り組むとともに、
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一流選手との交流機会を拡大するなど、スポーツを通した交流やにぎわいづくりをすす

めます。 

・ 冬季スポーツの拠点性を高め、スポーツの振興をはかるとともに、幅広い交流を促進

します。 

 
(3) スポーツ人材の育成 

・ スケートをはじめ様々なスポーツにおいて、競技者はもとより専門性を備えた指導者、

団体の育成に取り組みます。 

・ 各種大会への参加支援などにより、技術力の高いスポーツ人材の育成をすすめます。 

 

(4) スポーツ施設の整備・管理運営 

・ 総合体育館を改築するとともに、スポーツ施設の適切な管理運営や改修などをすすめ

ます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

スポーツ大会、スポーツ教室・講習会の参加者数 35,677人（H19） 87,000人 

総合型地域スポーツクラブの設置数 2か所（H19） 8か所 

各種スポーツ大会等の観客数 16.0万人（H19） 20.8万人 

スポーツ合宿団体数 150団体（H20） 200団体 

各スポーツ施設の利用者数 114.8万人（H19） 128.6万人 

 

（市民実感度調査項目） 

「スポーツを楽しむことができる環境が整っている」と思う市民の割合 
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Ⅶ 思いやりとふれあいのまち 
 
■政策・施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

【政策の目標】 
自主的な地域活動を促進するとともに、国内
外の人々との交流を通して、人と人とのふれ
あいのあるまちをつくります。 

政策 7-2 

ふれあいのあるまちづくり 

【政策の目標】 
平和に関する市民意識の啓発をはかると
ともに、すべての人が人間として尊重さ
れ、誰もが支障を感じることなく暮らすこ
とができる、思いやりのあるまちをつくり
ます。 

政策 7-1 

互いに尊重し思いやりのあるまちづくり 

施策 7-1-1 

人権尊重と平和な社会の形成 

施策 7-1-2 

男女共同参画社会の推進 

施策 7-1-3 

ユニバーサルデザインの推進 

施策 7-1-4 

アイヌの人たちの誇りの尊重 

施策 7-2-1 

地域コミュニティの形成 

施策 7-2-2 

国内・国際交流の推進 

思
い
や
り
と
ふ
れ
あ
い
の
ま
ち 
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政策７－１ 互いに尊重し思いやりのあるまちづくり 

施策７－１－１ 人権尊重と平和な社会の形成 
 
 

■ 現状と課題 

人権は、人間の尊厳に基づき、誰もが生まれながらに持っている権利です。近年、子ども

や高齢者への虐待、配偶者等に対する暴力などが社会問題化しています。 

国は、平成 12年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を制定し、人権教育・人
権啓発などに取り組んでいます。 

本市においても、これまで人権に関する啓発事業や相談体制の充実などに取り組んできて

います。 

今後も、教育や啓発活動などを通して、一人ひとりの人権が尊重され、安心して生活を送

ることができる地域社会づくりをすすめていく必要があります。 

また、我が国に核兵器が投下されてから、半世紀以上が経過しており、その惨禍を知らな

い世代が増えています。 

本市は、平成３年に「核兵器廃絶平和都市宣言」を行い、平成 20年には、国際的な核兵器
廃絶に取り組む「平和市長会議」に加盟しています。 

今後も、平和の重要性を伝えることはもとより、世界の恒久平和に向けて、意識啓発に一

層取り組んでいく必要があります。 

 

  

人権侵犯件数（十勝管内）
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■ 施策の目標 

一人ひとりの人権が尊重される社会や平和な社会の実現をめざします。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 人権擁護活動の促進 

・ 関係団体と連携をはかりながら、人権教育や意識啓発をすすめます。 

・ 関係機関や民間団体などと連携し、子どもや高齢者への虐待、配偶者等への暴力など

の被害の早期発見や被害者への助言・保護等に取り組みます。 
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(2) 平和に関する意識の向上 

・ 世界の恒久平和に対する市民の願いを広く発信するとともに、核兵器の恐ろしさや戦

争の悲惨さ、平和の尊さを子どもたちに伝えるなど、市民の意識啓発に取り組みます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

平和啓発事業の参加者数 2,100人（H19） 2,600人 

要保護児童の相談件数 190件（H19） 520件 

配偶者等からの暴力に係る相談件数 63件（H19） 89件 

 

（市民実感度調査項目） 

「平和で差別や虐待がなく、市民一人ひとりが互いに人権を尊重している」と思う市民

の割合 
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政策７－１ 互いに尊重し思いやりのあるまちづくり 

施策７－１－２ 男女共同参画社会の推進 
 

■ 現状と課題 

男女が社会の構成員として、様々な分野の活動に参画し、ともに責任を担い、個性と能力

を発揮できる社会の実現が求められています。 

性別による固定的な役割分担意識や社会慣行が今も残り、また、配偶者からの暴力やセク

シュアル・ハラスメントなど、性別に起因する暴力も社会問題化しています。 

国は、平成11年に「男女共同参画社会基本法」を施行し、男女の人権の尊重など男女共同

参画社会づくりに向けた取り組みをすすめています。 

本市においても、男女共同参画プランを策定し、各種審議会等への女性の登用、男女共同

参画を推進する人材の育成などの取り組みをすすめています。 

今後も、男女共同参画社会の実現をめざし、行政と市民、関係団体、事業者が連携しなが

ら、男女平等意識の啓発や男女が仕事、家庭など様々な分野で活躍できる環境づくりをすす

めていく必要があります。 

 

女性相談員による相談対応件数
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審議会等の女性の参画率
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■ 施策の目標 

男女がお互いを尊重し、対等なパートナーとして助け合い、個性と能力を発揮できる社会

づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 男女平等意識の啓発 

・ 家庭、地域、職場、学校などにおいて、男女平等に関する意識啓発をはかります。 
 
(2) 男女共同参画の推進 

・ 男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画プランに基づき総合的に施策を推進し

ます。 
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・ 男女共同参画の推進を担う人材育成を支援します。 
・ 様々な分野の政策や方針などの決定過程への女性の参画を促進します。 

 
(3) 男女がともに働きやすい環境づくり 

・ 男女ともに仕事と家庭が両立できる雇用環境の整備を促進するため、事業者などへの

啓発活動を推進します。 
 
(4) 女性の人権の尊重 

・ 女性に対する暴力根絶のための意識啓発に取り組みます。 
・ 関係機関と連携し、女性の相談機能を充実するとともに、被害者の保護や自立支援に

取り組みます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

審議会等の女性の参画率 31.5％（H19） 40.0％ 

育児休業制度を規定している事業所の割合 25.2％（H19） 31.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「男女が互いに尊重し合い、個性や能力を発揮できる」と思う市民の割合 
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政策７－１ 互いに尊重し思いやりのあるまちづくり 

施策７－１－３ ユニバーサルデザインの推進 
 

■ 現状と課題 

近年、誰もが支障を感じることなく安全で安心して暮らせるユニバーサルデザインの考え

方に基づく取り組みが広がってきています。 

国は、平成 20年に「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」を定め、一人ひとり
が自立し互いに支え合う、共生社会の実現に向けた取り組みをすすめています。 

本市は、居住環境ユニバーサル指針等を策定し、道路や公園、公共施設の整備をすすめる

など、ユニバーサルデザインの普及・啓発に取り組んでいます。 
また、ユニバーサルデザイン住宅の普及をはかるため、モデル住宅の設置をはじめ、アド

バイザーによる相談や融資・助成などを行っています。 

今後も、ユニバーサルデザインによる公共施設などの整備はもとより、ユニバーサルデザ

イン住宅の整備促進のため、市民がより利用しやすい支援制度の検討などをすすめるととも

に、思いやりと支え合いによる、心のユニバーサルデザインの普及をすすめていく必要があ

ります。 
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■ 施策の目標 

誰もが安全で安心して暮らせるユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりをすす

めます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) ユニバーサルデザインの意識啓発 

・ 市民や事業者、関係機関などと連携し、ユニバーサルデザインの意識啓発や普及促進

に取り組みます。 
・ ユニバーサルデザインの視点に基づき、公共施設の整備などをすすめます。 
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(2) 住宅等のユニバーサルデザインの普及 

・ ユニバーサルデザイン住宅の普及をすすめるため、相談体制の整備や支援制度の利用

を促進します。 
・ 店舗・事務所等のユニバーサルデザインの普及を促進します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

ＵＤに関する講座等への参加者数 
234人 

（H17-19平均） 
370人 

ＵＤアドバイザーの相談件数 
57件 

（H17-19平均） 
57件 

住宅１万戸当たりの貸付・補助利用戸数 179戸（H19） 307戸 

都市公園のバリアフリー化率 35.4％（H19） 50.0％ 

     ※ＵＤ：ユニバーサルデザイン 

（市民実感度調査項目） 

「誰もが利用しやすいユニバーサルデザインによるまちづくりが行われている」と思う

市民の割合 
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政策７－１ 互いに尊重し思いやりのあるまちづくり 

施策７－１－４ アイヌの人たちの誇りの尊重 
 

■ 現状と課題 

アイヌの人たちは、固有の言語や文化を有し、自然と共生した生活を営んできた先住民族

です。 

国は、平成９年「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に

関する法律」を制定し、アイヌ文化の振興などに向けた取り組みを行ってきています。 
さらに、平成 19年の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」、翌年の国会における「ア

イヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を受け、国は、アイヌ政策の総合的な推進に

向けた取り組みをすすめています。 
本市においても、アイヌ施策推進計画に基づき、アイヌ文化の保存などへの支援やアイヌ

民族文化情報センターの整備など、アイヌ民族の歴史や文化に関する理解促進をはじめ、ア

イヌの人たちの生活や教育環境の向上などに取り組んでいます。 
今後も、こうした取り組みを通して、アイヌの人たちの誇りが尊重される地域社会づくり

をすすめていく必要があります。 
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■ 施策の目標 

アイヌの人たちの歴史や文化などに関する理解を促進し、民族としての誇りが尊重される

社会づくりをすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) アイヌ民族の歴史・文化に関する理解の促進 

・ アイヌ民族の歴史・文化に関する情報収集や知識の普及をすすめます。 
・ 十勝におけるアイヌ文化の拠点づくりを促進するとともに、アイヌ民族の歴史・文化の

保存・伝承をすすめます。 
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(2) 生活・教育環境の向上 

・ アイヌの人たちの生活の向上のため、関係機関や団体と連携し、相談体制の充実や教

育支援、就労の促進などに取り組みます。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

アイヌ民族文化情報センターの利用者数 
4,939人 

（H17-19平均） 
5,000人 

生活館の利用者数 22,126人（H19） 24,500人 

 

（市民実感度調査項目） 

「アイヌの人たちの歴史や文化などへの理解が深まり、民族の誇りが尊重されている」

と思う市民の割合 
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政策７－２ ふれあいのあるまちづくり 

施策７－２－１ 地域コミュニティの形成 
 
 

■ 現状と課題 

核家族化や価値観の多様化などに伴い、地域住民の交流や連帯感などが希薄化してきてい

ます。 

地域住民が交流や活動を通して力を合わせながら、安心して暮らせる住みよい地域づくり

をすすめていくことが大切になっています。 

地域活動の中心的な役割を担っている町内会組織は、高齢化や加入率低下がすすみ、組織

の再生や活動の活性化が課題になっています。 
一方、福祉をはじめ文化、環境、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア団体

やＮＰＯが設立され、地域コミュニティの新たな担い手としても活動しています。 
今後、町内会やボランティア、ＮＰＯなどの地域コミュニティ活動を促進するとともに、

地域で活動する様々な組織等が連携し、自ら地域の課題解決に取り組む必要があります。 
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■ 施策の目標 

町内会などの自主的な活動を支援し、ともに支え合う地域コミュニティの形成をはかりま

す。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) コミュニティ意識の啓発 

・ 町内会の活動状況の周知を通して、地域コミュニティ活動への意識啓発をはかるほか、

町内会への加入を促進します。 
 
(2) コミュニティ活動の促進 

・ 地域のコミュニティ活動を促進するため、町内会をはじめ、地域活動を行っている市

民グループやＮＰＯ、ボランティア団体などの活動を支援します。 
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・ 町内会をはじめ、地域で活動する組織が連携し、地域の課題解決に向けて主体的に考

え取り組むための新たな仕組みづくりをすすめます。 

 
(3) コミュニティ施設の整備 

・ コミュニティ活動の拠点であるコミュニティ施設の整備などをすすめます。 

・ 地域住民組織によるコミュニティ施設の自主的な管理運営をすすめます。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

町内会加入率 69.6％（H19） 70.7％ 

市民１人当たりのコミュニティ施設の利用回数 4.8回（H19） 5.0回 

 

（市民実感度調査項目） 

「町内会やＮＰＯ・ボランティアなどによる地域活動が活発に行われている」と思う市

民の割合 
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政策７－２ ふれあいのあるまちづくり 

施策７－２－２ 国内・国際交流の推進 
 

■ 現状と課題 

交通網の整備や情報通信技術の発達などにより、地域間交流がますます活発になってきて

います。また、国際化の進展に伴い、外国との交流を通して、国際性を備えたまちづくりが

求められています。 

本市では、国内の姉妹都市との親善訪問団による交流をはじめ、市民団体による多様な交

流が行われています。 

また、東京帯広会や関西帯広会は、首都圏や関西圏との交流をはじめ、それぞれの地域に

おいて本市の情報発信などの役割も果たしています。 

国外の都市とも、国際姉妹都市や国際友好都市を締結し、市民が主体となった交流が行わ

れているほか、（独）国際協力機構（JICA）帯広国際センターの研修員や帯広畜産大学の留学

生などとの交流が行われています。 

今後も、国内・国外との多様な交流を通して、異なる文化や価値観への理解を促進すると

ともに、帯広・十勝の情報を発信し、地域の活性化や移住の促進などにつなげていく必要が

あります。 
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■ 施策の目標 

国内外の都市や地域との交流をすすめ、異なる文化とふれあい、人と人とのつながりを通

して、魅力ある地域づくりをすすめます。 

  

■ 主な施策の内容 

(1) 国内姉妹都市交流の推進 

・ 開拓姉妹都市の静岡県松崎町、観光文化姉妹都市の大分県大分市、産業文化姉妹都市

の徳島県徳島市との間で、市民主体による相互交流を促進します。 
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(2) 地域間交流の促進 

・ 東京帯広会や関西帯広会など、道内外との多様な地域間交流を促進します。 
・ 移住等に関する情報提供や相談体制の整備などをすすめ、本市への移住等を促進しま

す。 
 
(3) 国際交流・協力の推進 

・ 国際姉妹都市である米国・スワード市並びにマディソン市、国際友好都市である中国・

朝陽市との間で、市民主体による相互交流を促進します。 
・ JICA帯広国際センターを中心として、大学や試験研究機関など関係機関との連携によ
り、農業技術などの地域特性を活かした国際協力を促進します。 

 
(4) 地域国際化の環境づくり 

・ ボランティアの育成や国際交流関係団体のネットワークづくりをすすめ、市民主体の

国際交流を促進します。 
・ 留学生や国際交流員による地域活動などを通して、諸外国の文化に対する理解や国際

性の醸成を促進します。 
・ 外国人が暮らしやすい環境づくりのため、暮らしの情報提供や日本文化への理解促進

などに取り組みます。 
・ 国際交流の拠点施設である森の交流館・十勝の利活用をすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

姉妹都市や友好都市等の交流人数 
330人 

（H17-19平均） 
360人 

国際交流ボランティアの登録者数 359人（H19） 395人 

国際理解推進事業・国際交流事業の参加者数 
8,465人 

（H17-19平均） 
9,350人 

 

（市民実感度調査項目） 

「国内や国外の都市と人や文化の交流が活発に行われている」と思う市民の割合 
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Ⅷ 自立と協働のまち 
 
■政策・施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策 8-2 

質の高い行政の推進 

【政策の目標】 
行政事務の公正の確保と透明性の向上をはか
り、質の高い行政サービスを提供します。 

施策 8-2-1 

行政サービスの充実 

施策 8-2-2 

行政事務の適正な執行 

施策 8-1-1 

市民協働のまちづくりの推進 

施策 8-1-2 

自治体経営の推進 

政策 8-1 

市民とともにすすめる自治体経営 

【政策の目標】 
分権時代に対応した、地域の意思と責任によ
る市民協働のまちづくりをすすめるととも
に、効率的で健全な自治体経営をすすめま
す。 

施策 8-1-3 

広域行政の推進 

自
立
と
協
働
の
ま
ち 



 

 

     基本計画  Ⅷ 自立と協働のまち    

123 

政策８－１ 市民とともにすすめる自治体経営 

施策８－１－１ 市民協働のまちづくりの推進 
 
 

■ 現状と課題 

近年、市民のまちづくりへの参加や社会貢献への機運が高まってきており、地域の課題や

多様な市民ニーズに対応するため、市民と行政がそれぞれの役割と責任に基づき、連携・協

力しながら、まちづくりををすすめることが大切になっています。 

本市は、平成 18年に「帯広市まちづくり基本条例」を制定し、市民活動の支援や広報・広
聴機能の充実により、市民主体の活動や市政への参画を促進するなど、市民協働のまちづく

りをすすめてきています。 

今後も、市民意見を踏まえながら、行政と市民が連携して、市民協働のまちづくりを推進

し、住みよい地域社会づくりをすすめていく必要があります。 
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■ 施策の目標 

市民と行政が情報を共有し、まちづくりへの市民参加をすすめ、市民協働のまちづくりを

すすめます。 

 

■ 主な施策の内容 

(1) 市民参加の推進 

・ 市民協働を促進するため、市民グループやＮＰＯ、ボランティア団体等のまちづくり

活動への支援などを行います。 

・ 市民協働の担い手組織の育成に向け、行政機関など幅広い経験を持つ人材のまちづく

りへの参加を促進します。 

・ 市民グループやＮＰＯ、ボランティア団体などの活動状況を広く周知するなど、協働

のまちづくりの啓発をすすめます。 

・ 各種審議会への女性や若者の登用、公募制の活用などにより、政策形成過程への市民

参画を促進します。 
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・ 選挙に関する情報の提供により、有権者が投票しやすい環境づくりをすすめます。 

 

(2) 市民との情報の共有 

・ 広報紙やホームページなど様々な手段を活用し、行政情報を分かりやすく市民に提供

します。 

・ 情報室などにおいて行政情報の幅広い提供に努めます。 

 

(3) 広聴機能の充実 

・ 市長と市民との対話や市長への手紙、パブリックコメント制度の活用など、様々な機

会を通して市民意見を把握するとともに、市政への意見反映に努めます。 

 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

市民協働の実践事例数 70事業（H19） 100事業 

市民提案型協働のまちづくり支援事業の応募団体数 10団体（H19） 15団体 

広報おびひろの配布率 97.8％（H19） 100.0％ 

パブリックコメント１件当たりの意見件数 
10件 

（H17-19平均） 
12件 

 

（市民実感度調査項目） 

「市民と行政の協働によるまちづくりがすすめられている」と思う市民の割合 
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政策８－１ 市民とともにすすめる自治体経営 

施策８－１－２ 自治体経営の推進 
 

■ 現状と課題 

地方分権の進展に伴い、住民に最も身近な行政を担う市町村には、自らの意思と責任に基

づく自治体経営が求められています。 

自治体を取り巻く財政環境は、生活保護費などの扶助費が増加する一方で、地域経済の停

滞による税収入の伸び悩みや、地方財政制度の改革に伴う地方交付税の減少などにより、厳

しい状況にあります。 

本市は、行財政改革による事務事業の見直しや政策・施策評価の試行導入などにより、効

果的・効率的な施策の展開をはかるなど、自主・自立の自治体経営の取り組みをすすめてい

ます。 

今後も、民間活力の導入をはじめ、継続的な行財政改革への取り組みや行政評価の実施な

どにより、適切に行財政運営をすすめていく必要があります。 
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■ 施策の目標 

計画的な行政運営や健全な財政運営により、分権時代に対応した自主・自立の自治体経営

をすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 健全な財政運営の推進 

・ 一般会計をはじめとする全会計や関与団体の健全な財政運営をはかります。 
・ 課税・収納事務の適正な執行や市税等の収納率向上対策に取り組むほか、広告収入な

ど新たな財源の検討をすすめ、自主財源の確保をはかります。 
・ 市債の適切な発行管理を行うとともに、財務状況を市民に分かりやすく開示します。 
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(2) 自主･自立の自治体経営の推進 

・ 「帯広市まちづくり基本条例」などに基づき、自主・自立の自治体経営に取り組みま

す。 
 ・ 行政事務における職員の法務能力の向上と条例の制定・運用等を通して、政策・施策を

円滑に推進します。 
・ 総合計画を効果的、効率的に推進するため、政策・施策評価を実施し、評価結果を施

策等の取り組みに反映します。 
・ 民間活力の活用により、効率的かつ安定的に公共サービスを提供するなど、継続的に

行財政改革に取り組み、効率的な行政運営をすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

実質赤字比率 －（H19） － 

連結実質赤字比率 －（H19） － 

実質公債費比率 12.5％（H19） 12.5％ 

将来負担比率 121.9％（H19） 121.9％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「健全な財政運営や効果的・効率的な行政運営が行われている」と思う市民の割合 
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政策８－１ 市民とともにすすめる自治体経営 

施策８－１－３ 広域行政の推進 
 

■ 現状と課題 

少子高齢化や環境問題など、地域課題が多様化・高度化する中で、広域的な課題に対して、

自治体が連携・協力しながら取り組みをすすめています。 
本市は、水道、廃棄物処理、市税等の滞納整理などにおいて、行政の効率化をはかるため、

管内自治体と事務の共同処理をすすめてきているほか、航空宇宙産業基地の誘致など、十勝

圏の振興に向けた様々な取り組みをすすめています。 
今後も、管内自治体と連携し、行政の効率化はもとより、十勝圏の一体的な発展をめざし

て、地域産業の活性化など広域的な課題に対応していく必要があります。 
また、広域交通ネットワークなどを活かしながら、東北海道をはじめ道内各都市との連携・

交流をすすめる必要があります。 
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■ 施策の目標 

管内自治体との連携による、広域的な取り組みをすすめるとともに、道内各都市との連携・

交流をすすめます。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 十勝圏の振興 

・ 十勝の中核的な都市圏として、関係自治体との連携により都市計画などに取り組みま

す。 
・ 管内自治体との連携のもと、広域的な行政課題に対し、一部事務組合等による共同処

理をすすめます。 
・ 管内自治体との共同の取り組みをはじめ、関係機関と連携し、十勝圏の振興に資する

広域連携の取り組みを推進します。 
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(2) 広域的な連携の促進 

・ 東北海道の都市との連携・交流をはかりながら、道東圏全体の発展に向けた取り組み

をすすめます。 
・ 道内各都市との連携や交流により、北海道全体の発展に向けた取り組みをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

自治体間連携の取り組み件数 83件（H20） 91件 

 

（市民実感度調査項目） 

「十勝管内町村との広域事業や、道内各都市と連携・交流が行われている」と思う市民

の割合 
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政策８－２ 質の高い行政の推進 

施策８－２－１ 行政サービスの充実 
 
 

■ 現状と課題 

今日、住民に最も身近な行政機関である市町村には、地方分権や高度化・複雑化する行政

課題に適切に対応し、迅速で質の高い行政サービスを提供することが求められています。 

本市は、窓口業務における品質マネジメントマニュアルを策定し、行政サービスの品質の

確保をはかるとともに、公共施設予約システムの導入などによる行政サービスの利便性向上

をすすめてきています。 

今後も、事務の効率化や市民ニーズに対応した行政サービスの充実に取り組むとともに、

人材育成推進プランに基づき、専門的な知識や能力を発揮できる職員を育成する必要があり

ます。 
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■ 施策の目標 

事務の効率化や職員の能力向上をはかり、市民ニーズに的確に対応した行政サービスを提

供します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 利用しやすい行政サービスの提供 

・ 迅速で適切な窓口業務の執行や市民相談への懇切、丁寧な対応など、市民満足度の高

い行政サービスを提供します。 
 
(2) 行政の情報化の推進 

・ 行政サービスの向上や事務の効率化をはかるため、行政の情報化をすすめるとともに、

行政情報システムの運営の効率化や情報セキュリティの強化に取り組みます。 
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(3) 職員の育成 

・ 職員の能力などの向上をはかるため、職員研修を充実するとともに、人事評価を実施

します。 
・ 人材の確保や職員一人ひとりが能力を発揮することができる組織体制、職場環境づく

りをすすめます。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

諸証明交付時間に対する満足度（満点＝5.0） 3.7（H19） 4.0 

施設予約等のインターネットによる手続等件数 10,317件（H19） 26,800件 

職員提案制度の実施率 － 100.0％ 

 

（市民実感度調査項目） 

「市民が利用しやすく、満足できる行政サービスが提供されている」と思う市民の割合 
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政策８－２ 質の高い行政の推進 

施策８－２－２ 行政事務の適正な執行 
 

■ 現状と課題 

市民の信頼に応える行政運営を行っていくためには、事務の公正性や透明性を保ち、適正

に執行することが大切です。 
本市は、平成９年に「帯広市行政手続条例」を制定するなど、行政運営の公正性、透明性

の確保に努めるとともに、公共施設の計画的な管理や公有財産の適切な管理に取り組んでい

ます。 
契約事務については、一般競争入札の実施などにより、透明性や競争性の保持に努めてき

ています。 
今後も、法令遵守の徹底をはかりながら、適切な公有財産管理や契約事務、会計事務の執

行など、適正な事務処理をすすめるとともに、適切に監査を実施する必要があります。 
 

  

市有財産（建物）延べ面積

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

資料：市契約管財課

（㎡）

 

 

■ 施策の目標 

行政運営における公正の確保、透明性の向上をはかり、適正に事務を執行します。 
 

■ 主な施策の内容 

(1) 公有財産の適切な管理 

・ 公共施設の長期的・安定的な維持に努めるなど、公有財産の適切な管理・運用をすす

めます。 
・ 事業計画や将来見通しに基づき、公有財産の適切な利活用などをすすめます。 
 
(2) 行政事務の適正な執行 

・ 公文書などの適正な管理を行います。 
・ 法令等の遵守を徹底し、適正に事務を執行します。 
・ 「帯広市個人情報保護条例」に基づき、個人情報を適正に取り扱います。 
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・ 透明性・公正性を保ちながら、価格・品質の優れた調達を行うため、入札・契約事務

の改善に取り組みます。 
・ 安全で有利に現金管理を行うとともに、正確で確実な現金出納事務を行います。 
・ 公正で合理的かつ効率的な行政運営を確保するため、計画的に監査等を実施します。 
 

■ 評価に用いる項目 

  （成果指標） 

指標名 基準値（基準年） 目標値（H31） 

建設工事等の一般競争入札実施率   38.0％（H20） 95.0％ 

普通財産の有効利用率 63.0％（H20） 67.0％ 

監査等の実施件数   16件（H19） 18件 

 

（市民実感度調査項目） 

「市民に信頼される行政事務が行われている」と思う市民の割合 
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１ これまでの総合計画の概要 

計画の名称 
と期間 

都市像 想定人口 まちづくりの目標 

帯広市総合計画 

S34～S43 

近代的田園都市 153,300 人 

・産業振興の基盤の整備 

・産業の振興 

・文化厚生対策および施設の整備 

帯広市新総合計画 

(一期計画の改定) 

S38～S45 

地域の特色をいかした、緑濃

く、活動力のあふれる生産の

場であり、安らかな憩いの場

であるとともに、より近代的

な産業の発達しうる都市 

-近代的田園都市- 

143,350 人 

・十勝地域農林業の近代化 

・地域産業近代化を促進する工業の

積極的開発振興 

・帯広市影響圏の拡大と地域経済圏

の連携強化 

・中小企業の安定と向上 

・輸送通信体系の確立とその施設の

整備 

・都市施設機能の強化 

・文教、サービス施設の整備 

・生活環境の向上 

第二期 

帯広市総合計画 

S46～S55 

人間尊重を基調とした 

「近代的田園都市」 
200,000 人 

・健康で明るい安全都市の建設 

・北海道内陸中枢拠点都市の建設 

・創造性ゆたかな北方文化都市の建

設 

新帯広市総合計画 

S54～S63 

豊かな自然と北方の文化に

根ざした活力あふれる十勝

の中核都市 

-開拓 100 年の歴史をふまえ

心のふれあいのあるまち- 

200,000 人 

・豊かな生活を築く活力ある産業都

市の建設 

・市民が誇りと連帯意識をもって創

造する北方文化都市の建設 

・自然と調和し、健康で安心して暮

らせる快適都市の建設 

第四期 

帯広市総合計画 

H 元～H12 

緑ひろがる北のフロンティ

ア都市おびひろ 
186,000 人 

・活力ある産業都市 

・心ゆたかな生きがい都市 

・緑あふれる快適都市 

第五期 

帯広市総合計画 

H12～H21 

人と自然が共生する可能性

の大地 新世紀を拓く田園

都市 おびひろ 

-緑ひろがる北のフロンティ

ア- 

188,000 人 

・安心安全都市 

・産業複合都市 

・環境共生都市 

・生涯学習都市 

・広域連携都市 

・市民自治と自治体経営 
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２ 総合計画策定の経過 

（１）策定経過 

年 度 月 経      過 

７～９月 おびひろ市民みらい会議の開催 

８月 中高生アンケートの実施 

高校生まちづくりワークショップの開催 
８月 

新しい総合計画策定方針の決定 

９月 企業アンケートの実施 

10月 帯広市総合計画策定審議会へ諮問 

まちづくり市民アンケートの実施 

平成19年度 

11月 
各種団体等アンケートの実施 

５月 帯広市総合計画策定審議会 中間報告 

８月 帯広市総合計画策定審議会 答申 

９月～10月 新しい総合計画（計画素案）に対する市民意見募集 

帯広市議会 新総合計画特別委員会設置 
12月～２月 

新しい総合計画（計画素案）に関する議論 

新総合計画特別委員会  

平成20年度 

２月 
新しい総合計画（計画素案）に対する議論のまとめ 

新総合計画特別委員会  
４月～７月 

第六期帯広市総合計画（原原案）に関する議論 

新総合計画特別委員会  
平成21年度 

７月 
第六期帯広市総合計画（原原案）に対する議論のまとめ 
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（２）市議会審議経過 

年月日 事  項 

平成20年12月12日 
新総合計画特別委員会設置 
第１回新総合計画特別委員会【正副委員長互選、審議のすすめ方確認】 

平成20年12月25日 

第２回新総合計画特別委員会【計画素案に関する議論】 
○計画の概要（政策評価） 
○時代の潮流とまちづくりの課題） 

平成21年 1月14日 
第３回新総合計画特別委員会【計画素案に関する議論】 

○人口 

平成21年 1月23日 

第４回新総合計画特別委員会【計画素案に関する議論】 
○土地利用の基本方向 
○まちづくりの基本姿勢 
○まちづくりの基本方向(都市像) 

平成21年 2月12日 

第５回新総合計画特別委員会【計画素案に関する議論】 
○まちづくりの基本姿勢 
○まちづくりの基本方向(都市像) 
○まちづくりの目標 
○まちづくりの取り組みの方向性 

平成21年 2月26日 
第６回新総合計画特別委員会【計画素案に対する議論のまとめ】 

○委員間討議 

平成21年 4月27日 

第７回新総合計画特別委員会【計画原原案に関する議論】 
○基本構想の考え方 
○基本構想策定の基本的視点 
○都市像 
○基本計画 第１部 総論編１～６ 

平成21年 5月15日 

第８回新総合計画特別委員会【計画原原案に関する議論】 
○まちづくりの目標 

⑴安全に暮らせるまち 
⑵健康でやすらぐまち 

○基本計画 第２部 各論編Ⅰ～Ⅱ 

平成21年 6月 1日 

第９回新総合計画特別委員会【計画原原案に関する議論】 
○まちづくりの目標 

⑶活力あふれるまち 
⑷自然と共生するまち 

○基本計画 第２部 各論編Ⅲ～Ⅳ 

平成21年 6月19日 

第10回新総合計画特別委員会【計画原原案に関する議論】 
○まちづくりの目標 

⑸快適で住みよいまち 
⑹生涯にわたる学びのまち 
⑺思いやりとふれあいのまち 
⑻自立と協働のまち 

○基本計画 第２部 各論編Ⅴ～Ⅷ 

平成21年 6月26日 
第11回新総合計画特別委員会【原原案に対する議論のまとめ】 

○委員間討議 

平成21年 7月 7日 
第12回新総合計画特別委員会【原原案に対する議論のまとめ】 

○委員間討議 
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（３）市議会議員・特別委員会委員 

帯広市議会議員  新総合計画特別委員会委員  

大 塚   徹   

清 水 拓 也  
大 塚   徹 

 

村 田 光 成   

編 田 照 茂  
渡 辺 和 寛 

 

横 山 明 美   

藤 澤 昌 隆  
鈴 木 孝 昌 

 

山 崎   泉   

山 田 驎太郎  
編 田 照 茂 

 

鈴 木 仁 志   

稲 場 千 鶴  
有 城 正 憲 

 

稗 貫 秀 次   

渡 辺 和 寛  
大竹口 武 光 

 

富 井 司 郎   

有 城 正 憲  
大 石 清 一 

 

大竹口 武 光   

後 藤 美智子  
山 崎   泉 

 

荻 原 昭 勝  

北 口 孝 志  
市 原 秀 朗 副委員長 

市 原 秀 朗   

佐々木 とし子  
野 原 一 登 

 

佐々木 勇 一   

鈴 木 孝 昌  
稲 葉 典 昭 

 

栗 田 律 子  

小 森 唯 永  
石 井 啓 裕 委員長 

大 石 清 一  

石 井 啓 裕  
山 田 驎太郎 委員外議員 

谷 内 利 夫    

高 佐 芳 宏    

野 原 一 登    

稲 葉 典 昭    

安 田 正 雄 副議長   

上 野 敏 郎 議 長 （議席番号順） 
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（４）帯広市総合計画策定審議会開催経過 

年月日 事  項 

平成19年 8月 1日 
第 1回帯広市総合計画策定審議会 

○新しい総合計画策定について 

平成19年 9月20日 
第２回帯広市総合計画策定審議会 

○新しい総合計画策定について 

平成19年10月29日 

第３回帯広市総合計画策定審議会 
○諮問 
○自治体を取り巻く社会・経済情勢について 

平成19年11月20日 
第４回帯広市総合計画策定審議会 

○今後のまちづくりの方向について 

平成19年12月20日 

第５回帯広市総合計画策定審議会 
○今後のまちづくりの方向について 
○専門部会について 

平成20年 1月23日 
～ 

平成20年 2月28日 

第１～第３専門部会【各専門部会４回開催】 
○まちづくりの課題と取り組みの基本方向 

平成20年 3月24日 

第６回帯広市総合計画策定審議会 
○帯広市のめざす姿（将来像）について 
○人口について 

平成20年 4月 7日 

第７回帯広市総合計画策定審議会 
○めざすまちの姿について 
○中間報告について 

平成20年 4月21日 
第８回帯広市総合計画策定審議会 

○中間報告（素案）について 

平成20年 4月25日 
第９回帯広市総合計画策定審議会 

○中間報告（案）について 

平成20年 5月19日 中間報告 提出 

平成20年 6月 2日 
～ 

平成20年 7月24日 

第１～第３専門部会【各専門部会４回開催】 
○人口の考え方について 
○土地利用の考え方について 
○分野別の方向性について 
○評価について 
○まちづくりの理念・都市像・目標について 

平成20年 8月 7日 

第10回帯広市総合計画策定審議会 
○答申書（素案）の構成について 
○答申書（素案）の概要について 

平成20年 8月18日 

第11回帯広市総合計画策定審議会 
○答申書（素案）の構成について 
○答申書（素案）の内容について 

平成20年 8月22日 
第12回帯広市総合計画策定審議会 

○答申書（案）について 

平成20年 8月29日 答申書 提出 
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（５）帯広市総合計画策定審議会委員 
 

朝 日 照 夫 職務代理者  

安 達 秀 昭 (平成20年3月31日退任)  

阿 部 千鶴子   

内 田 秀 雄  第１部会（都市機能・産業部会） 

小 栗 静 雄  部会長 和田 賢二 副部会長 小森 正伸 

梶   伸 二  安達 秀昭 金子 健太郎 

門 屋 充 郎 (平成20年6月8日退任) 上村 明仁 川田 章博 

金 子 健太郎 (平成21年4月23日退任) 進藤 亘子 斉藤 允雄 

上 村 明 仁  中野 正睦 野村 文吾 

川 田 章 博 (平成20年1月10日退任) 福田 隆則 藤田 光輝 

合 田 倫 佳  松田 孝志  

小 森 正 伸   

斉 藤 允 雄    

笹 川 洋 子   

佐々木 市 夫 会 長 第２部会（安心・安全部会） 

佐 藤 淑 子  部会長 内田 秀雄 副部会長 阿部千鶴子 

真 井 徳 幸 (平成20年6月8日退任) 小栗 静雄 門屋 充郎 

清 水 マチ子  笹川 洋子 佐々木 市夫 

進 藤 亘 子  真井 徳幸 清水 マチ子 

杉 森 繁 樹  武井 純子 羽賀 陽子 

武 井 純 子  圓山 嘉都美 村越 敏雄 

中 野 正 睦    

新 妻 宏 美   

野 村 文 吾    

羽 賀 陽 子  第３部会（生活・環境・教育部会） 

福 田 隆 則  部会長 朝日 照夫 副部会長 杉森 繁樹 

藤 田 光 輝 (平成20年6月8日退任) 梶 伸二 合田 倫佳 

古 家 智 子  佐藤 淑子 新妻 宏美 

松 崎 拓 郎  古家 智子 松崎 拓郎 

松 田 孝 志  眞鍋 憲太郎 本江 憲子 

眞 鍋 憲太郎   

圓 山 嘉都美   

村 越 敏 雄 (平成21年4月23日退任)  

本 江 憲 子   

和 田 賢 二  （五十音順、職名は答申時点） 
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（６）市民参加の取り組み状況 

年度 項  目 事  項 

ワークショップ 

おびひろ市民みらい会議 

○参 加 者 一般公募市民 59名 

○検討内容 課題の抽出（帯広の良い所・悪い所）、 

課題の整理、めざすべき目標の検討、 

目標を表すキャッチフレーズ、 

達成に向けた方策の検討 

高校生まちづくりワークショップ 

○参 加 者 市内高等学校に在籍する生徒 26名 

○検討内容 帯広の好きなところ・嫌いなところ、 

理想とする帯広の将来像 

平 

成 

19

年 

度 

 

各種アンケート調査 

の実施 

まちづくり市民アンケート 

○調査対象 20歳以上の市民から3,000名を無作為抽出 

○調査方法 郵便による調査票の発送・返送 

○回収結果 回収数1,062名、回収率35.4% 

○調査項目 帯広市の特徴、取り巻く社会情勢、まちづ 

くりの方向性、市民協働、広報紙について 

中高生アンケート 

○調査対象 市内中学校及び高等学校に在籍する生徒 

○調査方法 各校10枚、計240枚の調査票を配布 

○回収結果 回収数211名、回収率87.9% 

○調査項目 帯広の好きなところ・良いところ、 

帯広の嫌いなところ・悪いところ、 

理想と思う未来の帯広、良いまちにするため 

にできること・してみたいこと、 

未来の帯広のキャッチフレーズ 

企業アンケート 

○調査対象 市内に所在する企業 

○調査方法 帯広商工会議所会報への調査票の折込、 

北海道中小企業家同友会帯広支部・帯広市 

工業団地協同組合を通じた調査票の配布 

○回収結果 回収数231社 

○調査項目 経営上の問題点、 

社会情勢の変化で経営に影響が大きいもの、 

帯広市の産業の発展のために必要な対策、 

企業経営のために必要な事項、取り組んで 

いる・取り組みたい社会貢献活動、 

社会貢献活動を行う上での問題点 

各種団体等アンケート 

○調査対象 市内に所在する各種団体、 

ＮＰＯ法人計253団体 

○調査方法 郵便による調査票の発送・返送 

○回収結果 回収数74団体、回収率29.2% 

○調査項目 活動内容、活動における課題、 

課題への対応、まちづくりに関する意見 
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    参考資料  総合計画策定の経過   

年度 項  目 事  項 

平

成

19 

年

度 

こども議会 

市内の小中学生からのまちづくりに関する提言 

○参 加 者 市内の小中学生21名 

（小学生14名、中学生7名） 

○実施内容 福祉、産業、環境・文化・スポーツの各分 

野についての提言。 

平 

成 

20 

年

度 

市民意見の募集 

計画素案に対する市民意見の募集 

○周知方法 広報紙への折込による全戸配布、 

コミュニティセンターへの設置など 

○意見募集結果 意見の件数24件、意見提出者数11名 

平

成

19 

～

20 

年

度 

市民との懇談機会を 
活用した意向把握 

まちづくり懇談会やふれあいトークなど、市民と懇談する機会

を活用し、計画策定に関する情報提供やまちづくりに対する市

民の意向把握。 
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     参考資料  成果指標    

３ 成果指標 

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

１-１-１ 

  地域防災の推進 
1 自主防災組織数 H19 22 33 組織 

 
2 自主防災組織の訓練実施率 H19 45.5 100.0 % 

 
3 住宅の耐震化率 H19 83.0 

90.0 
以上 

% 

 

4 特定建築物の耐震化率 H19 73.7 
90.0 
以上 

% 

5 
人口１万人当たりの火災発生件
数 

H20 3.7 3.7 件 
１-１-２ 

消防・救急の充実 

6 防火活動の参加率 H20 39.1 40.0 % 

 

7 救命率 H19 5.1 5.1 % 

 
8 

応急手当普及講習の累計受講者
数 

－ － 42,000 人 

１-２-１ 

  防犯の推進 
9 犯罪の発生件数 

H17-19
平均 

1,922 1,540 件 

 
10 防犯灯の新設灯数 － － 675 灯 

１-２-２ 

  交通安全の推進 
11 交通事故の発生件数 

H17-19
平均 

834 750 件 

 
12 交通安全教室の参加率 H19 18.4 20.0 % 

１-２-３ 

  消費生活の向上 
13 消費者講座等の参加人数 

H17-19
平均 

3,300 3,700 人 

 
14 消費生活相談の解決率 

H17-19
平均 

99.4 99.6 % 

 
15 不合格計量器の出現率 

H17-19
平均 

2.0 1.4 % 

２-１-１ 

  保健予防の推進 
16 がん検診の平均受診率 H19 19.9 29.0 % 
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    参考資料  成果指標   

 

指標の説明 目標値設定の考え方 

連合町内会を基本とする33区域において、設立された自主防
災組織数。 
防災体制の充実を測る指標として設定します。 

33区域全てに自主防災組織が設立されることを
めざします。 

１年間に防災訓練等を実施した自主防災組織が、全自主防災
組織に占める割合。 
防災体制の充実を測る指標として設定します。 

毎年度５％程度増加させ、100.0％をめざします。 

昭和 56年に改正された建築基準法に基づく耐震基準に適合
する住宅戸数が、住宅総戸数に占める割合。 
災害に強い都市づくりの進捗を測る指標として設定します。 

帯広市耐震改修促進計画に基づき、H27までに
90.0％をめざし、H28以降も建物の建て替え等が
すすむことから90.0％以上をめざします。 

昭和 56年に改正された建築基準法に基づく耐震基準に適合する
特定建築物数（多数の市民が利用する一定規模の建築物）が、特
定建築物総数に占める割合。 
災害に強い都市づくりの進捗を測る指標として設定します。 

帯広市耐震改修促進計画に基づき、H27までに
90.0％をめざし、H28以降も建物の建て替え等が
すすむことから90.0％以上をめざします。 

帯広市における人口１万人当たりの１年間の火災発生件数。 
（１年間の市内における火災件数÷市内の人口×10,000人） 
火災予防活動の成果を測る指標として設定します。 

本市の基準値は一定程度高い水準にあることか
ら、基準値の維持をめざします。 

１年間に避難訓練や消火訓練等の防火活動に参加した市民の
割合。（１年間の避難訓練等の参加人数÷市内の人口） 
防火に関する意識の向上を測る指標として設定します。 

市民の 40.0％が防火活動に参加することをめざ
します。 

心肺停止になった人が、救命措置を施され病院へ搬送後１ヵ
月以上生存した割合。 
（心肺停止後１ヵ月以上生存した人数÷心肺停止傷病者数） 
救急体制の充実を測る指標として設定します。  

今後、高齢化の進行により数値の低下が見込まれ
ますが、基準値の維持をめざします。 

応急手当普及講習受講者のH22からの累計受講者数。 
救命率向上の取り組みの充実を測る指標として設定します。 

毎年度4,200人程度の受講者を確保し、累計受講
者数42,000人をめざします。 

市内の１年間の犯罪（刑法犯）発生件数。 
防犯の推進を測る指標として設定します。 

基準値の概ね20％減の1,540件をめざします。 

新設した防犯灯のH22からの累計灯数。 
防犯の取り組みの充実を測る指標として設定します。 

宅地造成や既存住宅地の要望を踏まえ計画的に
整備をすすめ、675灯をめざします。 

市内における１年間の交通事故発生件数。 
交通安全の推進を測る指標として設定します。 

基準値の概ね10％減の750件をめざします。 

市が実施する交通安全教室に参加した市民の割合。 
（１年間の交通安全教室の参加者数÷市内の人口） 
交通安全に関する意識の向上を測る指標として設定します。 

市民の 20.0％が交通安全教室に参加することを
めざします。 

市が実施する消費者講座等の１年間の参加人数。 
市民の消費生活に対する意識の向上を測る指標として設定し
ます。 

基準値の概ね10％増の3,700人をめざします。 

帯広市消費生活アドバイスセンターにおける消費生活相談の
解決率。 
消費生活相機能の充実を測る指標として設定します。 

過去３年間の最高値を上回る 99.6％をめざしま
す。 

定期検査対象計量器のうち不合格計量器数が占める割合。 
適正な取引を測る指標として設定します。 

基準値の0.6％減の1.4％をめざします。 

５つのがん（胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん）
の平均受診率。 
保健予防の推進を測る指標として設定します。 

第四期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画に基づき、29.0％をめざします。 
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施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 
17 麻しんの予防接種率 H19 89.2 95.0 % 

２-１-２ 

  医療体制の充実 
18 

看護師養成学校卒業生の市内就
職率 H19 56.0 56.7 % 

 
19 初期救急医療の対応可能日数 H19 365 365 日 

２-２-１ 

  地域福祉の推進 20 地域交流サロンの参加者数 H19 9,318 16,200 人 

 
21 

ボランティアセンター登録者
数 

H17-19
平均 

3,435 3,700 人 

２-２-２ 

  高齢者福祉の推進 22 
介護予防事業の参加者のうち、評
価が向上・維持できた人の割合 H19 92.3 95.0 % 

 
23 

要介護認定者に対する介護サー
ビス利用者の割合 H19 76.24 77.24 % 

 

24 
地域包括支援センター等の相談
件数 H20 8,418 13,000 件 

 

25 認知症サポーター数 H20 873 18,670 人 

２-２-３ 

  障害者福祉の推進 26 在宅サービスの利用率 H19 10.5 30.0 % 

 
27 総合相談窓口の相談件数 H19 13,164 17,500 件 

 
28 

障害者社会参加促進事業の参加
者数 

H19 398 413 人 

 

29 
グループホーム・ケアホームの定
員数 

H19 211 277 人 

 

30 
障害者雇用率を達成した企業の
割合 H19 43.8 50.0 % 

２-２-４ 

  社会保障の推進 
31 

医療費の地域差指数 
（全国平均＝1.000） 

H18 1.066 1.050 － 



 

 
144 

    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

麻しん予防接種の接種率。 
（第１期（１歳）と第２期（６歳）の平均接種率） 
感染症予防対策の推進を測る指標として設定します。 

国の「麻しん排除計画」の目標接種率 95.0％を
めざします。 

看護師等の市内養成学校の卒業生のうち、市内医療機関に就
職した割合。 
地域医療体制の充実を測る指標として設定します。 

基準値の概ね1.0％増の56.7％をめざします。 

夜間に初期救急患者の診療を行う医療機関（夜間急病センタ
ー及び在宅当番医）の１年間における当番日数。 
救急医療体制の充実を測る指標として設定します。 

年間を通して診療を行うことが必要であること
から、基準値の維持（うるう年は366日）をめざ
します。 

地域交流の場である地域交流サロンに参加する高齢者や障害
のある人、市民ボランティア等の１年間の参加者数。 
地域福祉活動の取り組みの充実を測る指標として設定しま
す。 

基準値の概ね70％増の16,200人をめざします。 

ボランティアセンター（帯広市社会福祉協議会内）に登録す
るボランティア数。 
地域福祉活動の充実を測る指標として設定します。 

基準値の概ね８％増の3,700人をめざします。 

要支援・要介護とならないための予防を目的とした通所型介
護予防事業の参加者のうち、運動機能や活動意欲等の評価に
おいて、「向上」や「維持」が認められた割合。 
介護予防の推進を測る指標として設定します。 

基準値を上回る95.0%をめざします。 

要支援・要介護認定者のうち、介護サービス利用者の割合。 
介護サービスの充実を測る指標として設定します。 

基準値の1.00％増の77.24％をめざします。 

地域包括支援センター、在宅介護支援センターにおける１年
間の相談件数。 
高齢者福祉サービスに関する相談体制の充実を測る指標とし
て設定します。 

老年人口（65歳以上人口）の概ね４分の１であ
る13,000人をめざします。 

認知症サポーター養成講座を受講し、認知症に対する正しい
知識と理解を身につけた人の証であるオレンジリングを交付
された人のH22からの累計人数。 
高齢者を地域で支える仕組みの充実を測る指標として設定し
ます。 

毎年度の受講者数枠を 200人程度拡大し、累計
18,670人をめざします。 

障害者自立支援法に基づく在宅系の障害福祉給付サービスを
利用する障害者が、３障害障害者手帳所持者総数に占める割合。 
（介護保険制度が適用される65歳以上の障害者を除く） 
障害者の在宅サービスの充実を測る指標として設定します。 

毎年度1.6％程度増加させ、30.0％をめざします。 

障害福祉窓口における１年間の相談件数。 
障害者の日常生活支援の充実を測る指標として設定します。 

基準値の概ね30％増の17,500件をめざします。 

障害者の自立を促進する社会参加促進事業の１年間の参加者
数。 
障害者の社会参加を測る指標として設定します。 

第二期帯広市障害福祉計画に基づき、413人をめ
ざします。 

市内に設置されている「グループホーム」、「ケアホーム」の
定員数。 
障害者の地域生活への支援の充実を測る指標として設定しま
す。  

第二期帯広市障害福祉計画に基づき、277人をめ
ざします。 

厚生労働省が定める障害者雇用率を満たす一般企業が、一般
企業総数に占める割合。 
障害者の地域生活への支援の充実を測る指標として設定しま
す。 

一般企業総数の50.0％をめざします。 

国民健康保険の被保険者の医療費の全国平均を 1.000とし、
各市町村の国民健康保険の医療費を指数で示したもの。 
国民健康保険の健全な運営を測る指標として設定します。 

帯広市の地域差指数は、道内においては低い数値
となっていますが、1.000の全国平均に近づくよ
う1.050をめざします。 
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施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 
32 

第１号被保険者に占める要介護
１以上の認定者の割合 H19 12.75 12.75 % 

 
33 

稼動可能な被保護者に対する就
労者の占める割合 H19 47.1 67.9 % 

 

34 
年金相談の満足度 
（満点＝5.00） 

H17-19
平均 

4.60 4.70 － 

２-３-１ 

  子育て支援の充実 
35 ３歳児のむし歯保有率 H19 27.6 20.0 % 

 

36 保育所・幼稚園の利用率 H19 55.2 57.5 % 

 
37 乳児家庭への訪問率 H19 37.6 85.0 % 

 

38 
子ども１人当たりの子育て支援
センター等の利用回数 H19 10.2 12.0 回 

 
39 子育てメール通信の利用率 H20 23.8 60.0 % 

 
40 

母子家庭等自立支援制度利用者
の就労率 

H18-20
平均 

67.3 72.0 % 

２-３-２ 

  青少年の健全育成 
41 

子どもの居場所づくり参加児童
数 H19 7,575 31,100 人 

 
42 

巡回指導による不良行為等の被
指導者数 

H17-19
平均 

37 29 人 

 
43 

青少年リーダー養成事業参加者
数 H19 208 260 人 

 
44 児童会館の入館者数 H17-19

平均 
10.9 12.0 万人 

３-１-１ 

  農林業の振興 
45 市内食料自給率 H19 285 335 % 

 
46 農業産出額 H19 269.9 280.0 億円 
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指標の説明 目標値設定の考え方 

介護認定における要介護１以上の人が、第１号被保険者数（市
内65歳以上の人数）に占める割合。 
介護保険制度の適切な運営を測る指標として設定します。 

高齢化の進行により数値の増加が見込まれます
が、基準値の維持をめざします。 

18～64歳の被保護者のうち、病気や子育て等の阻害要因を除
いた者（稼働可能な被保護者）のうち、就労者が占める割合。 
生活保護制度の適正な運用を測る指標として設定します。 

北海道の就業率67.9％（H19年度平均）をめざし
ます。 

国民年金相談に係る市民アンケート（５点満点（5.分かりや
すい 4.やや分かりやすい 3.普通 2.やや分かりづらい 1.分
かりづらい ））の平均点。 
国民年金の制度の周知を測る指標として設定します。 

基準値より0.10増の4.70をめざします。 

３歳児健康診査時に行う歯科健診において、むし歯を保有し
ている子どもの割合。 
おやこの健康支援の充実を測る指標として設定します。 

毎年度0.6％程度低下させ、20.0％をめざします。 

０～５歳の子どものうち、認可保育所及びへき地保育所、幼
稚園を利用している者（認可外保育所を含まない）の割合。 
保育サービスや幼稚園教育の充実を測る指標として設定しま
す。 

基準値の2.3％増の57.5％をめざします。 

出生数に対して家庭訪問件数の占める割合。 
子育て支援の充実を測る指標として設定します。 

H22より毎年度 0.5％程度増加させ、85.0％をめ
ざします。 

子ども（幼稚園と保育所の入園・入所者を除く０～５歳の子
ども）１人当たりの子育て支援センター等（保育所開放、子
育てサロンを含む）の１年間の利用回数。 
子育て支援の充実を測る指標として設定します。 

月１回の利用である12.0回をめざします。 

子育てメール通信を利用している世帯数が、０～２才の子ど
もの数に占める割合。 
子育て支援の充実を測る指標として設定します。 

毎年度３％程度増加させ、60.0％をめざします。 

母子家庭における母親の職業訓練に対する支援制度の利用者
のうち、就労した割合。 
母子家庭の自立支援の充実を測る指標として設定します。 

毎年度0.5％程度上昇させ、72.0％をめざします。 

子どもたちが学年の異なる友達や地域の大人たちと交流でき
る機会である「子どもの居場所」の１年間の参加児童数。 
青少年を育む環境の充実を測る指標として設定します。 

新規実施校の拡充と既存校の充実により、31,100
人をめざします。 

青少年センター街頭巡回の実施による１年間の不良行為少年
（飲酒・喫煙・薬物乱用等）に対する合計指導者数。 
青少年を育む環境の充実を測る指標として設定します。 

基準値の概ね20％減の29人をめざします。 

青少年リーダー養成事業の１年間の参加人数。 
青少年健全育成の取り組みの充実を測る指標として設定しま
す。 

基準値の概ね25％増の260人をめざします。 

児童会館の１年間の入館者数。 
体験活動施設の充実を測る指標として設定します。 

基準値の概ね10％増の12.0万人をめざします。 

帯広市で消費される食料（カロリーベース）のうち、帯広市
で生産される食料の割合。 
農林業の振興を測る指標として設定します。 

毎年度５％程度増加させ、335％をめざします。 

市内の農産物の品目別生産数量に品目別農家庭先価格（農業
者段階の農産物価格）を乗じて得た額の合計額。 
農林業の振興を測る指標として設定します。 

毎年度１億円程度増加させ、280.0億円をめざし
ます。 
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     参考資料  成果指標    

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 

47 
環境に配慮した農業を実践する
農家数 H19 147 200 戸 

 

48 農業体験・学習参加した市民の数 H19 2,893 3,500 人 

 

49 耕地防風林苗木植栽数 H19 5,660 7,000 本 

３-１-２ 

  工業の振興 
50 製造品出荷額等 H19 1,192 1,304 億円 

 

51 
新製品・新技術等の事業化・商品
化率 H19 61.5 67.4 % 

 
52 技術指導相談件数 H19 363 503 件 

 
53 立地企業件数 － － 32 件 

３-１-３ 

  商業の振興 
54 

卸・小売業及びサービス業の法人
市民税賦課金額 

H19 9.8 9.8 億円 

 
55 商店街の空店舗率 H20 10.39 10.39 % 

３-１-４ 

  中小企業の基盤強化 
56 法人市民税の賦課金額 H19 21.5 21.5 億円 

 
57 法人市民税の賦課法人数 H19 5,067 5,067 社 

３-１-５ 

  産業間連携の促進 
58 食料品製造業の付加価値生産性 H19 1,002 1,002 万円 

 
59 

十勝ブランド認証機構による認
証企業数 H19 21 33 社 

 
60 

大学・試験研究機関の共同研究件
数 H19 36 44 件 

３-１-６ 

  雇用環境の充実 
61 有効求人倍率（十勝管内） H19 0.51 0.63 － 

 
62 

シルバー人材センター登録会員
数 

H19 857 880 人 
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    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

有機JAS、YES!clean登録、エコファーマー認定や特別栽培等、
環境に優しい営農活動に取り組む農家数。 
環境と調和した農業生産の推進を測る指標として設定しま
す。 

毎年度５戸程度増加させ、200戸をめざします。 

市が実施する農業体験や体験学習における１年間の参加者
数。 
食育の推進や農業理解の促進の取り組みの充実を測る指標と
して設定します。 

基準値の概ね20％増の3,500人をめざします。 

耕地防風林苗木の1年間の植栽数。 
耕地防風林は、農地を風害から守り農産物の生産量や品質の
向上に役立つことから、農業生産の推進の取り組みの充実を
測る指標として設定します。 

耕地防風林を植栽する農家を毎年度１戸相当（植
栽本数150本程度）増加させ、7,000本をめざし
ます。 

１年間の製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額及びそ
の他の収入額の合計額。 
工業の振興を測る指標として設定します。 

帯広十勝地域産業活性化基本計画に基づき、
1,304億円をめざします 

帯広市ものづくり総合支援補助金事業により実施された事業
のうち、新製品・新技術・新サービス開発について事業化・
商品化された率。 
工業の振興の取り組みの充実を測る指標として設定します。 

毎年度３件程度の商品化・事業化をすすめ、
67.4％をめざします。 

十勝産業振興センター・食品加工技術センターにおける１年
間の技術指導相談件数。 
産業支援機能の充実を測る指標として設定します。 

基準値の概ね40％増の503件をめざします。 

市内に新設又は増設した工場のH22からの累計件数。 
企業立地の促進を測る指標として設定します。 

帯広十勝地域産業活性化基本計画に基づき、32
件をめざします。 

市内で卸・小売業及びサービス業を営む事業者の法人市民税
の賦課金額。 
商業の活性化を測る指標として設定します。 

景気の低迷等により数値が減少傾向となってい
ますが、基準値の維持をめざします。 

帯広市商店街振興組合連合会に加盟する商店街組織における
空き店舗率。 
商店街の活性化を測る指標として設定します。 

景気の低迷等により数値が増加傾向にあります
が、基準値の維持をめざします。 

市内で事業を営む事業者の法人市民税の賦課金額の合計。 
中小企業の振興を測る指標として設定します。 

景気の低迷等により数値が減少傾向にあります
が、基準値の維持をめざします。 

市内で事業を営む事業者で法人市民税が賦課されている法人
数。 
中小企業の振興を測る指標として設定します。 

数値はほぼ横ばいで推移していますが、経済状況
等を考慮し基準値の維持をめざします。 

市内の食料品製造業の従業者１人当たりの付加価値額。 
地域産業の振興を測る指標として設定します。 

数値が下降傾向にありますが、基準値の維持をめ
ざします。 

安心で安全な美味しい十勝産加工食品を認証する十勝ブランド認
証機構による基準をクリアした加工食品を製造する企業件数。 
産業間連携の促進を測る指標として設定します。 

毎年度１社程度増加させ、33社をめざします。 

帯広畜産大学、北海道立十勝圏地域食品加工技術センター、十勝
産業振興センターと市内の企業が共同で行っている研究件数。 
産学官連携の促進を測る指標として設定します。 

毎年度1件程度増加させ、44件をめざします。 

帯広職業安定所管内の有効求人倍率。 
雇用環境の充実を測る指標として設定します。 

過去10年間の最高値0.63をめざします。 

シルバー人材センターの登録会員数。 
高齢者の就業機会の充実を測る指標として設定します。 

過去５年間の最大会員数を上回る 880人をめざ
します。 
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     参考資料  成果指標    

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 
63 勤労者共済センター会員数 H19 4,636 4,700 人 

３-２-１ 

  中心市街地の活性化 
64 街なか居住人口  H19 2,851 3,668 人 

 
65 

中心市街地の歩行者通行量（休
日） 

H19 13,281 28,000 人 

３-２-２ 

  観光の振興 
66 観光入込客数（延べ人数） H19 236 272 万人 

 
67 宿泊客延べ数 H19 83.7 95.2 万人泊 

 
68 

帯広観光コンベンション協会の
ホームページアクセス件数 

H19 11.9 20.3 万件 

 
69 帯広物産協会の物産取扱額 H19 5.9  7.6 億円 

４-１-１ 

  地球環境の保全 
70 

市内から排出される二酸化炭素
（CO2）削減量 

－ － 24.4 万tCO2 

 
71 環境にやさしい活動実践校数 H19 10 41 校 

 
72 

二酸化窒素（NO2）基準値の達成
率 

H19 94.1 100.0 % 

73 
市民 1人１日当たりのごみの排
出量 

H19 978 702 ｇ 
４-１-２ 

  廃棄物の資源化と適
正処理 

74 リサイクル率  H19 29.2 40.0 % 

 

75 ごみステーションの指導率 
H18-20
平均 

3.8 2.0 % 

 

76 ごみの適正分別率 
H18-20
平均 

91.0 91.8 % 

４-２-１ 

  公園・緑地の整備 77 市民１人当たりの公園面積 H19 43.7 47.7 ㎡ 

 

78 
歩いて行ける身近なみどりの充
足率 

H19 78.3 83.0 % 



 

 
150 

    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

勤労者共済センターの市内の会員数。 
勤労者福祉の向上を測る指標として設定します。 

基準値を上回る4,700人をめざします。 

中心市街地140haの居住人口。 
中心市街地の活性化を測る指標として設定します。 

帯広市中心市街地活性化基本計画に基づき、
3,668人をめざします 

中心市街地の主要８ヵ所の休日の歩行者通行量。 
中心市街地の活性化を測る指標として設定します。 

帯広市中心市街地活性化基本計画に基づき、
28,000人をめざします。 

１年間の市内の観光入込客数延べ人数。 
観光の振興を測る指標として設定します。 

基準値の概ね15％増の272万人をめざします。 

１年間の市内の宿泊客延べ数。 
観光の振興を測る指標として設定します。 

基準値の概ね 14％増の 95.2万人泊をめざしま
す。 

帯広観光コンベンション協会のホームページにおける観光情
報サイトの１年間のアクセス件数。 
観光情報発信の取り組みを測る指標として設定します。 

基準値の概ね70％増の20.3万件をめざします。 

物産展やアンテナショップにおける帯広物産協会の１年間の
物産取扱額。 
物産振興を測る指標として設定します。 

基準値の概ね30％増の7.6億円をめざします。 

市内の二酸化炭素排出削減量のH22からの累計量。 
環境負荷低減の推進を測る指標として設定します。 

帯広市環境モデル都市行動計画に基づき、24.4
万tCO2をめざします。 

環境にやさしい活動に取り組み、市が「帯広市環境にやさし
い活動実践校」として認定した学校数。 
環境学習の取り組みの充実を測る指標として設定します。 

毎年度３校程度を新規に認定し、41校（全小中
学校と帯広南商業高等学校）をめざします。 

暖房を使用し大気が汚れる冬期（11～３月）における二酸化
窒素（NO2）の基準値（1時間値0.04ppm以下）の達成率。 
生活環境の保全を測る指標として設定します。 

第二期帯広市環境基本計画に基づき、100.0％を
めざします。 

市民１人１日当たりのごみ排出量。 
ごみの発生抑制の推進を測る指標として設定します。 

帯広市一般廃棄物処理基本計画に基づき、702ｇ
をめざします。 

資源化量（資源ごみ+資源回収+搬入資源）が、ごみの総排出
量に占める割合。 
再資源化の促進を測る指標として設定します。 

帯広市一般廃棄物処理基本計画に基づき、40.0%
をめざします。 

ごみの排出について指導を要するごみステーションが、ごみ
ステーションの総数に占める割合。 
ごみの適正な排出に関する意識の向上を測る指標として設定
します。 

毎年度0.1％程度低下させ2.0％をめざします。 

適切に分別された「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「資源
ごみ」の量が、各ごみの合計量に占める割合。 
ごみの適正な排出に関する意識の向上を測る指標として設定
します。 

毎年度0.1％程度増加させ、91.8％をめざします。 

都市計画区域内で開設された人口1人当たりの公園・緑地面
積。 
（都市計画区域内開設面積＋緑地面積（墓園を含む）÷都市
計画区域内人口。） 
公園の適切な配置を測る指標として設定します。 

緑の基本計画に基づき、47.7㎡をめざします。 

歩いていける範囲の公園緑地が体系的に整備されている状態
を表した整備率。 
（市街化区域内における供用公園数÷（住区数×１住区の公
園標準箇所数）×（平均供用面積÷公園標準面積）×100） 
身近なみどりの整備の進捗を測る指標として設定します。 

計画的に整備をすすめ、基準値の概ね５％増の
83.0％をめざします。 
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     参考資料  成果指標    

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 
79 

帯広の森に関わるボランティア
登録者数 

H19 96 200 人 

４-２-２ 

  水道水の安定供給 
80 水道管路の近代化率 H19 78.9 89.7 % 

 
81 水道有収率 H19 90.6 90.6 % 

４-２-３ 

  下水道の整備 
82 汚水整備率 H19 97.9 98.8 % 

 
83 雨水整備率 H19 65.0 71.3 % 

 
84 個別排水処理施設整備率 H19 64.8 100.0 % 

５-１-１ 

  住環境の充実 
85 老朽化した市営住宅等の割合 H19 10.38 1.36 % 

 

86 
高齢者及び身障者に対応した市
営住宅等の割合 

H19 37.1 65.0 % 

 
87 未利用地の宅地整備累計面積 － － 22.0 ha 

５-１-２ 

  魅力ある景観の形成 88 
まちづくりデザイン賞の応募件
数 

H17-19
平均 

3 6 件 

 

89 地区計画区域の宅地利用率 H19 78.7 90.0 % 

 
90 

耕地防風林苗木植栽数 
（再掲3-1-1） 

H19 5,660 7,000 本 

５-１-３ 

  墓地・火葬場の整備 91 中島霊園の貸出区画数 H19 909 2,630 区画 

５-２-１ 

  道路網の整備 
92 都市計画道路整備率（市道分） H19 79.6 88.2 % 

 
93 特殊舗装の道路延長 H19 314 230 Km 

 
94 除雪１回当たりの苦情件数 

H17-19
平均 

275 200 件 
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    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

帯広の森の育成管理や森の資源の利活用を行うボランティア
の人数。  
帯広の森の利活用の充実を測る指標として設定します。 

基準値の倍増である200人をめざします。 

強度や耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管・鋼管が、水道管路
総延長に占める割合。 
水道水の供給の安全・安定性を測る指標として設定します。 

水道管路近代化推進事業計画及び第７次配水管
整備事業計画に基づき、89.7％をめざします。 

料金徴収の対象となった年間水量（有収水量）が、年間総配
水量に占める割合。 
水道事業経営の健全性を測る指標として設定します。 

基準値が 90.0％を超え一定程度高い数値である
ことから、基準値の維持をめざします。 

下水道汚水整備面積が、下水道認可区域面積に占める割合。 
快適な生活環境を測る指標として設定します。 

土地利用計画及び道路整備計画と整合をはかり
ながら整備をすすめ、98.8％をめざします。 

下水道雨水整備面積が、雨水整備が必要な面積に占める割合。 
快適な生活環境を測る指標として設定します。 

市街化区域における浸水被害が高いと想定され
る区域（雨水整備が必要な面積）の解消をはかり、
71.3％をめざします。 

個別排水処理施設の設置基数が、目標設置基数（500基）に
占める割合。 
農村地域における快適な生活環境を測る指標として設定します。 

計画的に整備をすすめ、100.0%をめざします。 

耐用年限の２分の１を経過し老朽化した簡易耐火構造の平屋
建て、２階建て市営住宅が市営住宅総戸数に占める割合。 
住環境の充実を測る指標として設定します。 

帯広市公共賃貸住宅ストック総合活用計画に基
づき、1.36％をめざします。 

高齢者及び身障者に対応した設備が整備された市営住宅が、
市営住宅等（特定公共賃貸住宅含む）の総数に占める割合。 
高齢者や障害者が快適に暮せる住環境の充実を測る指標とし
て設定します。 

毎年度2.5％程度増加させ、65.0％をめざします。 

道路整備を支援した宅地整備面積のH22からの累計面積。 
快適な宅地の整備の充実を測る指標として設定します。 

１箇所概ね 1.1haの宅地整備を年２件程度整備
し、H22からの累計で22.0haをめざします。 

帯広の風土と調和した優れたデザインの建造物等や、まちづく
りに関する活動を行う団体・個人を募集し表彰する「帯広市ま
ちづくりデザイン賞」の１年間の応募者数（「まち創り部門」
と「まち育て部門（活動）」の合計応募数）。 
個性豊かな都市景観づくりを測る指標として設定します。 

基準値の倍増である６件をめざします。 

住環境や街並み保全等を目的として、地域住民が主体となっ
て定める地区計画における計画区域内の宅地利用率。 
地区計画区域の宅地利用が進むことは、良好な景観形成につ
ながることから、景観形成を測る指標として設定します。 

大規模区画整理事業の造成が終了する H23まで
は1．4％、それ以降は毎年度0.7％程度上昇させ、
90.0％をめざします。 

耕地防風林苗木の1年間の植栽数。 
帯広・十勝の美しい農村景観を創り出していることから、景
観の形成を測る指標として再掲して設定します。 

耕地防風林を植栽する農家を毎年度１戸相当（植
栽本数150本程度）増加させ、7,000本をめざし
ます。 

中島霊園における累計貸付区画数。 
墓地需要の予測とともに墓地環境、市民ニーズを把握し、過
大投資や貸出区画の不足が生じないよう、適切な造成計画を
推進していくための指標として設定します。 

需要に応じた計画的な整備をすすめ、2,630区画
をめざします。 

都市計画決定された道路延長（市道分）のうち、完全整備さ
れた道路延長（市道分）の割合。 
道路整備の進捗を測る指標として設定します。 

計画的に整備をすすめ、88.2％をめざします。 

特殊舗装（路盤改良を行わない簡易な舗装）の道路延長。 
適切な道路の維持・管理を測る指標として設定します。 

計画的に特殊舗装の道路延長を減らし、230㎞を
めざします。 

除雪１回あたりの苦情件数。 
安全で快適な道路の維持・管理を測る指標として設定します。 

基準値の概ね30％減の200件をめざします。 
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     参考資料  成果指標    

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

５-２-２ 

  総合的な交通体系の充実 95 
道東自動車道の１日当たり利用
台数 

H19 1,570 2,750 台 

 
96 

とかち帯広空港の定期便利用乗
降客数 

H19 60.2 63.1 万人 

 
97 バス利用者数（十勝管内） Ｈ20 395.8 395.8 万人 

５-２-３ 

  地域情報化の推進 98 
インターネットの超高速通信が
可能なエリアの割合 

H19 19.0 100.0 % 

 
99 

帯広市のホームページアクセス
件数 

H19 404 450 万件 

６-１-１ 

  学校教育の推進 100 
標準学力検査の目標基準到達観
点数 

H19 26 42 観点 

 

101 
小学校図書館の児童１人当たり
貸出冊数 

H19 9.1 11.8 冊 

 

102 
中学校図書館の生徒１人当たり
貸出冊数 

H19 1.6 2.4 冊 

 
103 不登校生徒の復帰率 H19 30.8 65.0 % 

 

104 
学校給食における地場産野菜の
導入率 

H19 55.7 70.0 % 

 

105 
教職員１人当たりの研修受講回
数 

H19 2.2 3.0 回 

６-１-２ 

  教育環境の充実 106 小・中学校校舎の耐震化率 H19 46.5 100.0 % 

 
107 特別支援学級の設置数 H19 38 59 学級 

 

108 
学校支援ボランティアを活用し
た学校数 

H19 2 40 校 

６-１-３ 

  高等学校教育の推進 109 帯広南商業高等学校の就職率 H19 100.0 100.0 % 
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    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

道東自動車道の十勝清水・池田間における１年間の日平均利
用台数。 
広域道路の利活用を測る指標として設定します。 

今後の新たな区間の開通を考慮し、概ね 70％増
の2,750台をめざします。 

とかち帯広空港における１年間の定期便の乗降客数。 
空港の利活用を測る指標として設定します。 

基準値の概ね５％増の63.1万人をめざします。 

路線バスの１年間のバス利用者数。（定期観光・市町村生活バ
スを除く） 
バス交通の活性化を測る指標として設定します。 

数値の減少が続いていますが、基準値の維持をめ
ざします。 

帯広市内の人が住んでいる地域のうち、超高速通信（概ね
30Mbps以上）ができる地域の割合。 
情報通信基盤の整備の進捗を測る指標として設定します。 

民間事業者との連携をはかり、100.0％をめざし
ます。 

帯広市ホームページの１年間の総アクセス数。 
情報通信の利活用を測る指標として設定します。 

基準値の概ね10％増の450万件をめざします。 

標準学力検査（小学３年生、５年生及び中学２年生が対象）
の全42観点のうち、全国平均との比較で「同等以上」の観点
数。 
小・中学生の学力の育成を測る指標として設定します。 

達成率100.0％である42観点めざします。 

小学校の学校図書館における１年間の児童１人当たりの貸出
冊数。 
児童の豊かな心の育成の取り組みを測る指標として設定しま
す。 

基準値の概ね30％増の11.8冊をめざします。 

中学校の学校図書館における１年間の生徒１人当たりの貸出
冊数。 
生徒の豊かな心の育成の取り組みを測る指標として設定しま
す。  

基準値の概ね50％増の2.4冊をめざします。 

中学校における不登校生徒のうち、不登校の状態が改善され
た率。 
生徒の豊かな心の育成を測る指標として設定します。 

基準値の34.2％増の65.0％をめざします。 

地場産野菜の使用量が、学校給食に使用する野菜の総使用量
に占める割合。 
食育の推進や健やかな体の育成の取り組みを測る指標として
設定します。 

帯広市食育推進計画に基づき、70.0％をめざしま
す。 

本市教育委員会が主催する研修会の教職員１人当たりの１年間
の受講回数。 
教職員の指導力の充実を測る指標として設定します。 

１学期に１度の割合となる3.0回をめざします。 

昭和 56年に改正された建築基準法に基づく耐震基準に適合
する校舎が、全校舎棟数に占める割合。 
安心して学べる学校施設整備の進捗を測る指標として設定し
ます。 

計画的に整備をすすめ、100.0％をめざします。 

小中学校における障害種別（知的学級、情緒学級、肢体不自
由児学級、言語学級）ごとに開設した特別支援学級数の合計。 
特別支援教育の充実を測る指標として設定します。 

小学校39学級、中学校20学級、合計59学級を
めざします。 

学校支援ボランティア事業に向けた組織体制が整っている学
校数。 
学校・家庭・地域の連携の取り組みの充実を測る指標として
設定します。 

市内全小中学校（40校）での実施をめざします。 

第３学年の就職決定生徒数が、第３学年の就職希望生徒数に
占める割合。 
帯広南商業高等学校における教育の充実を測る指標として設
定します。 

基準値が100.0％となっていることから、基準値
の維持をめざします。 
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     参考資料  成果指標    

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 

110 
帯広南商業高等学校における検
定の３種目以上1級取得率 

H19 46.7 75.0 % 

６-１-４ 

  高等教育の充実 
111 新たな大学等の設置数 － － 1 校 

 

112 
帯広畜産大学の地域貢献推進事
業数 

H17-19
平均 

123 123 事業 

６-２-１ 

  学習活動の推進 
113 

帯広市教育委員会が開催する講
座等の参加者数 

H19 22,590 23,000 人 

 

114 
地域について学ぶ講座等への参
加者数 

H19 4,053 4,000 人 

 

115 学習成果の活用事例数 Ｈ20 1 10 件 

 
116 地域の指導者の登録者数 H19 138 190 人 

 
117 

市民１人当たりの図書等の貸出
点数 

H19 5.4 7.0 点 

 

118 社会教育施設の総利用者数 H19 95.2 95.2 万人 

６-２-２ 

  芸術・文化の振興 
119 

ホームページで文化活動を紹介
する文化団体数 

H19 260 272 団体 

 
120 発表・活動の場への参加団体数 H19 56 65 団体 

 

121 鑑賞事業の入場者数 H19 34,098 38,000 人 

 

122 文化施設の利用者数 H19 54.8 60.0 万人 

６-２-３ 

  スポーツの振興 
123 

スポーツ大会、スポーツ教室・講
習会の参加者数 

H19 35,677 87,000 人 

 

124 
総合型地域スポーツクラブの設
置数 

H19 2 8 か所 
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    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

全国商業高等学校協会が主催する簿記、情報処理、英語等８
種目の検定のうち、３種目以上１級を取得している第３学年
の生徒数が、第３学年総数に占める割合。 
帯広南商業高等学校における教育の充実を測る指標として設
定します。 

例年約 100名の就職者と約 50名の大学等の経済
系の進学者がいることから、合計150人が３学年
総数 200人に占める割合である 75.0％をめざし
ます。 

新たな大学（学部・学科・大学院・共同大学院等）の設置数。 
高等教育の充実を測る指標として設定します。 

新たな大学・学部・学科・大学院・共同大学院等
の設置１をめざします。 

「帯広畜産大学と帯広市との包括的連携協力に関する協定
書」による連携協力事業数の他、帯広畜産大学が行っている
１年間の地域貢献推進事業数。 
帯広畜産大学との連携強化を測る指標として設定します。 

過去３年間の平均値である基準値の維持をめざ
します。 

帯広市教育委員会が主催または共催した講座等の１年間の参
加者数。 
学習活動機会の充実を測る指標として設定します。 

過去５年間の最高値である基準値を上回る
23,000人をめざします。 

帯広・十勝の歴史や自然・環境、社会・経済等についての理
解促進を主たる目的とした講座への１年間の参加者数。 
地域についての理解の促進の取り組みを測る指標として設定
します。 

過去５年間の最高値である基準値を概ね維持す
ることをめざします。 

帯広市教育委員会が主催または共催した事業で、当該事業の
学習成果を受講者等が自主的活動等に活かした累計事例数。 
学習成果の活用の進捗を測る指標として設定します。 

毎年度１件程度増加させ、10件をめざします。 

帯広市教育委員会に登録のある文化、スポーツ、教育等の様々
な分野にわたる学習指導者数。 
地域での学ぶ機会の充実を測る指標として設定します。 

毎年度５名程度増加させ、190人をめざします。 

市民１人１年間当たりの市立図書館の貸出点数（視聴覚資料
含む）。 
図書館サービスの充実を測る指標として設定します。 

道内 10万人以上の都市の上位レベルである 7.0
点をめざします 

図書館、百年記念館、とかちプラザ、動物園の１年間の総利
用者数。 
社会教育施設の充実を測る指標として設定します。 

過去５年間の最高値である基準値の維持をめざ
します。 

帯広市のホームページで文化活動を紹介している団体数。 
文化活動の振興を測る指標として設定します。 

総団体数の概ね 80％を維持するとともに、毎年
度１団体程度増加させ、272団体をめざします。 

おびひろ市民芸術祭の参加団体数。 
文化活動の振興を測る指標として設定します。 

毎年度１団体程度増加させ、65団体をめざしま
す。 

帯広市民文化ホールの指定管理者が実施する鑑賞事業の１年
間の入場者数。 
鑑賞機会の提供の取り組みの充実を測る指標として設定します。 

過去５年間の最高値である 38,000人をめざしま
す。 

帯広市民文化ホール、おびひろグリーンステージ及び帯広市
民ギャラリーの１年間の利用者数。 
文化施設の充実を測る指標として設定します。 

帯広市民文化ホール及びおびひろグリーンステー
ジは、過去５年間の最高利用者数を維持するととも
に、帯広市民ギャラリーの利用者数を加えた 60.0
万人をめざします。 

帯広市教育委員会及びスポーツ施設指定管理者が主催するス
ポーツ大会、スポーツ教室・講習会の１年間の参加者数。 
スポーツ活動の振興を測る指標として設定します。 

既存施設においては、過去５年間の最高参加者数
を維持し、帯広の森屋内スピードスケート場にお
ける参加者数を加えた87,000人をめざします。 

総合型地域スポーツクラブのクラブ数。 
身近な地域におけるスポーツ機会の充実を測る指標として設
定します。 

学校型４か所、施設型２か所の設置をすすめ、現
在の２か所を含めた全８か所をめざします。 
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     参考資料  成果指標    

施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 

125 各種スポーツ大会等の観客数 H19 16.0 20.8 万人 

 
126 スポーツ合宿団体数 H20 150 200 団体 

 

127 各スポーツ施設の利用者数 H19 114.8 128.6 万人 

128 平和啓発事業の参加者数 H19 2,100 2,600 人 
７-１-１ 

  人権尊重と平和な社会
の形成 

129 要保護児童の相談件数 H19 190 520 件 

 
130 

配偶者等からの暴力に係る相談
件数 

H19 63 89 件 

７-１-２ 

  男女共同参画社会の推進 
131 審議会等への女性の参画率 H19 31.5 40.0 % 

 

132 
育児休業制度を規定している事
業所の割合 

H19 25.2 31.0 % 

133 
ＵＤに関する講座等への参加者
数 

H17-19
平均 

234 370 人 
７-１-３ 

  ユニバーサルデザイン
の推進 

134 ＵＤアドバイザーの相談件数 
H17-19
平均 

57 57 件 

 

135 
住宅１万戸当たりの貸付・補助利
用戸数 

H19 179 307 戸 

 

136 都市公園のバリアフリー化率 H19 35.4 50.0 % 

７-１-４ 

  アイヌの人たちの誇り
の尊重 

137 
アイヌ民族文化情報センターの
利用者数 

H17-19
平均 

4,939 5,000 人 

 
138 生活館の利用者数 H19 22,126 24,500 人 

７-２-１ 

  地域コミュニティの形成 
139 町内会加入率 H19 69.6 70.7 % 

 

140 
市民１人当たりのコミュニティ
施設の利用回数 

H19 4.8 5.0 回 
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    参考資料  成果指標   

指標の説明 目標値設定の考え方 

帯広市教育委員会及びスポーツ施設指定管理者が主催するス
ポーツ鑑賞機会の１年間の観客数。 
スポーツを通したにぎわいを測る指標として設定します。 

既存施設においては、過去５年間の最高観客数を
維持し、帯広の森屋内スピードスケート場におけ
る観客数を加えた20.8万人をめざします。 

本市でスポーツ合宿等を行った１年間の団体数。 
スポーツを通したにぎわいと交流を測る指標として設定します。 

帯広の森屋内スピードスケート場に係る利用者
増をはかり、200団体をめざします。 

帯広市教育委員会が所管するスポーツ施設の１年間の利用者数。 
スポーツ施設の充実を測る指標として設定します。 

既存施設においては、過去５年間の最高利用者数
を維持し、帯広の森屋内スピードスケート場にお
ける利用者数を加えた128.6万人をめざします。 

平和啓発事業の１年間の参加者数。 
平和に関する意識の向上を測る指標として設定します。 

基準値の概ね20％増の2,600人をめざします。 

帯広市における要保護児童に係る１年間の相談件数。 
児童相談体制の充実を測る指標として設定します。 

毎年度30件程度増加させ、520件をめざします。 

配偶者等からの暴力に係る１年間の相談件数。 
配偶者等からの暴力に係る相談体制の充実を測る指標として
設定します。 

過去５年間の最高値89件をめざします。 

本市の審議会等への女性の参画率。 
市の政策や方針決定過程への女性の参画を測る指標として設
定します。 

国の審議会等における女性委員の登用率（H32ま
でに 40％以上をめざす）を踏まえ、40.0％をめ
ざします。 

育児休業制度導入事業所が、市が実施する事業所雇用実態調
査対象事業所に占める割合。 
男女がともに仕事と家庭が両立できる雇用環境の充実を測る
指標として設定します。 

過去３年間の最高値31.0％をめざします。 

市が実施するUD教室や出前講座等への１年間の参加者数。 
UDに関する意識の向上を測る指標として設定します。 

基準値の概ね60％増の370人をめざします。 

UDの住宅設計について、専門的な立場で普及・啓発や指導を
行うアドバイザーによる１年間の相談件数。 
UDに関する意識の向上を測る指標として設定します。 

数値は減少傾向にありますが、基準値の維持をめ
ざします。 

帯広市UD住宅建設資金貸付・住宅改造資金補助制度及び融雪
施設設置資金貸付制度を利用した累計住宅戸数が、木造専用
住宅戸数に占める１万戸当たりの割合。 
UD住宅の普及を測る指標として設定します。 

毎年度10戸程度増加させ、307戸をめざします。 

都市公園のうち、園路やトイレ、駐車場等の公園施設が、高
齢者や障害者等の身体的負担を軽減する整備がされている公
園数の割合。 
誰もが安心して利用できる公共施設の整備の進捗を測る指標
として設定します。 

計画的に整備をすすめ、50.0％をめざします。 

帯広百年記念館に開設しているアイヌ民族文化情報センター
「リウカ」の１年間の利用者数。 
アイヌ民族の歴史・文化に関する理解を測る指標として設定
します。 

基準値を上回る5,000人をめざします。 

アイヌの人々の交流の場である生活館の１年間の利用者数。 
アイヌの人たちの生活文化の向上や社会福祉の増進を測る指
標として設定します。 

基準値の概ね10％増の24,500人をめざします。 

町内会加入の世帯が全世帯数に占める割合。 
コミュニティ意識の向上を測る指標として設定します。 

町内会未加入世帯が増加傾向にありますが、毎年
度0.1％程度増加させ、70.7％をめざします。 

市民１人１年間当たりのコミュニティ施設の利用回数。 
（各コミュニティ施設の１年間の利用者数÷市内の人口） 
コミュニティ活動を測る指標として設定します。 

市民１人当たり5.0回の利用をめざします。 
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施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

７-２-２ 

  国内・国際交流の推進 
141 

姉妹都市や友好都市等の交流人
数 

H17-19
平均 

330 360 人 

 

142 
国際交流ボランティアの登録者
数 

H19 359 395 人 

 

143 
国際理解推進事業・国際交流事業
の参加者数 

H17-19
平均 

8,465 9,350 人 

８-１-１ 

  市民協働のまちづくり
の推進 

144 市民協働の実践事例数 H19 70 100 事業 

 

145 
市民提案型協働のまちづくり支
援事業の応援団体数 H19 10 15 団体 

 
146 広報おびひろの配布率 H19 97.8 100.0 % 

 
147 

パブリック・コメント１件当たり
の意見件数 

H17-19

平均 
10 12 件 

８-１-２ 

  自治体経営の推進 
148 実質赤字比率 H19 － － － 

 

149 連結実質赤字比率 H19 － － － 

 

150 実質公債費比率 H19 12.5 12.5 % 

 

151 将来負担比率 H19 121.9 121.9 % 

８-１-３ 

  広域行政の推進 152 自治体間連携の取り組み件数 H20 83 91 件 

８-２-１ 

  行政サービスの充実 153 
諸証明交付時間に対する満足度
（満点＝5.0） 

H19 3.7 4.0 － 

 

154 
施設予約等のインターネットに
よる手続等件数 

H19 10,317 26,800 件 
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指標の説明 目標値設定の考え方 

国内外の姉妹都市・友好都市及び地域間の１年間の合計交
流人数。 
交流の促進を測る指標として設定します。 

基準値の概ね10％増の360人をめざします。 

国際交流ボランティアの登録者数。 
市民主体の国際交流の促進を測る指標として設定します。 

基準値の概ね10％増の395人をめざします。 

市が実施する国際交流事業の１年間の参加者数。 
諸外国文化に関する理解や国際性の醸成を測る指標とし
て設定します。 

基準値の概ね10％増の9,350人をめざします。 

各課が市民との協働で取り組んだ１年間の「協働の実践事
例」の数。 
市民協働のまちづくりの推進を測る指標として設定します。 

毎年度３事業程度増加させ、100事業をめざしま
す。 

市民団体等が主体的に実施する市民協働の取り組みに対
して支援を行う「市民提案型協働のまちづくり支援事業」
の１年間の応募団体数。 
市民協働のまちづくりの推進を測る指標として設定します。 

過去３年間の事業応募数の最高値を超える 15団
体をめざします。 

広報おびひろの配布部数が市内の全世帯数に占める割合。 
行政と市民との情報共有を測る指標として設定します。 

全世帯配布である100.0%をめざします。 

パブリックコメント１件当たりの平均意見件数。 
市政への市民の参画を測る指標として設定します。 

過去３年間の平均値である基準値の 20％増の 12
件をめざします。 

最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字額
の本市の財政規模に対する割合。 
（黒字の場合は算定されないため、「－」と表示しています。） 
地方公共団体財政健全化法に基づき、財政の健全化を測る
指標として設定します。 

基準値の維持（赤字が生じないこと）をめざしま
す。 

上下水道等の公営企業を含む「全会計」に生じている赤字
額の本市の財政規模に対する割合。 
（黒字の場合は算定されないため、「－」と表示しています。） 
地方公共団体財政健全化法に基づき、財政の健全化を測る
指標として設定します。 

基準値の維持（赤字が生じないこと）をめざしま
す。 

借入金（地方債）に対する返済額（公債費）の本市の財政
規模に対する割合。 
地方公共団体財政健全化法に基づき、財政の健全化を測る
指標として設定します。 

基準値の維持をめざします。 

借入金（地方債）等の現在抱えている負債額の本市の財政
規模に対する割合。 
地方公共団体財政健全化法に基づき、財政の健全化を測る
指標として設定します。 

基準値の維持をめざします。 

地方自治法に基づく事務の共同処理や相互協力、その他法
令に基づく協定、任意の協議会等、自治体間が連携して取
り組んでいる件数。 
広域的な行政運営の推進を測る指標として設定します。 

基準値の概ね10％増の91件をめざします。 

戸籍住民課の窓口で実施している諸証明交付時間に係る
市民アンケート（5点満点（5.短い 4.やや短い 3.普通 2.
やや長い 1.長い））の平均点。 
利用しやすい行政サービスの充実を測る指標として設定
します。 

基準値を上回る4.0をめざします。 

公共施設の予約、図書の貸出予約、大型ごみの受付、電子
申請・様式ダウンロード等、インターネットを利用して市
民が１年間に手続を行った件数。 
行政の情報化の推進を測る指標として設定します。 

毎年度 10％程度利用を増加させ、26,800件をめ
ざします。 
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施策 番号 指標名 基準年 基準値 目標値 単位 

 

155 職員提案制度の実施率 － － 100.0 % 

８-２-２ 

  行政事務の適正な執行 156 
建設工事等の一般競争入札実施
率 

H20 38.0 95.0 % 

 

157 普通財産の有効利用率 H20 63.0 67.0 % 

 

158 監査等の実施件数 H19 16 18 件 
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指標の説明 目標値設定の考え方 

事務の改善案を提案した職場（課）数が、全体の職場（課）
数に占める割合。 
職員の事務改善に関する意識の向上を測る指標として設定し
ます。 

全ての職場において改善提案がなされた状態であ
る100.0％をめざします。 

一般競争入札実施件数が、建設工事等の契約件数に占める割
合。 
透明性・公平性の高い契約の実施を測る指標として設定しま
す。 

一般競争入札を拡大し、建設工事等契約の発注に係
る契約の95.0％をめざします。 

契約管財課が所管する普通財産(土地)の貸付面積の割合。 
適切な公有財産の管理を測る指標として設定します。 

毎年度0.4％程度増加させ、67.0％をめざします。 

地方自治法に規定する各種監査等の１年間の実施件数。 
行政事務の適正な執行を測る指標として設定します。 

例月現金出納検査等定例的なもののほか、時代に応
じた行政監査、財政援助団体監査、出資団体監査等
の実施により、18件をめざします。 

 



 

 
163 

     参考資料  分野計画    

４ 分野計画 

 

８つのまちづくりの目標ごとの主な分野計画は以下のとおりです。 

 

Ⅰ 安全に暮らせるまち 

○帯広市地域防災計画 (H21～) 

○帯広市耐震改修促進計画  (H20～27) 

○帯広市消防力の基準  (H20～) 

○第８次帯広市交通安全計画  (H23～27) 

 

Ⅱ 健康でやすらぐまち 

○けんこう帯広21 (H14～23) 

○(仮称)帯広市地域福祉計画  (H22～26) 

○第四期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画  (H21～23) 

○(仮称)帯広市障害者計画(第二期)  (H22～31) 

○第二期帯広市障害福祉計画  (H21～23) 

○(仮称)おびひろこども未来プラン  (H22～31) 

 

Ⅲ 活力あふれるまち 

○(仮称)第五期帯広市農業・農村基本計画  (H22～31) 

○帯広市森林整備計画  (H16～25) 

○帯広市市有林施行計画  (H18～22) 

○帯広市酪農・肉用牛生産近代化計画  (H18～27) 

○帯広市「食」の安全・安心推進プラン  (H16～) 

○帯広市食育推進計画  (H19～23) 

○帯広市産業振興ビジョン  (H21～24) 

○帯広市中心市街地活性化基本計画  (H19～23) 

 

Ⅳ 自然と共生するまち 

○第二期帯広市環境基本計画  (H22～31) 

○帯広市地域省エネルギービジョン  (H16～) 

○帯広市新エネルギービジョン  (H14～) 

○帯広市環境モデル都市行動計画  (H21～25) 

○帯広市一般廃棄物処理基本計画  (H22～31) 
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○帯広市緑の基本計画  (H16～35) 

○おびひろ上下水道ビジョン2006(改訂版)  (H22～31) 

 

Ⅴ 快適で住みよいまち 

○帯広市都市計画マスタープラン  (H15～35) 

○おびひろまち育てプラン  (H20～35) 

○帯広市住宅マスタープランⅡ（中間見直し版）  (H21～25) 

○帯広市公共賃貸住宅ストック総合活用計画（中間見直し版） (H21～27) 

○帯広市都市景観基本計画  (H4～) 

○帯広市中島霊園整備基本計画  (H12～54) 

○帯広市総合除雪基本計画  (H22～31) 

○帯広圏都市交通マスタープラン  (H20～37) 

○帯広市バス交通活性化基本計画  (H21～) 

○帯広市地域公共交通総合連携計画  (H21～) 

○(仮称)帯広市地域情報化推進プランⅡ  (H22～31) 

 

Ⅵ 生涯にわたる学びのまち 

○(仮称)帯広市教育基本計画  (H22～31) 

 

Ⅶ 思いやりとふれあいのまち 

○(仮称)帯広市男女共同参画新プラン  (H22～31) 

○(仮称)第二期帯広市アイヌ施策推進計画  (H22～31) 

 

Ⅷ 自立と協働のまち 

○新たな行財政改革実施計画  (H20～24) 

○帯広市職員定員適正化計画  (H22～25) 

○帯広市人材育成推進プラン  (H20～24) 



 

 
165 

     参考資料  用語解説    

５ 用語解説 

項目 用語  解説 

序論     

北海道拓殖計画  資源開発、未開地の処分、農耕適地の開墾を目的に北海道庁が策定し

た北海道の開発計画。明治 43 年から昭和 21 年度を計画期間とした。 

ワシントン D.C. アメリカ合衆国の首都。 

帯広の森構想  市街化区域を森で包む帯広の森の整備構想。昭和 45 年の第二期帯広

市総合計画策定審議会において発表された。 

緑の工場公園  西帯広地区に昭和 37 年から造成をはじめた工業団地。十勝の水と空

気を守る公害のない工業団地をめざした。 

都心部大改造  鉄道高架連続立体交差や駅周辺区画整理、西二条街路整備、帯広駅北

地下駐車場など帯広駅周辺における都市機能の整備事業。 

ニュータウン造成  昭和 58 年から西帯広地区ですすめられた区画整理事業。 

計画の考え方 

帯広市まちづくり基本条例  分権時代にふさわしいまちづくりを市民と行政が互いに力を合わせ

てすすめるため、それぞれの役割や市民参加、行政運営の基本的な事項

等について定めた条例。 

生産年齢人口  15 歳から 64 歳までの人口。 

少子化社会対策基本法  少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進し、国民が豊かで

安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、基本理念や基

本的施策等について定めた法律。 

地域経営  市民、事業者、行政など、地域で暮らし活動している多様な主体が、

合意形成をはかりながら、地域の課題とビジョンを共有し、地域づくり

を実践していくこと。 

十勝沖地震  十勝沖を震源に、昭和 27 年、43 年、平成 15 年に発生した大規模地

震。 

地産地消  地域の消費者ニーズに応じた農業生産と生産された農産物を地域で

消費しようとする活動を通して、農業者と消費者を結びつける取り組

み。 

世界貿易機関（ＷＴＯ）  GATT（関税と貿易の一般協定）体制に代わり平成 7 年に発足した貿易

に関する協定の管理運営、加盟国間の貿易交渉を推進する国際機関。 

経済連携協定（ＥＰＡ）  締約国間で貿易・投資の自由化・円滑化を促進し、水際及び国内の規

制の撤廃や各種経済制度の調和など、幅広い経済関係の強化を目的とす

る協定。 

地球温暖化  二酸化炭素など赤外線を吸収する温室効果ガスの濃度が高まり、地球

の温度が上昇する現象。 

低炭素社会  温室効果ガスの排出量と吸収量のバランスを取りながら、便利で豊な

暮らしができる社会。 

温室効果ガス  大気中の赤外線を吸収し、地表付近の大気を温める効果を持つ気体。

京都議定書では、二酸化炭素、メタンなど 6 つの気体を温室効果ガス

としている。 

ユビキタスネット社会 「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」情報通信ネットワークに簡単

につながる社会。 

北海道横断自動車道  黒松内町を起点とし根室市及び網走市を終点とする高速自動車国道。

平成 21 年 8 月現在、小樽－夕張、トマム－本別・足寄間が開通、平成

23 年までに夕張－トマム間が開通する予定となっている。 

地方分権型社会  国と地方の役割分担のもと、地方自治体の自主的・自立的な行政運営

や住民の主体的な参加により、地方の多様な価値観や地域の個性に根ざ

した豊かさを実現する社会。 

第一期分権改革  平成 12 年の地方分権推進一括法に基づく一連の地方分権改革。国と

地方の関係を「上下」の関係から「対等・協力」の関係とし、機関委任

事務制度を廃止、地方自治体の事務を自治事務と法定受託事務に整理し

た。 

時代の潮流とまちづく

りの課題 

第二期分権改革  平成 18 年の地方分権改革推進法に基づきすすめられている一連の地

方分権改革。国と地方の役割分担の徹底した見直し、地方税財政制度の

整備、行政体制の整備及び確立方策について議論が行われている。 
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項目 用語  解説 

三位一体改革  地方財政のスリム化と地方自治体の裁量権の拡大をはかるため、平成

16 年度から 18 年度に国が行った改革。国庫補助負担金の削減、地方

交付税の縮小、税源の移譲の３つの改革が同時にすすめられた。 

道州制  国内をいくつかのブロックに分けて、広域自治体である道州を設置

し、国から道州、市町村へ大幅な権限の移譲を行う地方自治の仕組み。 

時代の潮流とまちづく

りの課題 

支庁制度改革  14 支庁を 9 の総合振興局、5 の振興局とし、広域的な地域政策の展開

や横断的な組織体制を構築しようという北海道の組織改革。 

基本構想     

基本構想策定の基本的

視点 

ユニバーサルデザイン  年齢、性別、身体的能力、障害の有無、国籍など、人の持つ様々な違

いによって支障を感じることなく、できる限り多くの人にとって安心、

安全、快適に利用できるように、まち・もの・環境などをデザインする

こと。 

環境モデル都市  低炭素社会の実現に向け、温室効果ガスの大幅な排出削減など、高い

目標を掲げて先駆的な取り組みを行う都市として内閣府が選定した都

市。平成 21 年 8 月現在、帯広市を含め 13 都市が選定されている。 

まちづくりの基本方向 

男女共同参画社会  男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野での活動に参

画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受し、ともに責任を担う社会。 

基本計画     

国立社会保障・人口問題研

究所 

 将来人口の推計や年金・医療・介護・保育など社会保障の各分野につ

いて社会科学的な分析を行う、厚生労働省設置の政策研究機関。 

自然動態  出生数と死亡数の動向。出生数と死亡数の差を自然増・自然減という。 

社会動態  転入・転出の動向。転入数と転出数の差を社会増・社会減という。 

５％通勤・通学圏 就業・通学者の５％以上の人が帯広市に通勤・通学している町村。 

昼夜間人口比率  （昼間人口÷常住人口）×100。100 を超えているときは、昼間人口

が常住人口を上回ることを表す。 

将来人口の考え方 

高次都市機能  高等教育機関、大規模商業施設、コンベンションホール、美術館、博

物館、マーケッティングや法務・経理コンサルティングサービスなど、

都市圏を越えた広域的なニーズに対応する都市機能。 

帯広都市圏  帯広市を中心に、音更町、芽室町、幕別町の１市３町で構成される圏

域。この圏域で地方拠点法や都市計画法に基づく地域指定が行われてい

る。 

都市形成の基本方向 

中島地区  十勝川北側に位置する総面積 176ha の地区。 

成果指標  施策の成果を把握するために設定する指標。  政策・施策評価 

市民実感度調査  施策目標の達成度を市民の実感から測るために行うアンケート調査。 

地域防災計画  市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に、防災関

係機関の機能を整理し、取るべき措置について定めた計画。 

耐震改修促進計画  地震による建築物の倒壊被害を未然に防止するため、市内に存在する

住宅や特定建築物、公共建築物の耐震化の目標や耐震化促進に向けた施

策等について示した計画。 

施策 1-1-1 

地域防災の推進 

自主防災組織  災害発生時に住民の安否確認や救助などの自主的な活動を行う組織。

連合町内会と町内会で構成されている。 

高規格救急車  救急救命士が行う高度な救急処置に必要な機器を装備した救急車。 施策 1-1-2 

消防・救急の充実 救急救命士  医師の指導のもと、患者の搬送中に高度な救急処置を行うことができ

る救急隊員。 

暴力追放･防犯宣言  市民相互の連帯意識と防犯意識の高揚をはかり市民生活の安全を確

保するとともに、暴力を排除し犯罪のない真に明るく住よいまちづくり

をすすめていく決意を表すものとして、平成元年に帯広市が行った宣

言。 

施策 1-2-1 

防犯の推進 

帯広市犯罪のない安全なま

ちづくり条例 

 人々が安心して暮らし、活動することができる地域社会の実現に向

け、基本理念や市、市民、事業者の責務、市の施策の基本となる事項等

について定めた条例。 

 

 



 

 
167 

     参考資料  用語解説    

項目 用語  解説 

施策 1-2-2 

交通安全の推進 

交通安全都市宣言  車両の増加による交通事情の悪化や事故が頻発している状況を踏ま

え、市民と連携し明るく住み良い安全な都市を実現するために、昭和

37 年に帯広市が行った宣言。 

施策 1-2-3 

消費生活の向上 

消費者基本法  消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進をはかり、

国民の消費生活の安定及び向上を確保するため、消費者の権利の尊重及

びその自立の支援等の基本理念や施策の基本となる事項等について定

めた法律。 

21 世紀における国民健康づ

くり運動（健康日本 21） 

 壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現し、す

べての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、国

が具体的な目標等を提示してすすめている健康づくり運動。 

内臓脂肪症候群（メタボリ

ックシンドローム） 

 内臓に脂肪が蓄積することにより生活習慣病が起きやすくなってい

る状態。 

施策 2-1-1 

保健予防の推進 

生活習慣病  心臓病・高血圧症・糖尿病・がんなど、不適切な食事、運動不足、喫

煙、飲酒などの生活習慣に起因すると考えられる病気。 

在宅当番医  休日、夜間の急病に対し、当番により対応する医師。 

夜間急病センター  夜間において、発熱や腹痛など初期症状の急病人を受け入れる医療機

関。 

救命救急センター  第三次医療圏（道内 6 圏域）ごとに整備している 24 時間体制で高度

な救急医療を行う施設。 

施策 2-1-2 

医療体制の充実 

周産期医療体制  母子ともに異常が生じやすい妊娠満 22 週から出生児満 7 日未満まで

の期間における総合的な医療体制。 

民生委員  厚生労働大臣からの委嘱により、住民の立場に立って相談に応じ必要

な援助を行うとともに、行政機関の業務に協力するなど、地域において

社会福祉の増進に向けた活動を行う人。 

施策 2-2-1 

地域福祉の推進 

児童委員  地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるよう、子どもたちを見守

り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う人。民

生委員が兼ねている。 

第四期帯広市高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画 

 地域に密着した高齢者保健福祉体制の確立に向けた具体的施策や介

護保険事業の見込み等について示した計画。 

施策 2-2-2 

高齢者福祉の推進 

認知症  脳の細胞が壊れたり働きが悪くなることにより、記憶障害、見当識障

害、理解・判断力の低下などの症状が現れる病気。 

障害者自立支援法  障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生

活または社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスに係る給

付などの支援制度について定めた法律。 

障害者計画  障害者の自立と社会参加を推進するため、取り組むべき施策の基本方

向等を示した計画。 

施策 2-2-3 

障害者福祉の推進 

ノーマライゼーション  障害のある人たちが特別視されることなく、社会に生活する個人とし

て一般の社会に参加し行動できるようにすべきという考え方。 

後期高齢者医療制度  75 歳以上の後期高齢者を対象とした医療制度で、従前の老人保健制

度を廃止して平成 20 年にスタートした。都道府県単位で設立される広

域連合が運営を行う。 

特定健康診査  健康保険組合、国民健康保険などに実施が義務づけられているメタボ

リックシンドローム(内臓脂肪症候群）に着目した健康診査。40 歳以上

の加入者を対象としている。 

特定保健指導  特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣

の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる人を対象に行う

保健指導。 

施策 2-2-4 

社会保障の推進 

北海道後期高齢者医療広域

連合 

 北海道において後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体。

道内の全市町村が加入している。 

施策 2-3-1 

子育て支援の充実 

合計特殊出生率  15 ～ 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。１人の女性

が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定した

ときの子ども数に相当する。 
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項目 用語  解説 

児童保育センター  小学校 1 年生から 3 年生までの子どもを放課後や土曜日、春・夏・冬

休みの期間など、家庭に代わって保育する施設。保護者が仕事や病気な

どの理由で保育できない子どもを対象としている。 

 

子育て応援事業所  事業所が従業員や市民向けに育児応援のための取り組みを実施する

ことを宣言し、市がその事業所を登録する制度。 

施策 2-3-2 

青少年の健全育成 

家庭教育学級  家庭の教育力を高めるため、家庭での教育や子育てのあり方について

学ぶ親のための学習の場。子どもの年齢に合わせて、乳幼児学級、小学

学級、中学学級、放送利用学級を開設している。 

水田・畑作経営所得安定対

策 

米・麦・大豆・てん菜・でん粉原料用馬鈴しょを作付し、一定の条件を

満たす農業者を対象に、生産コストのうち販売収入では賄えない部分を

国の交付金により補てんする制度。  

食料・農業・農村基本計画  食料、農業及び農村に関する施策の総合的、計画的な推進をはかるた

め、 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針や食料

自給率の目標、政府が総合的、計画的に講ずべき施策について示した計

画。 

トレーサビリティ  食品の生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数の段階を通して、

食品の移動を把握できるようにしておくこと。 

バイオマス資源  エネルギーなどに利用することができる、家畜ふん尿や食品廃棄物な

どの生物に由来する資源。 

農業技術センター  生産現場の声を迅速に取り入れ、関係機関と連携しながら施策の展開

をはかるため、平成 7 年に開設した市の施設。認定農業者を核とした担

い手の育成や営農技術情報の提供、研修会の開催、食の安全・安心対策

等の施策を総合的に実施している。 

飼料自給率  国内で消費される飼料（家畜のえさ）のうち、国内産が占める割合。 

食育  望ましい食習慣を身に付けるとともに、食の安全や地域の産物、食文

化についての理解を深め、健全で豊かな食生活をおくる能力を育むこ

と。 

施策 3-1-1 

農林業の振興 

優良田園住宅制度  農山村地域等において優良な住宅の建設を促進するため、一定の基準

を満たす住宅に対し、農地転用の許可や開発許可について配慮するとと

もに、市街化調整区域での住宅建設を認めるなど、各種の支援を行う国

の制度。 

施策 3-1-2 

工業の振興 

（財）十勝圏振興機構  新製品の研究・開発支援や産学官の連携促進、起業化支援など、農業

を核とした地域産業の振興を推進する財団法人。十勝産業振興センター

の設置・運営、道立十勝圏地域食品加工技術センターの運営を行ってい

る。 

帯広市中小企業振興基本条

例 

 中小企業の基盤強化、健全な発展に向け、基本的な方向や市長の責務、

中小企業等の役割・努力など、中小企業振興に関する基本的な事項につ

いて定めた条例。 

施策 3-1-4 

中小企業の基盤強化 

産業振興ビジョン  本市の中小企業振興のための指針として、市と中小企業者等が協働し

て取り組む産業振興の基本方向や推進する施策等を示した計画。 

道立十勝圏地域食品加工技

術センター 

 地域資源を活用した食品工業の振興に向けて、食品加工に関する試験

研究・検査分析・技術支援などを行っている道立施設。  

十勝産業振興センター  農業に密接に関連する農業機械などの機械・金属関係、木材加工など、

十勝の「ものづくり産業」を支援する拠点として設置された施設。新製

品の開発・研究などの支援や産学官連携の推進などを行っている。 

都市エリア産学官連携促進

事業 

 都市エリアにおいて、大学等の「知恵」を活用することにより新技術

シーズを生み出し、新規事業等の創出や研究開発型の地域産業の育成等

をはかる事業。（財）十勝圏振興機構を中核機関とし、大学や試験研究

機関、企業等の連携によりすすめられている。 

施策 3-1-5 

産業間連携の促進 

帯広リサーチ＆ビジネスパ

ーク構想 

 大学等が持つ知的財産を、新技術や新製品の開発、新産業創出につな

げる一貫としたシステムを構築することにより、地域経済の活性化をめ

ざす構想。 
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項目 用語  解説 

非正規雇用  総務省の労働力調査において、「パート」・「アルバイト」・「労働

者派遣事業所の派遣社員」・「契約社員・嘱託」・「その他」に区分さ

れている雇用形態。 

施策 3-1-6 

雇用環境の充実 

Ｕ・Ｊ・Ｉターン  U ターンは出身地から地域外へ出た後に出身地へ戻ること。J ターン

は出身地から地域外へ出た後に出身地以外の近隣地域へ戻ること。I タ

ーンは出身地にかかわらず住みたい地域へ移り住むこと。 

中心市街地  帯広市中心市街地活性化基本計画で示されている、大通東仲通と西 5

条西仲通（JR 根室線以北は、ウツベツ川まで）までを東西の境界に、

南 5 丁目から南 16 丁目までを南北の境界とする 140ha の区域。 

市民ギャラリー  市民の主体的な文化活動を促進するためにＪＲ帯広駅地下に整備し

た、絵画・彫塑・書・工芸その他の美術作品の展覧会、展示会等を行う

ための施設。 

市民活動交流センター  世代や地域を越えた市民の活動や交流を支援するために設置した施

設。町内会や各種サークル、老人クラブなど様々な市民活動に対応する

スペースを提供するとともに、NPO やボランティア等の活動に関する相

談への対応を行っている。 

中心市街地活性化基本計画  中心市街地の活性化をはかるため、市街地の整備改善と商業活性化を

一体的にすすめるための基本的な方針や関係する事業等について示し

た計画。 

施策 3-2-1 

中心市街地の活性化 

帯広まちなか歩行者天国  まちなかの賑わいづくり、ふれあいづくりをめざしてすすめている市

民主導の中心市街地活性化事業。毎週日曜日にまちなかの道路を歩行者

天国にして、様々な主体が多様なイベントを開催している。 

観光立国推進基本法  観光立国の実現に関する施策を総合的、計画的に推進し、国民経済の

発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与するため、観

光立国の実現に関する施策に関わる基本理念や施策の基本となる事項

等について定めた法律。 

施策 3-2-2 

観光の振興 

コンベンション  経済団体、学会などの大会や集会、企業の研修会やセミナー、見本市

や展示会など、人と物と情報の交流のための集会や行事。 

環境基本条例  市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保

するため、環境の保全、創造に関する基本理念や施策の基本となる事項

等について定めた条例。 

施策 4-1-1 

地球環境の保全 

日高山脈襟裳国定公園  日高山脈、広尾町から襟裳岬にかけての海岸線一帯、アポイ岳とその

周辺の 3 つの地区で構成される自然公園。 

循環型社会形成推進基本法 循環型社会の形成に関する施策を総合的、計画的に推進し、現在及び

将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、 循環型社会

の形成に関わる基本原則や施策の基本となる事項等について定めた法

律。 

循環型社会  環境への負担を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少

なくし、それを有効に使うことによって、廃棄されるものを最小限に抑

制する社会。 

Ｓの日  帯広市の資源ごみの収集日。紙製容器包装、プラスチック製容器包装、

ペットボトルなど 9 品目を収集する。 

施策 4-1-2 

廃棄物の資源化と適正

処理 

ごみ懇談会  帯広市のごみの現状、ごみの減量・資源化などの取り組みについて市

民に知らせるために開催している懇談会。町内会、PTA、各種サ－クル

などの団体からの申し込みに応じて開催している。 

施策 4-2-3 

下水道の整備 

個別排水処理施設  個々の住宅に設置し、住宅から出される汚水をきれいに処理する下水

道処理設備。住宅が点在する農村地域において設置がすすんでいる。 

土地区画整理事業  居住環境の向上や土地の利用増進など健全な市街地の造成を目的に、

土地所有者等から土地の一部の提供を受け、道路や公園等、新たな公共

用地として活用することにより、市街地の整備と宅地の整形化をはかる

事業。 

施策 5-1-1 

住環境の充実 

住居表示  住所の表示方法。土地に付けられた地番が市街地の発展とともに欠番

や飛び番などにより住所検索に支障になっている市街地について、建物

に番号を付することにより、住所を分かりやすく表示する制度。 
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項目 用語  解説 

景観法  都市、農山漁村等における良好な景観の形成をはかるため、良好な景

観の形成に関する基本理念や良好な景観の形成のための規制等につい

て定めた法律。 

都市景観基本計画  個性あふれる景観づくりをすすめるための課題や方針、基本姿勢等に

ついて示した計画。 

施策 5-1-2 

魅力ある景観の形成 

まちづくりデザイン賞  北方の文化に根ざした市民協働の帯広らしいまちづくりをすすめる

ため、帯広の風土と調和した優れたデザインの建造物や、まちづくりに

関する活動を行う団体・個人、まちづくりに対する提案を広く市民から

募集し表彰する制度。 

施策 5-2-1 

道路網の整備 

特殊舗装  路盤改良を行っていない簡易な舗装。 

帯広・広尾自動車道  芽室町の北海道横断自動車道から分岐し、帯広市や十勝南部を経由し

て広尾町に至る自動車専用道路。 

高規格幹線道路  自動車の高速交通の確保をはかるための、全国的な自動車交通網を構

成する自動車専用道路。 

出入国管理体制  国境を越える際の交通・物流において必要な手続で、税関、出入国管

理、検疫を行う体制。ＣＩＱともいう。 

施策 5-2-2 

総合的な交通体系の充

実 

ダブルトラッキング  同一路線に二つの航空会社が乗り入れること。 

地域情報化推進ビジョン  高度情報通信社会へ対応するため、地域におけるＩＴ化推進の中長期

的展望を示した計画。 

施策 5-2-3 

地域情報化の推進 

総合行政ネットワーク  地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク。府省間ネッ

トワークである「霞が関 WAN」とも相互に接続している。 

施策 6-1-1 

学校教育の推進 

総合的な学習の時間  各学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、教科等の枠を超え

た横断的・総合的な学習や児童生徒の興味・関心等に基づく学習など、

創意工夫を活かした教育活動を行う時間。 

学校評議員制度  保護者や地域住民の理解や協力を得ながら特色ある教育活動を展開

していくため、地域の住民等が校長の求めに応じて小中学校の運営につ

いて意見を述べる制度。 

施策 6-1-2 

教育環境の充実 

特別支援教育  障がいのある幼児・児童・生徒に対し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導や必要な支援を行

う教育。 

生涯学習フェスティバル  とかちプラザや児童会館、図書館、百年記念館、帯広の森スポーツ施

設、保健福祉センターなどで開催される学びの祭典。 

施策 6-2-1 

学習活動の推進 
生涯学習推進委員会  自己啓発とコミュニティづくりを目的に地域の生涯学習活動を推進

している団体。地域や生活の様々な課題に関わるテーマを中心に講座の

企画立案を行っている。 

施策 6-2-2 

芸術・文化の振興 

おびひろ市民芸術祭 市民の文化活動の発表の場や鑑賞の機会を提供するため開催してい

る市民芸術の祭典。 

施策 6-2-3 

スポーツの振興 

健康スポーツ都市宣言  地域に根ざしたスポーツ活動を通し、明るくたくましい心と体を育

み、躍動する豊かなまちをめざして昭和 63 年に帯広市が行った宣言。 

人権教育及び人権啓発の推

進に関する法律 

 人権の擁護に資するため、人権教育・啓発の推進について、国、地方

公共団体、国民の責務や必要な措置等について定めた法律。 

核兵器廃絶平和都市宣言  非核三原則の堅持と核兵器の廃絶を求めて平成３年に帯広市が行っ

た宣言。 

施策 7-1-1 

人権尊重と平和な社会

の形成 

平和市長会議  核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起し世界平和の実現に寄

与することを目的に、広島、長崎の両市が中心となって設立した団体。

平成 21 年 6 月 1 日現在、世界 134 カ国・地域の 2,926 都市が加盟。 

セクシュアル・ハラスメン

ト 

 相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的

関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写

真の掲示など、様々な態様なものが含まれる。 

施策 7-1-2 

男女共同参画社会の推

進 

男女共同参画社会基本法  男女共同参画社会の形成を総合的、計画的に推進するため、基本理念

や施策の基本となる事項等について定めた法律。 
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     参考資料  用語解説    

項目 用語  解説 

 男女共同参画プラン  男女共同参画社会の実現に向け、行政、市民、関係団体、企業等が一

体となって取り組むための施策を示した計画。 

バリアフリー・ユニバーサ

ルデザイン推進要綱 

 障害の有無や年齢など個々人の属性や置かれた状況に関わらず、人々

が社会の活動に参加・参画することができる環境を整備していくため、

バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関する基本方針や具体的

施策等について定めた要綱。 

施策 7-1-3 

ユニバーサルデザイン

の推進 

居住環境ユニバーサルデザ

イン指針 

 ユニバーサルデザインによるまちづくりをすすめるため、道路施設や

公園施設の整備の方向性について示した指針。 

アイヌ文化の振興並びにア

イヌの伝統等に関する知識

の普及及び啓発に関する法

律 

 アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現と我が国

の多様な文化の発展に寄与するため、アイヌ文化の振興やアイヌの伝統

等に関する国民に対する知識の普及・啓発をはかるための施策の推進に

ついて定めた法律。 

先住民族の権利に関する国

際連合宣言 

 平成 19 年に国連総会で採択された宣言。政治･経済・文化など広範な

分野にわたる権利に加えて、自決権や民族として生存し自由で平和に安

全に生活する集団的権利を含む。 

アイヌ民族を先住民族とす

ることを求める決議 

 平成 20 年に国会で採択された決議。政府に対し、アイヌの人々を独

自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること、高

いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに

推進し、総合的な施策の確立に取り組むことを求めている。  

アイヌ施策推進計画  アイヌの人たちの社会的、経済的地位の向上、歴史や文化への理解促

進、保存・伝承のための各施策等について示した計画。 

施策 7-1-4 

アイヌの人たちの誇り

の尊重 

アイヌ民族文化情報センタ

ー 

 帯広市のアイヌ文化の振興や普及・啓発を行うため帯広百年記念館に

開設した施設。アイヌ民族の伝統的な文化や歴史について学ぶことがで

きる。 

施策 7-2-1 

地域コミュニティの形

成 

ＮＰＯ  民間非営利組織。継続的、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的と

しない団体。 

東京帯広会・関西帯広会  首都圏や関西圏に住む帯広や近隣町村の出身者などで構成されてい

る団体。帯広・十勝のＰＲや経済交流などの活動を行っている。 

施策 7-2-2 

国内・国際交流の推進 

（独）国際協力機構（JICA）

帯広国際センター 

 開発途上国に対し様々な国際協力事業を行う（独）国際協力機構（Ｊ

ＩＣＡ）の道東の拠点施設。研修員の受入や青年海外協力隊、シニア海

外ボランティアなどのボランティア派遣事業などの国際協力事業を行

っている。 

情報室  市庁舎 5 階に設置されている公文書の開示請求の受付等を行う情報

公開の窓口。庁内外の刊行物も閲覧できる。 

施策 8-1-1 

市民協働のまちづくり

の推進 パブリックコメント制度  計画や条例など重要な政策等を市が決める際に、案の段階でその趣旨

や内容などを市民に公表し、寄せられた意見等を踏まえて意思決定を行

う一連の手続き。 

地方交付税  地方公共団体間の財政力の不均衡を調整し、すべての地方公共団体に

おいて標準的な行政サービスを提供することができるよう、国から交付

される財源。 

行政評価  行政が実施している政策、施策、事務事業を効果的・効率的にすすめ

るため、これらの実施結果を成果や有効性などの観点から評価するこ

と。 

関与団体  一部事務組合や第三セクターなど、市が財政的に関与している団体。 

施策 8-1-2 

自治体経営の推進 

市債  公共施設の建設など、市が一度に多額の出費を必要とする場合に認め

られる長期の借入。  

施策 8-1-3 

広域行政の推進 

一部事務組合  複数の地方公共団体の事務の一部について、共同処理や施設の共同設

置・管理を行うために地方自治法に基づき設置された組合。 
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    参考資料  用語解説   

 

項目 用語  解説 

品質マネジメントマニュア

ル 

 継続的な改善を通して行政サービスの質を保証し、行政に対する市民

の期待、ニーズに応えるために、ISO9001（品質管理及び品質保証の国

際規格）に基づき作成したマニュアル。ISO9001 の取り組みによりノウ

ハウが蓄積されたことから、平成 21 年 3 月にマニュアルは廃止、以降

は独自の取り組みを行っている。 

施策 8-2-1 

行政サービスの充実 

人材育成推進プラン  職員研修、職場環境整備、人事管理を柱とした、帯広市の人材育成の

取り組み方向を示す計画。 

帯広市行政手続条例  行政運営における公正の確保と透明性の向上をはかるため、処分、行

政指導及び届出に関する手続に関する事項について定めた条例。 

施策 8-2-2 

行政事務の適正な執行 
帯広市個人情報保護条例  個人の基本的人権を擁護するとともに、公正で民主的な市政の推進に

資するため、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項や市の機

関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用の停止等を請求する権利等

について定めた条例。 
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　調査の概要１

◇目的
　この調査は、第五期帯広市総合計画の後期推進計画を効果的かつ効率的に推進する
ため、まちづくり全般に関して市民の意向を把握し、今後のまちづくりに活用するこ
とを目的に実施したものです。

◇調査の内容
　調査は、大きく次の3区分について実施しました。
　（1）帯広市の住みごこちについて
　（2）定住意識について
　（3）まちづくりに関する項目別の満足度合いと重要度合いについて

◇対象地域　　　帯広市内

◇対象者　　　　満２０歳以上の帯広市民
　　　　　　　　（平成２１年４月８日現在）

◇標本数　　　　３，０００人

◇標本抽出方法　無作為抽出

◇調査方法　　　郵便による発送・返送

◇調査時期　　　平成２１年４月２４日（金）～５月１１日（月）
　　　　　　　 （実質６月１０日（水）消印分まで受付）

◇回収結果

調査の概要

発送数 調査不能数 有効発送数 回収数 回収率
H21年度 3,000 0 3,000 1,194 39.8

※ 調査不能数　⇒　転居先不明等の理由により発送不可能となったもの

【　経年比較　】

発送数 調査不能数 有効発送数 回収数 回収率
H20年度 3,000 4 2,996 1,126 37.6
H19年度 3,000 43 2,957 1,144 38.7
H18年度 3,000 12 2,988 1,226 41.0
H17年度 3,000 18 2,982 957 32.1

 1



無回答
0.6%

20歳代
9.0% 30歳代

13.7%

60歳代
20.4%

70歳以上
21.2%

50歳代
18.7%

40歳代
16.3%

41.6

41.8

57.8

57.7

0.6

0.5

H20年度(n=1,126)

H21年度(n=1,194)

％

男性 女性 無回答

9.1 18.7

18.7

20.0

20.4

21.6

21.29.0

15.5

13.7

14.7

16.3

0.4

0.6

H20年度(n=1,126)

H21年度(n=1,194)

％

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳以上 無回答

　調査回答者の属性２

女性
57.7%

無回答
0.5% 男性

41.8%
✐　性別では、[男性]499人(41.8%)、[女
性]689人(57.7%)、[無回答]6人(0.5%)となっ
ており、回答者の約6割が[女性]となってい
る。（図1）

✐　年齢別では、[20歳代]108人(9.0%)、[30
歳代]164人(13.7%)、[40歳代]195人(16.3%)、
[50歳代]223人(18.7%)、[60歳代]244人
(20.4%)、[70歳以上]253人(21.2%)、[無回
答]7人(0.6%)となっており、総じて年代が上
がるにつれて割合が高くなっている。（図2）

n=1,194

n=1,194

◆小数点以下第2位を四捨五入しているため、数値の合計が100.0％にならない場合があります。
◆回答数を（n＝　　　）で表示しています。

図1

参考(前年比較)

図2

問１ あなたの性別は？

問２ あなたの年齢は？

参考(前年比較)
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学生
1.2%

自由業
2.1%

公務員
5.9%

主婦
23.9%

商・工・
ｻｰﾋﾞｽ業
の自営業

6.6%

農・林・
漁業
1.5%

会社員・
店員
25.9%無職・

退職
22.2%

その他
9.5%

無回答
1.3%

1年未満
2.8%

5年～10
年未満

6.7%

1年～5年
未満
8.3%生まれて

からずっと
21.9%

10年～20
年未満
11.2%

20年以上
48.2%

無回答
0.8%

11.7

11.2

49.1

48.2

20.9

21.9

3.5

2.8

8.1

8.3

6.1

6.7 0.8

0.6H20年度(n=1,126)

H21年度(n=1,194)

％

1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上 生まれてからずっと 無回答

✐　居住年数別では、[1年未満]34人
(2.8%)、[1年～5年未満]99人(8.3%)、[5年
～10年未満]80人(6.7%)、[10年～20年未
満]134人(11.2%)、[20年以上]576人
(48.2%)、[生まれてからずっと]262人
(21.9%)、[無回答]9人(0.8%)となってお
り、[20年以上]、[生まれてからずっと]を
合計すると全体の7割を占めている。
（図4）

26.9 25.5

23.9

22.2

22.2

9.4

9.525.9 6.6

5.8

1.5

1.3 6.0

5.9

1.6

2.1

0.5

1.2

0.8

1.3

H20年度(n=1,126)

H21年度(n=1,194)

％

会社員 自営業 農林漁業 公務員 自由業

主婦 学生 無職・退職 その他 無回答

n=1,194

n=1,194

図4

図3 ✐　職業別では、[会社員・店員]309人
(25.9%)、[商・工・サービス業の自営業]79
人(6.6%)、[農・林・漁業]18人(1.5%)、[公
務員]70人(5.9%)、[自由業]25人(2.1%)、[主
婦]285人(23.9%)、[学生]14人(1.2%)、[無
職・退職]265人(22.2%)、[その他]113人
(9.5%)、[無回答]16人(1.3%)となっており、
[会社員・店員]、[主婦]、[無職・退職]の順
で多くなっている。（図3）

問３ あなたの職業は？

問４ あなたの居住年数は？

参考(前年比較)

参考(前年比較)
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お住まいの地区

東
8.9%

西
27.4%

鉄南
13.6%

南
16.4%

川北
14.6%

西帯広
14.2%

農村
4.9%

✐　地区別では、[東]106人(8.9%)、[鉄
南]162人(13.6%)、[西]327人(27.4%)、[川
北]174人(14.6%)、[西帯広]170人(14.2%)、
[南]196人(16.4%)、[農村]59人(4.9%)と
なっている。（図5）

9.7 13.2

14.6

16.3

16.48.9 13.6
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27.4
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14.2
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4.9 0.0

0.3H20年度(n=1,126)
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％
東 鉄南 西 川北 西帯広 南 農村 無回答

n=1,194

図5

農村地区：
本市の南部に広大な農業
地帯として広がり、東は
幕別町、西は芽室町、南
は中札内村、北は稲田３
号・帯広刑務所以南に囲
まれた地区
（大正住区・川西住区）

南地区：
市街地の南部に位置し、東は札内
川、西は市町村界、南は稲田3号
線、北は売買川・自衛隊北側の崖
に囲まれた地区
（豊成住区・南町住区・稲田住
区・大空住区）

鉄南地区：
市街地の東南部に位置し、
東は札内川、西は西8条
通・緑ヶ丘公園、南は売買
川、北は根室本線に囲まれ
た地区
（駅南住区・光南住区・明
星住区・緑栄住区）

東地区：
市街地の東部に位置し、東
は札内川、西は帯広川・ウ
ツベツ川、南は根室本線、
北は十勝川に囲まれた地区
（東住区・駅前住区・柏住
区）

川北地区：
市街地の北部に位置し、東
は国道241号・236号、西
は西18条通、南は帯広川、
北は十勝川に囲まれた地区
（北栄住区・啓北住区・栄
住区）

西地区：
市街地の中西部に位置
し、東は西8条通、西は西
10号、南は自衛隊北側の
崖、北は帯広川に囲まれ
た地区（競馬場住区・
緑ヶ丘住区・柏林台住
区・白樺住区・広陽住
区・若葉住区）

西帯広地区：
市街地の西部に位置し、
東は西18条通・西10
号、西は市町村界、南は
南6線、北は十勝川以北
の中島地区を含む地区
（西帯広住区・開西住
区）

◆帯広市では下図のとおり7つの地区を設定しています。

参考(経年比較)
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　住みごこちについて３

問５ 帯広市の住みごこちは？

✐　「住みやすい」とした割合は、昨年度と比較し3.1ポイント減少したものの、「どちら
かといえば住みやすい」が3.0ポイント増加したことにより、「住みやすい]と「どちらかと
いえば住みやすい」を合わせた、"住みごこちが良い"とした割合は、昨年度とほぼ変わらず
77.5％（918人）となっている。また、「どちらかといえば住みにくい」と「住みにくい」
を合わせた、"住みごこちが悪い"とした割合は、ほぼ変わらず6.0％（71人）となってい
る。（図6-1）

✐　男女別で"住みごこちが良い"とした割合は、[男性]75.1％、[女性]79.2％であり、女性
の方が"住みごこちが良い"とした割合が高い。（図6-2）

✐　地区別で"住みごこちが良い"とした割合は、[東地区]で最も高く（80.0％）、[農村地
区]で最も低く（75.9％）となっている。（図6-3）

✐　年代別で"住みごこちが良い"とした割合は、[60歳代]で最も高く（82.4％）、[20歳代]
で最も低く（72.9％）となっている。（図6-4）

✐　居住年数別で"住みごこちが良い"とした割合は、[生まれてから（ずっと住んでい
る）」で最も高く（81.6％）であり、[20年未満]で最も低く（70.2％）となっている。
（図6-5）
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どちらかといえば
住みにくい

住み
にくい

どちらとも
いえない

住 み ご こ ち が 良 い 住 み ご こ ち が 悪 い

27.0 48.1

45.7

18.7

15.033.5

4.0

3.3

2.2

2.5

男性(n=497)

女性(n=687）

％

住みやすい どちらかといえば
住みやすい

どちらかといえば
住みにくい

住み
にくい

どちらとも
いえない

住 み ご こ ち が 良 い 住 み ご こ ち が 悪 い

○ 男女別で比較 ○

図6-1

図6-2
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○ 地区別で比較 ○
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にくい

どちらとも
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○ 居住年数別で比較 ○

35.5

31.3

25.6

34.4

33.6

37.4

51.2

43.1

49.8

48.0

46.4

2.8

5.1
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17.9
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15.2
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50歳代(n=223)

60歳代(n=244)

70歳以上(n=250)

％

○ 年代別で比較 ○

住みやすい
どちらかといえば
住みやすい

どちらかといえば
住みにくい

住み
にくい

どちらとも
いえない

住 み ご こ ち が 良 い 住 み ご こ ち が 悪 い

図6-3

図6-4

図6-5
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70.7

70.5 10.8

10.4

18.7

18.9H20年度(n=1,110)

H21年度(n=1,176)

％

問６ これからも帯広市に住み続けたい？

住 み 続 け た い できれば移りたい どちらとも
いえない

68.6 11.9

10.0

19.4

18.171.9

男性(n=494)

女性(n=679）

％

○ 男女別で比較 ○

どちらとも
いえない

図7-2

住 み 続 け た い で き れ ば 移 り た い

✐　「住み続けたい」とした割合は70.5％（829人）、「できれば移りたい」とした割合は
10.8％（127人）となっており、いずれも昨年度とほとんど変わっていない。（図7-1）

✐　男女別で「住み続けたい」とした割合は、[男性]68.6％、[女性]71.9％であり、女性の
方が「住み続けたい」とした割合が高い。（図7-2）

✐　地区別で「住み続けたい」とした割合は、[農村地区]で最も高い86.2％であり、[東地
区]で最も低い63.8％となっている。（図7-3）

✐　年代別で「住み続けたい」とした割合は、年代が上がるにつれて高くなっている。一方
「できれば移りたい」とした割合は、年代が下がるにつれて高くなっている。（図7-4）

✐　居住年数別で「住み続けたい」とした割合は、[5年未満]において最も低く、逆に「で
きれば移りたい」とした割合は最も高い。また、[20年以上]、[生まれてから（ずっと住ん
でいる）]において、「住み続けたい」とした割合は7割以上である。（図7-5）

　定住意識について４

図7-1
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％

どちらとも
いえない

○ 地区別で比較 ○ 図7-3

住 み 続 け た い で き れ ば 移 り た い
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13.6

13.3

12.2

8.3

6.0
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％

どちらとも
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○ 年代別で比較 ○ 図7-4

住 み 続 け た い できれば移りたい
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20年以上(n=570）
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％

どちらとも
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○ 居住年数別で比較 ○

住 み 続 け た い で き れ ば 移 り た い

図7-5
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自然に恵まれているから

気候が好きだから

親戚や知人が多いから

家族の都合で

仕事上の理由から

広々としているから

都市的な便利さがあるから

人情が厚く、親切だから

まちに魅力があるから

生活費が安いから

教育上の理由から

わからない

その他

％

H21年度

H20年度

70.7

70.5 10.8

10.4

18.7

18.9H20年度(n=1,110)

H21年度(n=1,176)

％
住み続けたい できれば移りたい どちらともいえない

✐　「住み続けたい理由」としては、[自然に恵まれているから<325人回答>]が最も多く
39.2％、2番目は[気候が好きだから<296人回答>]で35.7％、3番目は「親戚や知人が多いか
ら<266人回答>」で32.1％となっている。なお、[気候が好きだから]は6.6ポイント減少して
いる。（図8）

問７ 住み続けたい理由は？

住み続けたい理由

図7-1（再掲）

図8

◇「住み続けたい」と回答した人に、その理由を13の選択肢から2つまで回答してもら
いました。
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問８ 移りたい地域は？

✐　「移りたい地域」としては、[札幌市]が最も多く5.0ポイント増加し35.0％（42人）と
なっている。また、2番目に多い地域は、[帯広圏の3町]で4.0ポイント減少し24.2％（29
人）、3番目は「首都圏」で1.7ポイント増加し10.8％（13人）となっている。（図9）

35.0

9.2

1.7

1.7

1.7

7.5

24.2

10.8

8.3

30.0

9.1

12.7

5.5

7.3

2.7

1.8

28.2

2.7

0 10 20 30 40 50

札幌市

帯広圏の３町

首都圏

道内他市町村

十勝管内の町村

他県

近畿圏

中部圏

その他

％

H21年度

H20年度

移りたい地域

図9

◇「できれば移りたい」と回答した人に、移りたい地域を9つの選択肢から1つ、回答し
てもらいました。

70.7

70.5 10.8

10.4

18.7

18.9H20年度(n=1,110)

H21年度(n=1,176)

％
住み続けたい できれば移りたい どちらともいえない図7-1（再掲）

 10



問９ 移りたい理由は？

✐　「移りたい理由」を回答した人は、無回答者9人を除いた118人となっている。

✐　「移りたい理由」としては、[まちに魅力が少ないから]が7.4ポイント減少したもの
の、最も多く38.1％（45人）となっている。2番目に多い理由は、[都市的な便利さが不足し
ているから]で33.9％（40人）、3番目は「生活費が高いから」で19.5％（23人）となってい
る。（図10）
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0.8

14.4
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知人や親戚が少ないから

住宅地がないから

教育上の理由から

自然が少ないから

わからない

その他

％

H21年度

H20年度

移りたい理由

図10

◇「できれば移りたい」と回答した127人に、移りたい理由を13の選択肢から２つまで
回答してもらいました。

70.7

70.5 10.8

10.4

18.7

18.9H20年度(n=1,110)

H21年度(n=1,176)

％
住み続けたい できれば移りたい どちらともいえない図7-1（再掲）

 11



25.0
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4.2

4.2

4.2

0.0

4.2

41.7
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税金が安い
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わからない

公営住宅に空きがある

その他

％

問10　3町の良さは？

✐　「３町の良さ」を回答した人は、無回答者5人を除いた24人となっている。

✐　「３町の良さ」としては、[税金が安い]が最も多く41.7％（10人）となっている。2番
目に多い理由は、[住宅地の価格が安い]で25.0％（6人）、3番目は「子育て支援が充実して
いる」で12.5％（3人）となっている。（図11-2）

35.0 9.2 8.3 7.5 1.724.2 10.8
1.7

1.7

％

札幌市 帯広圏の３町 首都圏
道内他市町村 十勝管内の町村 他県
近畿圏 中部圏 その他

３町の良さ 図11-２

図11-1（移りたい地域）

◇「帯広圏の３町に移りたい」と回答した29人に、3町の良さを9の選択肢から１つ回
答してもらいました。
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満足度・重要度

✐　満足度欄の【満足%】は、「満足している」「やや満足している」と回答した割合の合
計であり、【不満足%】は、「やや不満足である」「不満足である」と回答した割合の合計
です。重要度欄の【重要%】、【非重要%】についても同様です。

✐　満足度欄の【加重平均】は、「満足している」に【+2】、「やや満足している」に
【+1】、「どちらともいえない」に【±0】、「やや不満である」に【-1】、「不満足であ
る」に【-2】を乗じ、回答者数によって平均値を算出したものです。重要度欄の【加重平
均】についても同様です。

満足(%) 不満足(%)加重平均 重要(%) 非重要(%)加重平均

1 病気の予防のために、健診や相談、指導が受けられること 55.8 % 8.6 % 0.6473 91.1 % 1.2 % 1.5986
2 病気やけがをしたとき、いつでも安心して診断、治療が受けられること 62.8 % 10.9 % 0.7318 94.2 % 0.3 % 1.7213
3 市民一人ひとりがお互いに助け合って生活すること 36.8 % 14.6 % 0.2851 82.9 % 1.5 % 1.3590
4 さまざまな活動にボランティアで参加する機会があること 29.4 % 8.5 % 0.2814 68.9 % 2.7 % 1.0177
5 老後に安心して自宅で暮らせる福祉サービスが受けられること 19.0 % 32.6 % -0.2242 88.8 % 1.1 % 1.6502
6 高齢者のための社会福祉施設が整備されていること 16.3 % 40.6 % -0.3925 90.3 % 0.5 % 1.6782

7 障がいを持つ人のための社会福祉施設が整備されていること 17.8 % 26.3 % -0.1483 87.4 % 0.7 % 1.5335
8 安心して働けるために保育所などの環境が整備されていること 25.5 % 26.2 % -0.0260 87.1 % 1.0 % 1.5214
9 地震や水害など、災害への備えが十分で安心できる街であること 30.5 % 14.1 % 0.1887 87.8 % 1.1 % 1.5451
10 子供や高齢者などが交通事故にあう危険を感じないこと 25.5 % 39.0 % -0.2178 89.9 % 1.2 % 1.5453
11 防犯など身近な地域の安全が保たれていること 35.8 % 26.8 % 0.0874 91.4 % 0.6 % 1.5678
12 正しい消費者情報が得られ、相談が受けられること 28.0 % 15.1 % 0.1470 72.0 % 2.4 % 1.0765
13 新しい技術やノウハウのある企業や研究所などがあること 16.4 % 23.6 % -0.1232 63.6 % 4.2 % 0.9679
14 地元の資源や特性を活かして製品を作る企業があること 35.9 % 20.2 % 0.1974 79.9 % 2.4 % 1.3028
15 地元の農畜産物が地元で容易に購買できること 63.5 % 14.1 % 0.7113 85.3 % 1.7 % 1.4076

16 農業についての体験や、知ることのできる機会があること 34.5 % 10.4 % 0.3181 63.9 % 4.8 % 0.9130

17 中心部ににぎわいがあり、商業・サービス機能などが集積していること 14.3 % 55.3 % -0.6417 77.3 % 3.7 % 1.2108
18 買いたいものが買え、楽しみながら買い物ができる魅力ある店があること 37.6 % 33.3 % 0.0095 78.5 % 2.9 % 1.1896
19 地元の自然や特産物を活かした観光資源があること 40.6 % 25.4 % 0.1958 79.8 % 2.2 % 1.2637
20 生き生きとして働くことのできる場があること 17.4 % 43.8 % -0.4219 88.6 % 0.9 % 1.5452
21 若者が魅力を感じることのできる働く場があること 8.7 % 53.2 % -0.6699 87.2 % 0.8 % 1.5742
22 地域の自然環境を大切にする取り組みをすすめること 33.9 % 17.0 % 0.1919 79.8 % 2.3 % 1.2870
23 大気汚染・騒音や悪臭などの心配がなく快適な生活がおくれること 49.6 % 18.4 % 0.4045 87.3 % 1.2 % 1.4603
24 リサイクルが行われ、環境を大切にする地域づくりをすすめること 56.9 % 12.0 % 0.5896 87.9 % 0.9 % 1.4904
25 帯広の森で散策したり、自然に親しんだりする機会があること 47.3 % 9.8 % 0.5222 69.5 % 5.4 % 1.0079

26 公園・緑地、広場、子供の遊び場などが近くにあること 56.0 % 17.1 % 0.5597 84.3 % 1.9 % 1.3160

27 快適な環境の住宅・住宅地が供給されていること 40.9 % 15.2 % 0.3395 70.7 % 2.7 % 1.0876
28 水道水をいつも安心して利用できること 85.2 % 5.1 % 1.3445 94.2 % 0.6 % 1.7267
29 生活排水や雨水が適切に処理され、快適な生活がおくれること 69.5 % 8.8 % 0.9310 90.3 % 0.8 % 1.5557

30 身近なところの道路が整備されていること 54.2 % 25.3 % 0.3893 86.6 % 2.6 % 1.3825

31 街の中や郊外などに美しい景観が保たれていること 50.7 % 13.6 % 0.5043 79.3 % 3.3 % 1.2073

32 小学校・中学校において充実した教育が受けられること 38.4 % 13.4 % 0.3306 81.6 % 0.4 % 1.4657
33 大学があり高度な教育が受けられること 21.7 % 33.7 % -0.2066 72.5 % 3.1 % 1.1701
34 生涯を通して学習する機会があること 36.8 % 13.7 % 0.2803 69.5 % 2.3 % 1.0353
35 音楽や演劇、美術、伝統芸能などの芸術鑑賞の機会があること 35.7 % 18.3 % 0.2228 61.4 % 6.7 % 0.8172

36 スポーツ活動などに参加する機会があること 35.4 % 10.5 % 0.3216 58.5 % 6.3 % 0.7728

37 図書館の蔵書や機能が充実し、いつでも利用できること 63.5 % 7.3 % 0.8530 75.6 % 2.7 % 1.1605

38 とかち帯広空港から国内の主な地域への空の便がよいこと 33.2 % 37.7 % -0.0729 79.0 % 2.4 % 1.2182

39 道内各地への鉄道や道路による交通の便がよいこと 57.3 % 17.7 % 0.5291 81.1 % 3.2 % 1.2695

40 市内におけるバス利用の便がよいこと 26.0 % 35.9 % -0.1788 74.1 % 2.7 % 1.1442

41 十勝管内の市町村が連携して十勝の発展に取り組むこと 28.3 % 17.4 % 0.1296 75.6 % 1.0 % 1.2332

42 道東をはじめさまざまな地域との連携と交流を図ること 21.8 % 12.9 % 0.1110 66.1 % 2.8 % 1.0133

43 姉妹都市など国内の他都市との交流をする機会があること 24.3 % 7.9 % 0.2112 47.0 % 10.2 % 0.5621

44 外国の人々と交流する機会があること 21.5 % 9.0 % 0.1558 50.8 % 8.0 % 0.6469

45 行事・催し物や行政などの知りたい情報がすぐに手に入ること 46.5 % 18.7 % 0.3853 71.9 % 4.1 % 1.0527

46 市民一人ひとりがまちづくりに参加できる機会があること 24.9 % 13.5 % 0.1416 62.4 % 3.1 % 0.9082
47 行政に市民の声が反映される機会が確保されていること 19.1 % 31.7 % -0.2157 76.0 % 1.7 % 1.2680
48 町内会などの地域活動に参加する機会があること 45.2 % 9.5 % 0.4828 63.1 % 6.3 % 0.8798
49 身近に地域活動やサークル活動を行うことのできる施設があること 44.2 % 12.1 % 0.4404 65.3 % 3.9 % 0.9383
50 市役所の行財政改革が進められていること 19.4 % 33.9 % -0.2485 77.2 % 1.8 % 1.3088

満足度 重要度
調　査　項　目　の　内　容

設問
№

　まちづくりに関する満足度・重要度５
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満足度加重平均順位（平成20年度との比較）

✐　満足度加重平均の順位は下表のとおりです。また、平成20年度と比較して±5順位が変
動した項目については、矢印で表示しています。

1 28 水道水をいつも安心して利用できること 1 28

2 29 生活排水や雨水が適切に処理され、快適な生活がおくれること 2 29

3 37 図書館の蔵書や機能が充実し、いつでも利用できること 3 37

4 2 病気やけがをしたとき、いつでも安心して診断、治療が受けられること 4 2

5 15 地元の農畜産物が地元で容易に購買できること 5 1

6 1 病気の予防のために、健診や相談、指導が受けられること 6 39

7 24 リサイクルが行われ、環境を大切にする地域づくりをすすめること 7 24

8 26 公園・緑地、広場、子供の遊び場などが近くにあること 8 26

9 39 道内各地への鉄道や道路による交通の便がよいこと 9 15

10 25 帯広の森で散策したり、自然に親しんだりする機会があること 10 25

11 31 街の中や郊外などに美しい景観が保たれていること 11 31

12 48 町内会などの地域活動に参加する機会があること 12 48

13 49 身近に地域活動やサークル活動を行うことのできる施設があること 13 49

14 23 大気汚染・騒音や悪臭などの心配がなく快適な生活がおくれること 14 23

15 30 身近なところの道路が整備されていること 15 45

16 45 行事・催し物や行政などの知りたい情報がすぐに手に入ること 16 36

17 27 快適な環境の住宅・住宅地が供給されていること 17 4

18 32 小学校・中学校において充実した教育が受けられること 18 30

19 36 スポーツ活動などに参加する機会があること 19 32

20 16 農業についての体験や、知ることのできる機会があること 20 34

21 3 市民一人ひとりがお互いに助け合って生活すること 21 27

22 4 さまざまな活動にボランティアで参加する機会があること 22 16

23 34 生涯を通して学習する機会があること 23 3

24 35 音楽や演劇、美術、伝統芸能などの芸術鑑賞の機会があること 24 35

25 43 姉妹都市など国内の他都市との交流をする機会があること 25 43

26 14 地元の資源や特性を活かして製品を作る企業があること 26 41

27 19 地元の自然や特産物を活かした観光資源があること 27 46

28 22 地域の自然環境を大切にする取り組みをすすめること 28 44

29 9 地震や水害など、災害への備えが十分で安心できる街であること 29 22

30 44 外国の人々と交流する機会があること 30 9

31 12 正しい消費者情報が得られ、相談が受けられること 31 12

32 46 市民一人ひとりがまちづくりに参加できる機会があること 32 19

33 41 十勝管内の市町村が連携して十勝の発展に取り組むこと 33 14

34 42 道東をはじめさまざまな地域との連携と交流を図ること 34 8

35 11 防犯など身近な地域の安全が保たれていること 35 42

36 18 買いたいものが買え、楽しみながら買い物ができる魅力ある店があること 36 18

37 8 安心して働けるために保育所などの環境が整備されていること 37 38

38 38 とかち帯広空港から国内の主な地域への空の便がよいこと 38 11

39 13 新しい技術やノウハウのある企業や研究所などがあること 39 7

40 7 障がいを持つ人のための社会福祉施設が整備されていること 40 40

41 40 市内におけるバス利用の便がよいこと 41 5

42 33 大学があり高度な教育が受けられること 42 13

43 47 行政に市民の声が反映される機会が確保されていること 43 33

44 10 子供や高齢者などが交通事故にあう危険を感じないこと 44 10

45 5 老後に安心して自宅で暮らせる福祉サービスが受けられること 45 47

46 50 市役所の行財政改革が進められていること 46 50

47 6 高齢者のための社会福祉施設が整備されていること 47 6

48 20 生き生きとして働くことのできる場があること 48 20

49 17 中心部ににぎわいがあり、商業・サービス機能などが集積していること 49 17

50 21 若者が魅力を感じることのできる働く場があること 50 21

順位
設問
№

順位

（平成20年度）

H20年度比較で
±5以上が変動し
た項目を←で表
示

調　査　項　目　の　内　容
設問
№
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重要度加重平均順位（平成20年度との比較）

1 28 水道水をいつも安心して利用できること 1 28

2 2 病気やけがをしたとき、いつでも安心して診断、治療が受けられること 2 2

3 6 高齢者のための社会福祉施設が整備されていること 3 5

4 5 老後に安心して自宅で暮らせる福祉サービスが受けられること 4 6

5 1 病気の予防のために、健診や相談、指導が受けられること 5 1

6 21 若者が魅力を感じることのできる働く場があること 6 21

7 11 防犯など身近な地域の安全が保たれていること 7 24

8 29 生活排水や雨水が適切に処理され、快適な生活がおくれること 8 11

9 10 子供や高齢者などが交通事故にあう危険を感じないこと 9 9

10 20 生き生きとして働くことのできる場があること 10 29

11 9 地震や水害など、災害への備えが十分で安心できる街であること 11 10

12 7 障がいを持つ人のための社会福祉施設が整備されていること 12 23

13 8 安心して働けるために保育所などの環境が整備されていること 13 20

14 24 リサイクルが行われ、環境を大切にする地域づくりをすすめること 14 7

15 32 小学校・中学校において充実した教育が受けられること 15 8

16 23 大気汚染・騒音や悪臭などの心配がなく快適な生活がおくれること 16 15

17 15 地元の農畜産物が地元で容易に購買できること 17 32

18 30 身近なところの道路が整備されていること 18 3

19 3 市民一人ひとりがお互いに助け合って生活すること 19 30

20 26 公園・緑地、広場、子供の遊び場などが近くにあること 20 50

21 50 市役所の行財政改革が進められていること 21 26

22 14 地元の資源や特性を活かして製品を作る企業があること 22 14

23 22 地域の自然環境を大切にする取り組みをすすめること 23 47

24 39 道内各地への鉄道や道路による交通の便がよいこと 24 22

25 47 行政に市民の声が反映される機会が確保されていること 25 39

26 19 地元の自然や特産物を活かした観光資源があること 26 41

27 41 十勝管内の市町村が連携して十勝の発展に取り組むこと 27 38

28 38 とかち帯広空港から国内の主な地域への空の便がよいこと 28 19

29 17 中心部ににぎわいがあり、商業・サービス機能などが集積していること 29 18

30 31 街の中や郊外などに美しい景観が保たれていること 30 17

31 18 買いたいものが買え、楽しみながら買い物ができる魅力ある店があること 31 31

32 33 大学があり高度な教育が受けられること 32 40

33 37 図書館の蔵書や機能が充実し、いつでも利用できること 33 37

34 40 市内におけるバス利用の便がよいこと 34 33

35 27 快適な環境の住宅・住宅地が供給されていること 35 12

36 12 正しい消費者情報が得られ、相談が受けられること 36 27

37 45 行事・催し物や行政などの知りたい情報がすぐに手に入ること 37 25

38 34 生涯を通して学習する機会があること 38 45

39 4 さまざまな活動にボランティアで参加する機会があること 39 34

40 42 道東をはじめさまざまな地域との連携と交流を図ること 40 4

41 25 帯広の森で散策したり、自然に親しんだりする機会があること 41 49

42 13 新しい技術やノウハウのある企業や研究所などがあること 42 13

43 49 身近に地域活動やサークル活動を行うことのできる施設があること 43 42

44 16 農業についての体験や、知ることのできる機会があること 44 48

45 46 市民一人ひとりがまちづくりに参加できる機会があること 45 16

46 48 町内会などの地域活動に参加する機会があること 46 46

47 35 音楽や演劇、美術、伝統芸能などの芸術鑑賞の機会があること 47 35

48 36 スポーツ活動などに参加する機会があること 48 36

49 44 外国の人々と交流する機会があること 49 44

50 43 姉妹都市など国内の他都市との交流をする機会があること 50 43

（平成20年度）

調　査　項　目　の　内　容
設問
№

順位
設問
№

順位
H20年度比較で
±5以上が変動し
た項目を←で表
示

✐　重要度加重平均の順位は下表のとおりです。また、平成20年度と比較して±5順位が変
動した項目については、矢印で表示しています。
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組み合わせ評価

✐　満足度加重平均・重要度加重平均の順位は下図（図9-1）のように区分化しており、昨
年度と比較して区分が変動している設問項目を網掛けで表示しています。
　　　上位：満足度・重要度の高い区分　　　   1位～16位
　　　中位：　　　〃　　　　中程度区分　　  17位～34位
　　　下位：　　　〃　　　　低い区分　　　  35位～50位

✐　組み合わせは、【上-上】から【下-下】まで９つの区分しています。（図9-2）

1 15 25

2 26 45

23 30 48

24 31 美しい景観 49

1 28 37 図書館

～29 39 鉄道・高規格道路など

16

位

9 3 4

32 14 12

19 16

22 27

41 市町村連携 34

17 35

～ 36

34 42

位 43

44

46

5 在宅福祉サービス 17 中心市街地 13

6 18 買い物・魅力ある店

7 33

8 38

10 40

35 11 地域の安全 47 市民参画の場

～20 働く場 50

50 21 若者の就職

位

14/16 大気汚染

生涯学習

小・中学校

17/3528/23 地域の自然環境

31/36 消費者情報・相談

農業体験

34/40

24/47

32/45 市民・まちづくり

20/44

音楽・芸術

重要度（下）　35～50位

地域活動の環境13/43

住宅・住宅地の供給

10/41 帯広の森

12/46 町内会などの地域活動

16/37

満
足
度
（
上
）

【　上　－　上　】 【　上　－　中　】 【　上　－　下　】

6/5 病気の予防

地域の情報

15/18 道路整備

新技術・研究所39/42

3/33

11/30

重要度（上）　１～16位 重要度（中）　17～34位

8/20 公園・広場

5/17 地元農産物

4/2 病気・けが

18/15

下水道

リサイクル

29/11 防災

1/1 上水道

7/14

27/26

2/8

【　中　－　上　】 【　中　－　中　】

観光資源・特産物

9/24

26/22 地元企業

21/19 市民共助

【　中　－　下　】

22/39 ボランティア

33/27

30/49 外国人との交流

25/50 姉妹都市との交流

19/48 スポーツ活動

道東との交流

23/38

49/29

40/12 障がい者施設整備

45/4

38/28 とかち帯広空港

36/31

42/32 大学

47/3 高齢者施設整備

バスの利便性

37/13 保育所の整備

50/6

35/7

行財政改革

43/25

46/21

満
足
度
（
下
）

満
足
度
（
中
）

48/10

44/9 交通安全 41/34

【　下　－　上　】 【　下　－　中　】 【　下　－　下　】

上-上

中-上

下-中 下-下

上-下

中-下

下-上

上-中

中-中

例：　1　5/5　病気の予防

設問番号 満足度/重要度順位 個別設問の要約

組み合わせ評価の表示方法

図9-1

図9-2

※設問番号はP12～14に示してあるものと一致していま
す。
　ここでは設問の表現をわかりやすく要約しています。

 16



平成20年度　　　平成21年度

1 26 25

2 31 美しい景観 36

15 37 45

23 39 48

1 24 49

～28

16 29

位

8 3 4

9 14 12

19 16

22 27

17 30 34

～ 32 35

34 41 市町村連携 43

位 44

46

5 在宅福祉サービス 17 中心市街地 13

6 18 買い物・魅力ある店 42

7 33

10 38

35 11 40

～20 47 市民参画の場

50 21 50

位

46/20 行財政改革

27/46 市民・まちづくり

観光資源・特産物 農業体験

消費者情報・相談

22/45

【　中　－　下　】

34/15 保育所の整備

2/10 下水道

道路整備

47/4 高齢者施設整備

39/14

地域の安全

44/11 交通安全

18/19

13/41 地域活動の環境

新技術・研究所

25/50 姉妹都市との交流

28/49 外国人との交流

21/36 住宅・住宅地の供給

31/35

バスの利便性

道東との交流

40/32

45/23

36/29

37/27

43/34

満
足
度
（

下
）

【　下　－　上　】 【　下　－　中　】

35/43

【　下　－　下　】

41/3 49/30

とかち帯広空港

17/40 ボランティア

音楽・芸術

生涯学習

24/47

20/39

29/24 地域の自然環境

30/9

7/7 リサイクル

32/28

1/1 上水道

満
足
度
（

中
）

【　中　－　上　】 【　中　－　中　】

33/22 地元企業防災

23/18 市民共助

9/16 地元農産物 3/33 図書館

帯広の森

15/38 地域の情報

16/48

大気汚染

公園・広場 10/37

12/446/25 鉄道・高規格道路など

満
足
度
（

上
）

【　上　－　上　】 【　上　－　中　】 【　上　－　下　】

5/5 病気の予防 8/21

スポーツ活動4/2 病気・けが

重要度（上）　１～16位 重要度（中）　17～34位 重要度（下）　35～50位

11/31

町内会などの地域活動14/12

障がい者施設整備

19/17

大学

26/26

42/42

小・中学校

38/8

48/13 働く場

50/6 若者の就職

(８)安心して働けるために保育所などの環境が整備されていること　　　　　満足度中位(34位) ↘ 満足度下位(37位)
(15)地元の農畜産物が地元で容易に購買できること　　　　　　　　　　　　重要度上位(16位) ↘ 重要度中位(17位)
(30)身近なところの道路が整備されていること　　　　　　　　　　　　　　満足度中位(18位) ↗ 満足度上位(15位)
(32)小学校・中学校において充実した教育が受けられること　　　　　　　　重要度中位(17位) ↗ 重要度上位(15位)
(36)スポーツ活動などに参加する機会があること　　　　　　　　　　　　　満足度上位(16位) ↘ 満足度中位(19位)
(42)道東をはじめさまざまな地域との連携と交流を図ること　　　　　　　　満足度下位(35位) ↗ 満足度中位(34位)

組み合わせ評価（昨年度との比較）

✐　満足度・重要度順位の組み合わせによる評価で、昨年度との比較で区分の変更がなかっ
た項目は50項目中44の項目で、区分に変動があった項目は6項目です。

昨年度と比較して区分が変更している設問

（参考）平成20年度組み合わせ評価 ※本年度と比較して区分が変動している設問項目につ
いては、網掛けしています。
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満足度・重要度組み合わせ散布図

✐　まちづくりに関する50項目の満足度と重要度をグラフ化した図を【平成21年度市民意向
調査項目別散布図】に示しました。

✐　【平成21年度市民意向調査項目別散布図】は、まちづくりに関する50項目を満足度と重
要度をそれぞれ上位・中位・下位に分けて表示しています。

設 問

（1）
（2）

（3） （4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）
（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）
（25）（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

（33）

（34）
（35） （36）

（37）

（38）

（39）

（40）

（41）

（42）

（43）
（44）

（45）

（46）

（47）

（48）（49）

（50）

-0.9

-0.3

0.3

0.9

0.51.11.7 上位

上
位

中位 下位

中
位

下
位

重 要 度 加 重 平 均

満

足

度

加

重

平

均

平成21年度市民意向調査項目別散布図

重要 重要でない

満
足

不
満
足

（1）病気の予防 （14）地元企業 （27）住宅・住宅地の供給 （40）バスの利便性

（2）病気の治療 （15）地元農産物 （28）上水道 （41）市町村連携

（3）市民・助け合い （16）農業体験 （29）下水道 （42）道東との交流

（4）ボランティア （17）中心市街地 （30）道路整備 （43）姉妹都市との交流

（5）在宅福祉サービス （18）買い物・魅力ある店 （31）美しい景観 （44）外国人との交流

（6）高齢者施設整備 （19）観光資源・特産物 （32）小・中学校 （45）地域の情報

（7）障がい者施設整備 （20）働く場 （33）大学 （46）市民・まちづくり

（8）保育所の整備 （21）若者の就職 （34）生涯学習 （47）市民参画の場

（9）防災 （22）地域の自然環境 （35）音楽・芸術 （48）町内会などの地域活動

（10）交通安全 （23）大気汚染 （36）スポーツ活動 （49）地域活動の環境

（11）地域の安全 （24）リサイクル （37）図書館 （50）行財政改革

（12）消費者情報・相談 （25）帯広の森 （38）とかち帯広空港

（13）新技術・研究所 （26）公園・広場 （39）鉄道・高規格道路など
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政策推進部　企画課
　　　〒　080-8670

平成21年度市民意向調査報告書

（速報版）

平成21年7月

帯　　広　　市

　　　帯広市西5条南7丁目1番地

　　　TEL       0155-65-4105

　　　FAX       0155-23-0151

　　　E-Mail   plan@city.obihiro.hokkaido.jp
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