
総合計画の体系について ［資料２－２］
■第５次総合計画 ５１分野 ■第６次総合計画 ３０分野

１．市民が主役になってつくる、参画と協働のまち 《重点戦略》　※将来課題を見据えて分野横断的なアプローチで戦略的に取り組む施策
大分野１ 小分野 主担当課 重点化の視点より 主担当課 関係課
111 市民協働 市民活動推進課 生活構造に関する施策 関係課 関係課
112 情報提供・情報公開 広報広聴課 社会構造に関する施策 関係課 関係課
121 地域活動・市民活動 市民活動推進課 都市構造に関する施策 関係課 関係課
131 人権 人権施策課
132 男女共同参画 男女共同参画プラザ 《基本施策》
133 多文化共生 人権施策課 １．安全で、安心して健康に暮らせるまち
141 行政経営 政策企画推進課 分野№（現行） 小分野 主担当課 関係課
142 行政サービス 市民課 411・441・442 11 111 高齢者保健福祉・地域福祉 高齢施策課・地域包括ケア推進課 介護保険課 1 第三部会
143 財政 財政課 451 12 121 障がい者保健福祉 障がい福祉課 人事課 2 第三部会
144 職員・行政組織 人事課 421 131 健康づくり 健康課 国保医療課 3 第三部会

２．子育てしやすく、だれもが成長できるまち 431・442 132 医療 地域医療課 国保医療課、健康課 4 第三部会
大分野２ 小分野 主担当課 471・472 141 防災 防災安全課 総務課・管理課・事業計画課・土木課・建築課・スポーツ振興課 5 第一部会
211 母子保健 健康課 473 142 消防 総務課（消防）・警防課・予防課 消防署 6 第一部会
212 保育サービス こども課 481・482 15 151 生活安全 防災安全課 事業計画課・土木課・消費生活センター 7 第一部会
213 子育て支援 子育て支援総合センター ２．未来を担う子どもたちを育むまち
221 幼稚園教育 こども課 分野№（現行） 小分野 主担当課 関係課
222 学校教育 教育指導課 211 211 母子保健 健康課 障がい福祉課 8 第三部会
223 特別支援教育 教育指導課 212・213・221 212 子ども・子育て支援 こども課・子育て支援総合センター 商工観光課・健康課・図書館 9 第三部会
231 生涯学習 生涯学習課 222・223 221 学校教育 教育指導課・教育総務課 学校給食センター 10 第三部会
232 青少年 生涯学習課 232 222 青少年育成 生涯学習課 教育指導課 11 第三部会
241 文化活動 生涯学習課 ３．人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち
242 歴史・伝統文化 生涯学習課 分野№（現行） 小分野 主担当課 関係課
243 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ スポーツ振興課 111・121 31 311 市民協働・地域コミュニティ 市民活動推進課 広報広聴課・総務課・市民活動推進センター 12 第一部会

３．環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち 131・133 321 人権・多文化共生 人権施策課 人事課・教育指導課・広報広聴課・生涯学習課 13 第一部会
大分野３ 小分野 主担当課 132 322 男女共同参画 男女共同参画プラザ 人事課 14 第一部会
311 土地利用 都市計画課 231・243 331 生涯学習・スポーツ 生涯学習課・スポーツ振興課 図書館 15 第三部会
312 住宅環境 建築課 241・242 332 歴史・文化 生涯学習課 16 第三部会
313 拠点整備 都市計画課 ４．人と自然が共生する、住みやすく美しいまち
321 道路 土木課 分野№（現行） 小分野 主担当課 関係課
322 公共交通 防災安全課 312・461 411 住宅環境 建築課・住宅政策室 みどり公園課 17 第二部会
331 5R 環境保全課 311・313・511 412 都市づくり  ※景観含む 都市計画課 建築課・事業計画課・みどり公園課・いこまの魅力創造課・教育指導課 18 第二部会
332 環境保全活動 環境モデル都市推進課 321・322・461 421 道路・公共交通 土木課・防災安全課 環境保全課・管理課・事業計画課・環境モデル都市推進課・商工観光課 19 第二部会
341 生活排水対策 下水道課 341・344 422 上下水道 総務課（水道）・下水道課 環境保全課・工務課・浄水場 20 第二部会
342 公害対策 環境保全課 331・332 431 低炭素・循環型社会 環境モデル都市推進課・環境保全課 教育総務課・教育指導課・こども課 21 第二部会
343 地域美化・環境衛生 環境保全課 342・343 432 生活環境　※河川美化含む 環境保全課 22 第二部会
344 上水道 総務課（水道） 351・352 44 441 緑環境・公園 みどり公園課 商工観光課・環境モデル都市推進課・環境保全課 23 第二部会
351 自然的資源 みどり公園課 ５．地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち
352 公園・緑化 みどり公園課 分野№（現行） 小分野 主担当課 関係課

４．いつでも安全、いつまでも安心にして暮らせるまち 新設 51 511 都市活力創造 いこまの魅力創造課 24 第二部会
大分野４ 小分野 主担当課 531・532・541 52 521 商工観光 商工観光課 環境保全課・土木課・学研推進室・環境モデル都市推進課・建築課 25 第二部会
411 地域福祉活動 高齢施策課 521 53 531 農業 農林課 環境モデル都市推進課 26 第二部会
421 健康づくり 健康課
431 医療 地域医療課 《経営施策》
441 高齢者保健福祉 地域包括ケア推進課 ６．持続可能な行財政運営を進めるまち
442 社会保障 国保医療課 分野№（現行） 小分野 主担当課 関係課

451 障がい者保健福祉 障がい福祉課 141 611 行政経営 秘書企画課・財政経営課 広報広聴課・人事課・契約検査課・総務課・市民課 27 第一部会
461 バリアフリー 営繕課 112・142 612 情報化 28 第一部会
471 災害対策 防災安全課 143・461 613 財政・公共施設 財政経営課・営繕課 秘書企画課・収税課・課税課 29 第一部会
472 自主防災 防災安全課 144 614 職員・行政組織 人事課・秘書企画課 30 第一部会
473 消防 総務課（消防）・警防課・予防課・消防署
481 交通安全 防災安全課 第一部会 10分野
482 防犯・消費者保護 防災安全課 第二部会 10分野

５．地域の資源を活かし、にぎわいと活力のあるまち 第三部会 10分野
大分野５ 小分野 主担当課 計 30分野
511 学研都市 都市計画課
521 農業 経済振興課
531 企業立地 経済振興課
532 商工業 経済振興課
541 観光・交流 経済振興課
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