
令 和 ３ 年 ５ 月

苫 小 牧 市

市長公約の取組状況

（令和3年3月までの実施内容）



　



Ⅰ　市長公約取組状況総括表

Ⅱ　市長公約取組状況

 ※　令和２年度末の進捗状況について

基本政策進捗 :

公 約 進 捗 :

施 策 進 捗 :

　はじめに

５つの公約進捗状況を平均して算出

２つの施策進捗状況を平均して算出

担当部署が１０段階評価を行った取組事業内容を平均して算出
（★表記）

　各公約は２つの施策から構成されており、各施策の年度末における進捗状況を１０

段階で評価しました。各施策の１０段階評価を行った後、各公約をパーセント表示で

数値化しました。その結果は、次の２つの表でまとめてあります。

　市長は４期目当選の際、５つの基本政策を柱とする２５項目５０施策の公約を掲げ

ました。苫小牧市では、これらを重要施策と位置づけて、４年間のうちに完了できる

よう、着実に取組を進めています。取組開始より約３年が経過した、令和２年度末時

点での各公約の取組状況について、取りまとめましたので公表します。

　昨年来の新型コロナウイルス感染拡大により、公約に関連した事業の推進に影響を

及ぼしたものもありますが、今後も引き続き柔軟に対応していきます。

　また、取組状況については定期的に進捗管理を行い全ての公約を達成できるよう、

事業を進めてまいります。

※　市長公約の進捗状況の数値化

　令和２年度末における公約の進捗状況を、構成する各施策の平均値で示していま
す。

　令和２年度末における基本政策、公約、施策の進捗状況を示しています。また、施

策ごとに令和２年度末までに実施した具体的な内容について記載しています。
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令和元年度 令和２年度
（％） （％）

Ⅰ 58 73

Ⅰ-1*1 85 95

Ⅰ-2*2 54 59

Ⅰ-3*3 54 75

Ⅰ-4*4 50 75

Ⅰ-5*5 45 60

Ⅱ 48 69

Ⅱ-1*1 28 38

Ⅱ-2*2 62 79

Ⅱ-3*3 50 70

Ⅱ-4*4 40 84

Ⅱ-5*5 60 74

中小企業や商店街の活性化と地場産品を活かした農林水産業の振興を図りま
す

人口の減らない街苫小牧をめざします

市営住宅管理戸数の適正化や、民間委託を実施します

職員の資質の向上、コンプライアンスの徹底を図ります

産業流通の活性化、働く人の明るい
笑顔あふれるまち苫小牧　導きます！4th stage

苫小牧駅前広場を名実ともに苫小牧の顔として復活します

女性活躍社会の実現に取り組みます

Ⅰ　市長公約取組状況総括表

施　　　　策　　　　区　　　　分

行革を進め、無駄のない効率的な
都市機能をもつまち苫小牧　築きます！4th stage

新たな行財政改革計画を策定します

進捗状況

苫小牧港のロジスティックス機能の強化に取り組みます

様々なツールや苫小牧がもつ観光資源を使って苫小牧をＰＲします

新千歳空港の民営化を見据えた施策に取り組みます
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令和元年度 令和２年度
（％） （％）

Ⅲ 63 89

Ⅲ-1*1 23 67

Ⅲ-2*2 65 100

Ⅲ-3*3 85 100

Ⅲ-4*4 72 84

Ⅲ-5*5 70 92

Ⅳ 56 75

Ⅳ-1*1 68 75

Ⅳ-2*2 60 80

Ⅳ-3*3 40 72

Ⅳ-4*4 40 65

Ⅳ-5*5 70 85

進捗状況

自然を生かし、環境と調和のとれた
美しいまち苫小牧　守ります！4th stage

施　　　　策　　　　区　　　　分

「苫小牧版地域包括ケアシステム」の構築を進めます

子どもたちの健康と安全を守る施策を実施します

子どもたちに必要な施設の誘致、整備に取り組みます

市民の生命・財産を守る施策を実施します

災害時等における高齢者、被災者の生活を守る施策を行います

お年寄りや子どもたちが安心して
暮らせるまち苫小牧　育てます！4th stage

受動喫煙防止条例「フレッシュエアー条例（仮称）」を制定します

空き家、空き地対策に取り組みます

クリーンで快適な街苫小牧をつくります

霊葬場や霊園の施設整備を実施します

環境保全・地球温暖化への対応施策を実施します
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令和元年度 令和２年度
（％） （％）

Ⅴ 49 68

Ⅴ-1*1 30 45

Ⅴ-2*2 53 80

Ⅴ-3*3 35 50

Ⅴ-4*4 70 83

Ⅴ-5*5 55 80

54.8 74.8

国際化を意識した施策を展開します

施　　　　策　　　　区　　　　分

大学教育への取り組みを進めます

全　　　　　体

心の通い合う、やさしい音楽の流れる
暖かなまち苫小牧　愛します！4th stage

子どもたちの夢をかなえる施策を行います

幼児を持つお父さんお母さんを応援します

工業都市苫小牧に文化芸術の花を咲かせます

進捗状況
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基本政策Ⅰ　：　行革を進め、無駄のない効率的な都市機能をもつまち苫小牧　築きます！　４th stage

基本政策Ⅱ　：　産業流通の活性化、働く人の明るい笑顔あふれるまち苫小牧　導きます！　４th stage

基本政策Ⅲ　：　お年寄りや子どもたちが安心して暮らせるまち苫小牧　育てます！　４th stage

基本政策Ⅳ　：　自然を生かし、環境と調和のとれた美しいまち苫小牧　守ります！　４th stage

基本政策Ⅴ　：　心の通い合う、やさしい音楽の流れる暖かなまち苫小牧　愛します！　４th stage
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政策
Ⅰ 73

1 95

●

●

2 59

●

● 男女平等参画都市宣言を踏まえた施策を推進します

・協働・男女平等参画室
・行政監理室
・工業・雇用振興課

★★★★★
★☆☆☆☆

・市民会議を２回開催し、行動指針「１０歳までの子どもを安心して預け
られる環境を充実させる」を達成するための方策などについて協議しま
した。
・ワークライフバランス等特別講演会を開催し、男性の家事、育児への
参加の重要性について理解促進を図りました。
・男女平等参画推進センターの活用を促進するため、開館時間の延長
やコワーキングスペースの利便性向上を図りました。
・「離職防止等処遇改善事業」として、社会保険労務士等の専門家によ
るコンサルティングを行い、女性や若者など誰もが働きやすい職場環境
づくりを支援しました。

財政シミュレーションにより財政指標を管理し、財政健
全性を確保しながら費用の平準化を図ります

・財政課
★★★★★
★★★★☆・「財政基盤安定化計画　SecondStage」に掲げた、財政指標による管理

や、基金の管理など４つの基本方針に基づき、財政の健全性確保及び
基盤強化に向けた取組を行いました。

女性活躍社会の実現に取り組みます

市役所における女性管理職の登用を進めます

・行政監理室
★★★★★
☆☆☆☆☆・職層に応じた女性活躍推進研修の実施を予定していましたが、コロナ

禍により中止としました。今後は、オンライン研修など、感染拡大防止策
を講じた研修を検討していきます。

行革を進め、無駄のない効率的な
都市機能をもつまち苫小牧　築きます！4th stage

新たな行財政改革計画を策定します

行革プランＮＥＸＴ－ＳＴＡＧＥ（2015～2019）を着実に
実行し、さらに「新行政改革プラン２０２０（仮称）」を策定
します

・行政監理室
★★★★★
★★★★★

・「行政改革プラン－NEXT STAGE－」の各取組について評価を行いま
した。
・市民サービス向上と行政コスト削減という相反する課題にチャレンジし
ながらも、５年間で約４６億円の財政効果を生み出すことができました。
・令和２年度から開始した「行政創革プラン」の進捗の評価方法につい
て、行政改革推進審議会の意見を踏まえ決定しました。

Ⅱ　市長公約取組状況（令和２年度末の状況）
基本政策 進　捗

状　況
（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容

取組事業内容（令和２年度）
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3 75
●

●

4 75
●

●

5 60
●

●

職員の資質の向上、コンプライアンスの徹底を図ります

市民からの信頼獲得のため、研修の質の向上を図ります

・行政監理室
★★★★★
★★☆☆☆・経理実務研修を実施し、一般職の事務処理能力向上及び管理職の

チェック能力向上並びに適正な事務執行を図りました。

公用車による事故違反絶滅に向け、取り組みを強化します

・行政監理室
★★★★★
☆☆☆☆☆

・体験型交通安全研修や冬道の交通安全研修など、職員に対して様々
な研修を実施しました。
・交通事故・違反に対する意識付けとして、職員一人一人が行動目標を
記載した「交通事故・違反ゼロ宣言カード」を作成し、自席へ掲示する取
組を行いました。また、各課ごとに目標を定め、執務室へ掲示する取組
を行いました。

人口の減らない街苫小牧をめざします

雇用機会の拡大や生産年齢人口を増やす取り組みを展開
します

・工業・雇用振興課
・港湾・企業振興課
・国際リゾート戦略室
・政策推進課

★★★★★
★★☆☆☆

・「合同就職説明会事業」を実施し、採用のノウハウのコンサルティング
を支援するなど、採用力の向上を図りました。
・交流人口の増加と、将来に向けたまちづくりの方向性を示す「苫小牧
都市再生コンセプトプラン」を策定しました。
・奨学ローン返済助成制度、教育ローン利子補給制度の利用者拡大に
向け、教育資金セミナーを開催するなど、積極的な周知活動を行いまし
た。

現在直営で行っている管理業務を民間に委託し、サービ
スの向上と費用削減を図ります

・住宅課
★★★★★
★★★☆☆・令和３年１０月の市営住宅管理業務民間委託に向けて、導入方針を定

めるなど準備を進めました。

市営住宅管理戸数の適正化や、民間委託を実施します

20年後の目標管理戸数を5000戸とした市営住宅整備を
進めます

・住宅課
★★★★★
★★☆☆☆

・長期的な視点から今後の市営住宅の在り方をとらえた、「苫小牧市営
住宅等長寿命化計画」を策定しました。
・日新町及び末広町の市営住宅について、計画的な入居者移転や建
替事業を実施しています。

多子世帯への生活応援制度を創設します

・学校教育課
・ゼロごみ推進課
・こども育成課

★★★★★
★★☆☆☆

・令和２年１０月から、３人目以降の小中学生の給食費を助成する「給食
費助成事業」を開始しました。
・国の保育料無償化の拡充に伴い、実費徴収となった副食費につい
て、３歳以上児を対象に、年収概ね570万円未満世帯の第３子以降を全
額市費負担として実質無償化を継続しています。
・服のリサイクルイベントやリサイクル家具などの販売に当たり、多子世
帯への優遇措置を検討していましたが、コロナ禍により中止としました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容

取組事業内容（令和２年度）
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政策
Ⅱ 69

1 38

●

●

2 79

●

● 水産資源の保護と一次産業生産力の増大に取り組みます

・農業水産振興課
・まちづくり推進課
・公設地方卸売市場
・緑地公園課

★★★★★
★★☆☆☆

・東胆振の１市４町で構成している東胆振地域ブランド創造協議会で「し
らおいポロトミンタラフェスティバル」に参加し、プロモーションを行いまし
た。
・公設地方卸売市場の水産物部、青果部への指定管理者制度導入に
向けて、条例を改正しました。
・苫小牧産農水産物のプロモーションとして、苫小牧漁業組合が実施し
た、苫小牧産ほっき貝のマリンエコラベルVer.２取得に対して支援を行
いました。
・市有林の持つ多面的機能を維持するため、森林巡視などの作業を実
施しました。

まちなかイルミネーションを復活し、季節に応じた利用
を提案します

・まちづくり推進課
・農業水産振興課

★★★★☆
☆☆☆☆☆

・３年目となる駅前イルミネーションを実施しました（令和２年１２月１日～
令和３年２月１４日）。
・イルミネーションの関連イベントとして、ＳＮＳフォトコンテスト、まちなか
抽選会など、まちなかを盛り上げるイベントを実施しました。
・「子ども・子育て世代まちなか居場所づくり支援事業」を実施し、まちな
かに親子の居場所づくりを進める市民団体に対して支援を行いました。

中小企業や商店街の活性化と地場産品を活かした農林水産
業の振興を図ります

がんばる中小企業や商店街を応援します

・商業振興課
・テクノセンター
・まちづくり推進課
・工業・雇用振興課

★★★★★
★★★☆☆

・創業コミュニティの創出を目的として、市内の学生や起業に意欲のある
方などを対象に、３日間で起業を体験するイベント「Startup Weekend
Tomakomai」を開催しました。
・商店街加盟店が実施する、自店舗の魅力向上または来店者の増加に
つながるような改装工事などに支援を行いました。
・課題解決や新規事業の創出に向けて、先進技術や新たなアイディア
を導入する企業を支援する「苫小牧イノベーション活性化事業」を実施
しました。
・テクノセンターにおいて、新入社員、中堅技術者向けオーダーメイド型
研修会「常設研修会」を３３回実施し、６３名が受講しました。
・超微細四次元X線CT解析装置を導入し、装置利用による技術支援及
び研修会の開催による人材育成を行いました。

取組事業内容（令和２年度）

産業流通の活性化、働く人の明るい
笑顔あふれるまち苫小牧　導きます！4th stage

苫小牧駅前広場を名実ともに苫小牧の顔として復活します

地権者とも協力をして駅前の新たな顔つくりに取り組み
ます

・まちづくり推進課
★★★☆☆
☆☆☆☆☆

・旧サンプラザビルの土地にかかる権利集約に向けた取組を進めまし
た。また、駅前広場や旧バスターミナル跡地を含め、周辺一体での新た
な顔づくりに向け検討を継続しています。
・国、北海道旅客鉄道株式会社と連携し、JR苫小牧駅のトイレを改修し
ました。
・駅前に来訪しやすい公共交通網の形成に向け、「苫小牧市地域公共
交通計画」の策定を進めました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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3 70

●

●

4 84

●

●

5 74

●

●

新千歳空港の民営化を見据えた施策に取り組みます

航路下地域住民との意思疎通を図り、地域が望む振興策
に取り組みます

・観光振興課
・空港政策課
・総合福祉課

★★★★★
★★☆☆☆

・令和４年の（仮称）沼ノ端鉄南地区文化交流サロン供用開始に向け
て、建設予定地を取得し、実施設計及び住民説明会などを実施しまし
た。
・（公財）新千歳空港周辺環境整備財団と連携し、住宅防音区域内の経
年住宅を対象に、冷暖房機器を４件設置しました。

空港のある街の利点を市民が享受できる施策に取り組み
ます

・スポーツ都市推進課
・国際リゾート戦略室
・港湾・企業振興課
・空港政策課
・観光振興課

★★★★★
★★☆☆☆

・スポーツ合宿や大会誘致に向け、スポーツ施設１２か所の整備を行い
ました。
・苫小牧国際リゾート構想について、環境影響評価調査結果を公表した
ほか、IR誘致に向けた取組状況として、市の自然環境対策への対応の
考え方や、候補地のインフラ整備の考え方を示し、改めて植苗地区をIR
の候補地として特定しました。
・道内外のフェア及びセミナーに５回出展・参加し、企業立地における
苫小牧の優位性をPRしました。また、立地相談があった企業を中心に、
道内外６社の企業訪問を実施しました。
・コスプレフェスタを実施し、道内外から延べ５００名の来場がありました。
・新型コロナウイルス収束後の、国際線需要の増加に向け、国際線エプ
ロン拡張、南側誘導路新設、国際線ターミナルビル機能向上などを行う
「国際線ターミナル地域再編事業」を実施しました。

苫小牧港のロジスティックス機能の強化に取り組みます

北海道農水産品輸出の拡大に向けた取り組みを進めます

・港湾・企業振興課
★★★★★
★★☆☆☆・令和２年５月に稼働を開始した、温度管理型冷凍冷蔵庫北海道クール

ロジスティクスプレイス周辺の、フードコンプレックスエリアの形成を目指
し、関係機関と協議を進めました。

道路のネーミングライツに取り組みます
・維持課

★★★★★
★★★★★・三光横断歩道橋のネーミングライツを募集したところ、１社から申し出

があり、契約を締結しました。

様々なツールや苫小牧がもつ観光資源を使って苫小牧をＰＲ
します

滞在型観光振興に取り組みます

・観光振興課
・港湾・企業振興課
・国際リゾート戦略室

★★★★★
★☆☆☆☆

・クルーズ船誘致のため、船社訪問を実施したほか、外国籍クルーズ船
をターゲットとした「クルーズ・キーパーソン招請事業」に参加し、視察対
応や意見交換を実施しました。
・市内事業者におけるインバウンド対策を促進するため、インバウンド対
策ガイドブックを作成しました。

北海道と本州を結ぶ物流大動脈の強化を目指します

・港湾・企業振興課
★★★★★
★★☆☆☆

・平成２３年度から実施している「複合一貫輸送ターミナル改良事業」に
より、令和２年度に南ふ頭岸壁が完成しました。引き続き、小型船だまり
の整備を実施しています。
・港湾関係者と情報共有・意見交換を図り、苫小牧港港湾BCPを改訂し
ました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容

取組事業内容（令和２年度）
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政策
Ⅲ 88

1 67

●

●

2 100

●

●

3 100

●

● 道立特別支援学校を誘致します

・学校教育課
★★★★★
★★★★★・令和３年４月１日の北海道苫小牧支援学校開校に向けて、児童生徒

の就学相談のほか、地域住民への説明会などを行いました。

児童虐待防止条例を制定します

・こども相談課
★★★★★
★★★★★・児童福祉分野の大学教授をはじめ、弁護士や小児科医師などで構成

される部会を設置し、検討を行いました。この意見を踏まえ、令和３年１
月１日に「苫小牧市子どもを虐待から守る条例」を制定・施行しました。

子どもたちに必要な施設の誘致、整備に取り組みます

「子ども家庭総合支援拠点」の整備に取り組みます

・こども相談課
★★★★★
★★★★★・令和３年１月１日に、室蘭児童相談所苫小牧分室と市の児童相談部門

が併設された、苫小牧市こども相談センターの供用を開始し、苫小牧市
の児童相談体制の強化を図りました。

住み慣れた自宅等で過ごすことが可能となる在宅医療体
制を整備します

・介護福祉課
・健康支援課
・障がい福祉課

★★★★★
★☆☆☆☆

・「介護職員育成事業」として、３４名に研修を受講する費用を支援した
ほか、「介護人材確保支援事業」として、１５名の介護人材と事業所の
マッチングを行いました。
・医療的ケア児の在宅支援を行う事業所を増やすために、研修会を実
施しました。
・市と苫小牧市医師会の協議により、医師会において、在宅医療推進
委員会を設置し、在宅医療の推進に向けた課題整理を行いながら、早
期の在宅医療体制構築に向けた事業実施を行うこととしました。

子どもたちの健康と安全を守る施策を実施します

乳幼児等医療費助成制度の拡大を図ります

・こども支援課
★★★★★
★★★★★・令和元年８月診療分から開始した中学生の入院に対する医療費助成

を継続して実施するとともに、各医療機関と連携し市民への制度周知を
行いました。

取組事業内容（令和２年度）

お年寄りや子どもたちが安心して
暮らせるまち苫小牧　育てます！4th stage

「苫小牧版地域包括ケアシステム」の構築を進めます

医療・介護などの多職種連携や地域の連携が円滑に行わ
れるよう取り組みます

・介護福祉課
・健康支援課

★★★★★
★★☆☆☆

・試行運用した苫小牧市医療・介護連携手帳の利用者などにアンケート
調査を行い、活用状況などの検証を実施しました。
・医療・介護関係者などの多職種間の意見交換や、情報共有が円滑に
進むよう、オンラインの多職種研修会を実施しました。
・地域の連携が円滑に行われるよう、とまこまい医療・介護連携センター
により、在宅医療・介護連携に関する相談支援を１３８件実施しました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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4 84

●

●

5 92

●

● 災害時のトイレ機能を確保します

・危機管理室
・下水道計画課
・障がい福祉課

★★★★★
★★★☆☆

・感染症対策に係る可搬型自動排泄処理式トイレを１６台購入し、避難
所のトイレ整備を進めました。
・令和２年度は、コロナ禍により、イベントが軒並み中止となったため、と
まレットを使用することはありませんでしたが、職員向けの操作説明会を
実施し、操作可能な職員の範囲を拡大しました。

市立病院は地域の中核病院として専門医の確保充実とと
もに、医療機器などの充足に努めます

・(市立病院)経営管理課
★★★★★
★★☆☆☆

・初期臨床研修医の募集定員７名を全員確保することができました。ま
た、コロナ禍により、採用試験をオンラインで行ったため、道外大学出身
者の採用に至るなど、研修医の確保に新たな可能性を見出すことがで
きました。
・手術支援ロボットを用い、泌尿器科における前立腺悪性腫瘍手術を実
施しました。また、泌尿器科領域以外の手術への活用に向けて準備を
進めました。

災害時等における高齢者、被災者の生活を守る施策を行います

避難所におけるWi-Fi（ワイファイ）設置を拡大します

・危機管理室
・総務企画課

★★★★★
★★★★★・市内全小中学校３８校への避難所Wi-Fiの設置が完了しました。

・苫小牧市公式LINEを用いて、新型コロナウイルス関連情報をはじめ、
災害、危機管理情報を発信しました。

取組事業内容（令和２年度）

市民の生命・財産を守る施策を実施します

日新消防署の建替えに着手します

・(消防本部)総務課
★★★★★
★★★★☆・消防署日新出張所の建替え工事を行い、令和２年３月２７日から運用

を開始しました。今後は大型ドローン運用に係る人材の育成や、大型水
槽車の導入に向け検討を進めていきます。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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政策
Ⅳ 75

1 75

●

●

2 80

●

●

3 72

●

●
053大作戦を継続し、ごみ減量・リサイクル・環境美化
のさらなる推進に取り組みます

・ゼロごみ推進課
・施設管理課
・環境保全課

★★★★★
★★☆☆☆

・コロナ禍で在宅時間が増加したことにより、家庭ごみが増加しました
が、０５３大作戦ステージ５において、感染症対策を徹底したイベント実
施やリモート形式による出前講座により、積極的にごみの減量やリサイク
ルの啓発を行いました。また、食品ロス削減の観点から、学校給食残渣
の堆肥化を行いました。
・戸別収集については、コロナ禍の現状などを踏まえ、全市拡大を一時
凍結しました。今後は官民の協力により収集作業の効率化などを検討し
ます。

空き家利活用のシステムを作ります

・市民生活課
★★★★★
★★★☆☆

・空き家解体補助制度として、抽選により６件の助成を行いました。次年
度からは制度をより効果的に活用するため、危険度の高い空き家から優
先して補助を行うことを決定しました。
・北海道空き家情報バンクの利活用を促進するため、ホームページや
関係団体を通じた周知を行いました。

クリーンで快適な街苫小牧をつくります

糸井清掃センター廃炉後の跡地利用整備計画を策定します
・施設管理課
・ゼロごみ推進課

★★★★★
★★☆☆☆・糸井清掃センター廃炉後の跡地を、災害廃棄物集積場としての利用

するために、計画の策定作業を進めています。

民間における分煙・禁煙などの取り組みを応援します

・健康支援課
・港湾・企業振興課

★★★★★
★★☆☆☆

・リーフレットを作成し、市民の皆様へ「空気もおいしい施設」認定店の
普及啓発活動を行いました。
・「苫小牧市受動喫煙防止条例」に基づき、職場内の分煙を進める企業
２社に対して、喫煙室設置費用の支援を行いました。

空き家、空き地対策に取り組みます

危険家屋の対応や相談窓口などを開設します

・市民生活課
★★★★★
★★★☆☆

・札幌司法書士会や不動産関係団体の専門家に相談員を依頼し、15
組に対し個別空き家相談会を実施しました。
・危険家屋の中でも特に注視が必要な空き家に対しては、３回以上の現
地調査により危険性の変化を確認し、所有者が存在する空き家につい
ては、状態の改善を求める助言、指導を行いました。

取組事業内容（令和２年度）

自然を生かし、環境と調和のとれた
美しいまち苫小牧　守ります！4th stage

受動喫煙防止条例「フレッシュエアー条例（仮称）」を制定し
ます
市民の健康や自然を守るため、公共施設における（敷地
も含め）禁煙を実施します

・健康支援課
★★★★★
★★★☆☆・屋内公共施設のさらなる禁煙化を推進するため、公共施設に対し、受

動喫煙防止対策の取組状況を調査しました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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4 65

●

●

5 85

●

●

住宅用太陽光発電システム等の新・省エネルギーシステ
ム助成を継続するとともに、新たな温暖化対策を検討実
施します

・環境保全課
★★★★★
★★★★★・ビークルツーホーム（V2H）とガスエンジンコージェネレーション（コレ

モ）を「住宅用新・省エネルギーシステム補助事業」対象機器に追加しま
した。
・より多くの方に補助事業のことを知ってもらうため、対象機器の販売業
者及び設置業者への周知活動を行いました。

共同墓や第2霊園のニーズに合わせた整備を行います

・環境生活課
★★★★★
★★☆☆☆・墓所を返還するために苫小牧信用金庫から借り入れたローンの利子

などを、苫小牧市が助成する制度を構築しました。令和３年度から募集
を開始します。

環境保全・地球温暖化への対応施策を実施します

自然環境保全地区「拓勇樹林」の整備を行います

・環境生活課
★★★★★
★★☆☆☆・拓勇樹林の自然環境調査を実施し、自然環境保全審議会にて中間報

告をしました。
・拓勇樹林の在り方について市民アンケートを実施しました。

取組事業内容（令和２年度）

霊葬場や霊園の施設整備を実施します

高丘霊葬場の改修を行います

・環境生活課
★★★★★
★☆☆☆☆・火葬炉増設に向けた、「高丘霊葬場火葬炉等改修工事基本計画」を

策定しました。また、令和３年度中にすべての待合室のイス・テーブルの
導入を行います。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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政策
Ⅴ 68

1 45

●

●

2 80

●

●

3 50

●

● 民間主導の美術館、美術展の誘致を行います

・美術博物館
★★★★★
☆☆☆☆☆・令和４年度の美術展誘致に向けて、トヨタ自動車北海道㈱と連携しな

がら企画、立案を行いました。

直営保育所の整備を促進します

・こども育成課
★★★★★
★★★★★

・みその・しみず保育園の令和３年４月１日開園に向けて、園舎を整備し
ました。
・令和３年４月１日の、ひまわり保育園民間移譲に向けて、移譲先の事
業者の園舎を整備しました。

工業都市苫小牧に文化芸術の花を咲かせます

苫小牧音楽祭を開催します

・生涯学習課
★★★★★
☆☆☆☆☆・令和３年度の苫小牧音楽祭開催に向けて、文化事業において協働し

てきた企業及び関係団体に対し、実行委員会への参加を呼びかけまし
た。

沼ノ端鉄南地区に児童図書館を開設します
・生涯学習課
・総合福祉課

★★★★★
☆☆☆☆☆

・令和４年に供用開始予定の、（仮称）沼ノ端鉄南地区文化交流サロン
内への図書館機能の併設に向けて、協議を進めました。

幼児を持つお父さんお母さんを応援します

親子で楽しめる室内遊戯スペースを設置します

・青少年課
・こども育成課

★★★★★
★☆☆☆☆・乳幼児親子を対象にした交流会（とまベビータイム、ベビーマッサー

ジ、睡眠セミナーなど）を開催し、親子で過ごせる場を提供しました。

取組事業内容（令和２年度）

心の通い合う、やさしい音楽の流れる
暖かなまち苫小牧　愛します！4th stage

子どもたちの夢をかなえる施策を行います

老朽化した科学センターを移転改築します

・科学センター
★★★★☆
☆☆☆☆☆・「科学センターの在り方」をもとに、今後の方向性について、検討を進

めました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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4 83

●

●

5 80

●

● 苫小牧における高等教育の連携強化を図ります

・スポーツ都市推進課
★★★★★
★★☆☆☆

・苫小牧駒澤大学に対し、とまこまいマラソンへの企画ブース出展の協
力を予定していましたが、コロナ禍によりマラソンが中止となりました。北
洋大学に校名が変更になった後も、イベントの際には学生から新たなア
イディアをもらうなど、引き続き連携していきます。

市民の国際感覚醸成に資する施策を実施します

・国際リゾート戦略室
・行政監理室

★★★★★
★★★☆☆

・公共サービス民間提案制度を活用して、新たに外国人相談窓口の設
置や、日本語講師養成講座を民間委託により実施しました。
・本庁舎の外国人窓口を整備し、相談体制を拡充しました。
・令和２年度新採用職員研修において、国際交流に関する研修を実施
し、職員の国際感覚醸成を図りました。

大学教育への取り組みを進めます

苫小牧駒澤大学から経営移管された京都育英館に対し主
体的なかかわりを持って支援します

・政策推進課
★★★★★
★★★★☆

・市職員２人を大学に配置し、定員充足に向けた学生の確保や、校名
変更に向け関係機関との調整などに協力を行いました。
・コロナ禍の影響を踏まえ、学生の就学継続や、安定した学生生活の維
持を目的として、１人５万円の支援を行いました。

取組事業内容（令和２年度）

国際化を意識した施策を展開します

姉妹都市友好都市間の交流を促進します

・国際リゾート戦略室
★★★★★
★★★☆☆・令和２年度にネーピア市との盟約締結40周年事業を実施する予定で

したが、コロナ禍により実施出来なかったため、次年度の開催に向けて
準備を進めました。

基本政策 進　捗
状　況

（数値 ％）

公約内容 担当
部署施策内容
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