
R2.6.19 第1回都市経営市民会議資料

政策・施策体系の方針（体系図）

◆現行（第4次総合計画・後期基本計画） ◆次期（第5次総合計画・前期基本計画）

01 ごみの減量化とリサイクルの推進 01 01 妊娠期から乳幼児期の切れ目ない支援 福祉健康部 児童福祉課/保健センター

02 環境問題への取り組み強化 01 02 子育て支援の充実 福祉健康部 児童福祉課

03 自然環境（緑地）の保護 01 03 就学前教育・保育の充実 教育部 教育総務課/こども課

04 住環境（景観）の保全 01 04 学校教育の充実 教育部 教育総務課/学校教育課

05 上水道の整備 01 05 家庭・地域・学校の連携 教育部 教育総務課/学校教育課/生涯学習課/こども課

06 下水道の整備 01 06 子ども・若者のフォローアップ 福祉健康部/教育部 児童福祉課/生涯学習課

07 災害対策の充実 02 07 地域福祉の推進 福祉健康部 社会福祉課

08 防犯活動の強化 02 08 医療提供体制の充実 福祉健康部 保健センター

09 交通安全対策の強化 02 09 健康づくりの推進 福祉健康部 保健センター

10 良好な新市街地の形成 02 10 高齢者福祉の充実 福祉健康部 介護福祉課

11 駅を中心とした拠点機能充実 02 11 障がい者福祉の充実 福祉健康部 社会福祉課

12 道路整備の充実 02 12 生活困窮者支援の充実 福祉健康部 生活支援課

13 地域福祉の推進 03 13 人権・多様性の尊重 地域振興局 市民協働課

14 医療体制の充実 03 14 地域コミュニティの醸成・活性化 地域振興局 市民協働課

15 市民の健康づくりの推進 03 15 文化芸術の振興・異文化との交流推進 地域振興局 市民協働課

16 高齢者福祉の充実 03 16 生涯学習とスポーツ活動の充実 教育部 生涯学習課/市民図書館

17 障害者福祉の充実 03 17 歴史文化財の保存と継承・展開 教育部 生涯学習課

18 社会保障制度の安定的運用の推進 04 18 商工業の振興 地域振興局 商工振興課

19 家庭・地域の教育力の向上 04 19 農業の振興 都市創造部 農政土木管理課

20 就学前教育・保育の充実 04 20 観光の振興 地域振興局 商工振興課

21 学校教育の充実 05 21 災害対策の強化 市民環境部/都市創造部 危機管理室/土木課/都市計画課

22
子ども・若者のフォローアップ
（青少年の健全育成）

05 22 生活安全対策の強化 市民環境部/地域振興局 生活安全課/商工振興課

23
｢いつでも・どこでも・だれでも｣学び､
楽しめる環境の充実

05 23 交通安全対策の強化 市民環境部/都市創造部 生活安全課/農政土木管理課

24 子育てと仕事の調和 06 24 環境問題への取り組みの強化 市民環境部 市民衛生課

25 産業の振興 06 25 自然環境・景観の保全 都市創造部 都市計画課/農政土木管理課

26 農業の振興 06 26
良好な市街地・持続可能な公共交通
ネットワークの形成

市民環境部/都市創造部 生活安全課/都市計画課

27 観光の振興 06 27 生活基盤・地域拠点の整備・機能の充実 都市創造部 都市計画課/土木課/農政土木管理課

28 あらゆる人権を守る社会づくりの確立 06 28 道路整備の充実 都市創造部 土木課/農政土木管理課

29 男女が共同参画できる地域づくり 06 29 上水道の基盤強化 上下水道部 業務課/工務課

30 地域コミュニティの充実・醸成 06 30 下水道の整備 上下水道部 下水道課

31 文化・国際交流への取り組みの推進 07 31 行財政運営の最適化 企画部/総務部/財務局 企画政策課/管財課/財政課

32 歴史文化財の保存と継承・展開 07 32 歳入の確保と財源の創出 企画部/財務局/福祉健康部 企画政策課/税務課/納税促進課/保険料収納課

33 地域経営システムの確立 07 33 情報とＩＣＴ技術の利活用 企画部 秘書広報課/ICT推進課

34 財政運営の健全化 07 34 行政組織の活性化・組織力の強化 企画部 人事課

35 組織活性化の推進

36 ＩＴ（情報通信技術）の活用

37 市税等の賦課・徴収の強化

38 広報・広聴の充実

07

06

05

行政経営

行政経営市民の信頼を得られる
最適経営の自立したまち

産業・文化・連携

みんなで創る豊かで
将来性のあるまち

子育て・教育

次代を担う｢育ち｣を見守り、
誰もが生涯輝いていられるまち

01

03

02

健康・福祉

心豊かに健康に暮らせるまち
04

政策
CD.

政策
施策
CD.

施策名
政策
CD.

政策 担当部局 担当所属
施策
CD.

施策名

未来を創造する
子どもたちのために。

（子育て・教育）

健康で自分らしく
過ごせる毎日のために。

（健康・福祉）

組み換えの主な流れ

自然と調和した
快適で便利な暮らしのために。

（自然・環境・都市基盤）

スマートでスリムな
行政運営の確立のために。

（行政経営）

＜政策＞
・2つの政策に分割
・政策順を変更

＜施策＞
・施策33･34を統合
・施策36･38を統合

誰もが等しく、
生涯輝き続けるために。

（人権・協働・文化）

まちの活力と魅力の
向上のために。

（産業・観光）

まちと人の
安全・安心のために。

（安全・安心）

自然・環境

自然と調和した
美しい住環境をめざすまち

安全・安心

安心して、やすらぎを
感じることができるまち

都市基盤

快適で便利なまち

＜政策＞
・政策3と統合
・政策順を変更

＜施策＞
・施策1･2を統合
・施策3･4を統合

＜政策＞
・政策順を変更

＜政策＞
・政策1と統合
・政策順を変更

＜政策＞
・政策順を変更

＜政策＞
・政策順を変更

＜施策＞
・施策23を別政策へ移動
・施策24の一部を別政策へ

資料１

↓ 前回提示した案から、政策名・施策名・施策順を変更した箇所は赤字・下線で示しています。


