
分野ごとの取組施策及び市民満足度の向上のための所管課の取組方針案 

○現在の取組施策及び市民満足度調査の結果を受けた所管課の今後の取組方針案は次のとおり。 
分野 市の今後 10 年の取組内容(市総合計画・実施計画) 所管課の取組方針案 

教育 

・文化 

学校教育 
○学校教育(学力向上) ○キャリア教育 ○グローバル化・情報化教育 〇教員の資質向上 

〇高校の魅力化 ○学校施設整備 ○通学支援（定期代支援・通学バス運行） 等 

・学校経営に対する支援の実施 ・教職員の人材育成，経営計画の充実 ・ふるさと実感教育活動の展開 

・家庭や地域の人々と一体となった教育活動の推進 ・校舎・空調その他の教育環境の整備 

生涯学習 ○公民館・図書館運営 ○市美術展開催 ○放課後児童クラブ運営 等 ・計画的な施設改善 ・特別展，歴史講座，古写真展等によるふるさと再発見 ・文化財の重要性の啓発 

スポーツ ○スポーツの振興 ○スポーツイベントの開催(マラソン等) ○スポーツ施設運営 等 ・地域団体との連携による活性化 ・計画的な施設改善 

産業 

・観光 

農 林 業 
生産基盤・ブランド化 

○農業基盤の整備(農地･農道等) ○施設近代化(ﾊｳｽ等) ○6 次産業化推進 ○オリーブ振興  

○鳥獣被害対策 等 

・6 次産業化・地産地消戦略の推進 ・有害鳥獣の駆除に関する講習会の実施  

・オリーブ施策の推進 

後継者 ○新規就農者研修 ○農地流動化等 ・農業研修修了者への施設整備補助 

水 産 業 

生産基盤整備 ○環境整備(築いそ,海底清掃等) ○稚魚放流 等 ・漁場の整備  

担い手 ○漁業研修・経営できる基盤づくり ・漁業研修修了者への立上経費補助 

ブランド化 〇特産品づくり ○漁業施設整備(冷蔵施設等)  ・6 次産業化・地産地消戦略の推進 

商 工 業 

企業・労働者 

・地場産業 

○企業立地奨励金 〇廃校施設等への企業誘致 ○就職相談会 〇無料職業紹介 

○商工会支援 ○商工資金利子助成 等 

・サテライトオフィス誘致施策の展開 ・無料職業紹介所の業務拡充 

・起業や資金借入等への補助制度の見直し検討（スクラップ＆ビルド） 

起業 ○起業補助 等 ・起業や資金借入等への補助制度の見直し検討（スクラップ＆ビルド） 

観    光 ○観光イベント(ｻﾏｰ等) ○観光 HP,パンフ等 ○港の無料 Wifi 整備 ○宿泊施設運営 等 
・観光戦略チーム「一歩」の設置 ・熱気球等の前例のないイベントの開催 

・「新ホテル等整備事業」選定業者との協議 ・能美海上ロッジ跡地活用の検討 

福祉 

・保健 

子 育 て ○子育て支援 C 運営 ○保育園･児童館運営 ○保育給食 C 運営 等 
・子育て支援のワンストップサービス施設の開設 

・保育サービスの平準化（延長保育，一時保育及び生後 6 か月からの受入れ） 

保健 ○保健 C 運営 ○健康診査，健診，予防接種の実施 ○健康相談会開催 等 ・健康なまちづくり事業の実施  

医療 ○救急医療受入先（呉市４病院）の確保 ○在宅当番医制の運営 〇不妊治療助成 等 ・広島広域都市圏による「救急相談センター」の開設 

高 齢 者 
福祉・介護 ○老人クラブ補助 ○シルバー人材 C 運営 ○包括支援事業運営 〇介護予防教室支援 等 ・「通いの場」の立ち上げ支援 ・地域包括ケアシステムの充実・強化 等 

施設 ○老人集会所管理 ・（老人集会所の地元移譲を見据えながら）既存施設の修繕 

障 害 者 ○就労相談の実施 ○障害者福祉施設の整備促進 等 ・障害者支援事業所の充実及び周知 ・障害者福祉施設の整備検討 

社会福祉 
セーフティネット ○生活困窮者自立支援 ○生活保護制度の運営 等 ・就労準備支援事業の検討 

ボランティア等 ○自宅への訪問見守り 等 ・日常及び災害ボランティアの育成 

生活 
・環境 

人権・男女共同 ○啓発活動の実施 ○隣保館改修整備 〇DV 対策・犯罪被害者支援 等 ・充実した啓発活動の検討 

衛生・ 

環境保全 

公衆衛生・地球温暖化 ○海ゴミ回収・海浜清掃 ○葬祭 C 管理運営 ○太陽光発電補助 等 ・海浜清掃の実施 ・地球温暖化防止のための新たな施策の検討 ・個人団体の環境美化活動の推進 

ゴミ対策・自然環境 ○ゴミ減量･リサイクル推進 ○環境 C・前処理Ｃ等管理運営 ○合併浄化槽設置補助 等 ・リサイクルの推進 

 

参考２ 



 

（続き） 

分野 市の今後 10 年の取組内容(市総合計画・実施計画) 所管課の取組方針案 

安全 
・安心 

危機管理 
体制・避難所 ○防災訓練の実施 ○防災資機材整備 ○避難所環境整備 ○備蓄 等 ・地域防災計画やハザードマップの更新 ・避難所の機能充実 

地域防災 ○地域防災リーダー養成 等 ・防災リーダーの養成継続 ・地区防災計画の作成 

消    防 
○消防庁舎・施設･機器等整備 ○消防団強化(訓練等) ○救急資機材整備 ○救急救命士養成 

○防火訪問･啓発 等 

・災害に対応した消防資機材の整備 ・火災予防の徹底 ・計画的な救急資機材の更新  

・救急指導の実施  

暮らしの安全 
防犯・交通安全 ○防犯灯 LED 化 ○防犯カメラ設置 ○防犯･交通安全啓発 等 ・交通安全啓発の推進 

消費者行政 ○消費相談 ・情報収集及び相談技術の向上 

基盤 

都市基盤 

道路・急傾斜地 ○道路改良・定期パトロール ○排水路整備 ○急傾斜地崩壊防止 ○雨水ポンプ場長寿命化 
・インフラ整備・維持計画に基づく整備 ・定期パトロールの継続 

・急傾斜地崩壊対策事業など，防災対策事業の県への要望 ・雨水排水センターの実施設計 

その他 ○橋梁長寿命化 ○港湾改良 ○給水施設耐震化 ○上水配管整備 ○下水道整備 等 
・インフラ整備・維持計画に基づく整備 ・三高地区整備構想に基づく整備 ・定期パトロールの継続 

・水道施設の老朽化対応 ・浄化槽補助金の見直し 

生活基盤 

土地・施設  ○公園整備 ○公共施設再編整備 等 
・適切な都市計画の運用 ・計画的な公園緑地の整備の推進 ・未利用地の利活用検討 

・まちづくりや地域活動の拠点となる施設の再編・整備 

住宅・情報基盤 
○市営住宅管理運営 ○危険家屋除却 ○木造住宅耐震診断 〇空き家対策 

〇土砂災害対策改修促進 ○公衆無線 LAN 運営 ○難視聴対策補助 等 

・空き家補助制度等の周知 ・光回線の行政活用の促進  

・新規事業者向けの光回線の整備費用の支援制度の充実 

交    通 
○交通網の改善(ダイヤ接続等) ○市営船運航 ○生活航路維持補助 ○路線バス維持補助 

○交通の魅力アップ補助 等 

・利用促進に向けた啓発 ・公共交通の観光利用の促進 

・陸上交通の利便性の向上（路線変更，ＩＣカード，運賃区間制導入等の検討） 

地域 

都市との交流 ○体験型修学旅行受入 ○地域おこし協力隊導入 〇市外移住者との交流・連携 等 ・民泊家庭の数とサービス水準の維持 

定住促進 ○定住促進(PR,補助等) 〇奨学金返還補助 等 ・空き家の掘り起こし ・移住者とのマッチングの充実 ・定住フェアへの積極的な参加 

コミュニティ 
○自治会等運営補助 ○まちづくり団体補助(提案型等) ○まちづくり関連施設管理 

○多文化共生の推進(日本語教室,スポーツ交流等) 等 

・地域の主体的な取組への支援 ・まちづくりや地域活動の拠点となる施設の設置 

・スポーツ交流会等のイベントや日本語教育の充実による多文化交流 等 

 


