
１ 企画財政部

（１）企画政策課

【行財政運営】「地方創生・広域連携」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

【２】－（２）「ＩＪＵ（移住）促進」・・・・・・・・・・・・・・・・・161

【３】－（１）「人材育成支援」「公立大学」・・・・・・・・・・・・・・・207

【４】－（１）「ホストタウン」「首都圏シティプロモーション」・・・・・・249

【５】－（１）「総合交通・物流戦略」・・・・・・・・・・・・・・・269～271

【 そ の 他 】「東京事務所」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・287

（２）秘書課

【行財政運営】「広報活動充実」「コールセンター」「ふれあいトーク」・・・ 35

【２】－（３）「国際交流」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183

【４】－（１）「シティプロモーション」・・・・・・・・・・・・・・・・249

（３）財政課

【行財政運営】「事業評価」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

【 そ の 他 】「地域振興基金積立」・・・・・・・・・・・・・・・・・・287

（４）資産経営課

【行財政運営】「地方公会計制度運用」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

【１】－（４）「佐土原町住宅団地法面改修」・・・・・・・・・・・・・・131

【５】－（１）「公共施設経営システム運用」・・・・・・・・・・・・・・271

２ 総務部

（１）総務法制課

【２】－（３）「掩体壕」「人権啓発」・・・・・・・・・・・・・・・183～184

（２）人事課

【行財政運営】「職員研修」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

（３）情報政策課

【行財政運営】「情報システム運用」・・・・・・・・・・・・・・・・ 37～38

【１】－（４）「ＴＶ受信障害解消」・・・・・・・・・・・・・・・・・・131

（４）契約課

【行財政運営】「電子入札」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

（５）庁舎管理課

【２】－（２）「生目地域複合型施設」・・・・・・・・・・・・・・・・・167

【５】－（１）「庁舎のあり方」「庁舎等改善」・・・・・・・・・・・271～272

（６）危機管理課

【１】－（４）「大規模災害備蓄」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・131

【２】－（２）「防災訓練・情報」「避難場所等環境整備」・・・・・・161～162

３ 税務部

（１）納税管理課

【行財政運営】「収納対策」「宮崎ふるさと愛寄附金」・・・・・・・・・38～39

（２）市民税課

【行財政運営】「地方税電子化推進」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

（３）資産税課

【行財政運営】「固定資産評価替え」「登記課税連携システム」・・・・・・・39
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（４）国保年金課

【１】－（２）「国民健康保険」「国民年金」「後期高齢者医療」・・・・ 68～70

（５）国保収納課

【１】－（２）「後期高齢者医療」「国民健康保険税収納率向上」・・・・・・70

４ 地域振興部

（１）地域コミュニティ課

【２】－（２）「防犯灯」「自治会」「地域まちづくり」「公立公民館」・162～168

【２】－（３）「生涯学習推進協議会」「公立公民館等学級講座」・・・・・ 184

（２）生活安全課

【１】－（３）「防犯・交通安全」「墓地」「消費者行政」・・・・・・ 106～109

【１】－（４）「小規模給水施設」「旧簡易水道施設解体」・・・・・・・・ 131

（３）市民課

【行財政運営】「戸籍・住民登録」「個人番号カード」・・・・・・・・・39～40

（４）文化・市民活動課

【２】－（２）「市民活動」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168～169

【２】－（３）「男女共同参画」「文化振興」・・・・・・・・・・・・184～189

【３】－（２）「イクボス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214

（５）地域センター（赤江・木花・青島・住吉・生目・北）

【行財政運営】「戸籍・住民登録」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

【２】－（２）「地域協議会」「公立公民館等管理」・・・・・・・・・ 164,166

５ 環境部

（１）環境保全課

【１】－（３）「環境保全」「住宅騒音防止対策」・・・・・・・・・・109～112

【２】－（２）「共同利用施設」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

（２）環境業務課

【１】－（３）「環境美化」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113～114

（３）廃棄物対策課

【１】－（３）「産業廃棄物対策」「エコクリーン」「資源物処理」・・ 114～118

【１】－（４）「公設合併処理浄化槽」・・・・・・・・・・・・・・・・・132

６ 福祉部

（１）福祉総務課

【２】－（２）「地域福祉」「健康ふくしまつり」「災害援護」・・・・ 170～172

【 そ の 他 】「プレミアム付商品券」・・・・・・・・・・・・・・・・・287

（２）障がい福祉課

【１】－（１）「障がい児通所支援」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

【１】－（２）「障がい福祉サービス」「障がい者支援」・・・・・・・・71～79

（３）長寿支援課

【１】－（２）「高齢者支援・福祉」・・・・・・・・・・・・・・・・ 79～82

【２】－（２）「生目地域複合型施設」「敬老バス」・・・・・・・167,172～174
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（４）介護保険課

【１】－（２）「介護支援・サービス」・・・・・・・・・・・・・・・ 82～93

【２】－（２）「生き活き地域活動応援」「シニア応援」・・・・・・・・・ 175

（５）社会福祉第一課

【１】－（１）「子どもの居場所づくり」・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

【１】－（２）「生活保護」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93～94

（６）保育幼稚園課

【１】－（１）「保育所・幼稚園」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45～54

（７）子育て支援課

【１】－（１）「子育て支援」「児童館」・・・・・・・・・・・・・ 48,54～61

【２】－（１）「いじめ問題再調査」・・・・・・・・・・・・・・・・・・143

【２】－（２）「生目地域複合型施設」・・・・・・・・・・・・・・・・・167

【２】－（３）「女性相談」「ＤＶ被害者支援」・・・・・・・・・・・・・ 189

【３】－（２）「母子家庭等自立支援」・・・・・・・・・・・・・・・・・214

（８）親子保健課

【１】－（１）「母子・乳幼児」「不妊治療」・・・・・・・・・・・・・61～66

７ 健康管理部

（１）保健医療課

【１】－（２）「医療体制」「田野病院」・・・・・・・・・・・・・・・94～97

【２】－（２）「健康ふくしまつり」・・・・・・・・・・・・・・・・・・171

【 そ の 他 】「厚生統計調査」「保健所事務管理」・・・・・・・・・・・ 287

（２）医療介護連携課

【１】－（２）「保健センター運営」「地域保健」・・・・・・・・・・・97～98

（３）健康支援課

【１】－（１）「幼児・妊婦歯科」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66～67

【１】－（２）「健康診査」「栄養」「精神保健」「感染症対策」・・・・ 98～105

（４）保健衛生課

【１】－（３）「食品・環境衛生」「動物愛護」・・・・・・・・・・・118～120

８ 農政部

（１）農政企画課

【１】－（３）「市民農園」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

【３】－（１）「就農支援」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208～210

【３】－（２）「中古ハウス」「農地集積」「６次産業化支援」・・・・ 215～217

【４】－（１）「農村景観」「食育・地産地消」「販路開拓」・・・・・ 249～250

（２）農業振興課

【１】－（３）「農業用廃プラリサイクル推進」・・・・・・・・・・・・・120

【３】－（２）「農畜産業支援」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 217～223

【４】－（１）「農畜産物ＰＲ」「ブランド力アップ」・・・・・・・・251～253

（３）森林水産課

【１】－（３）「森林病害虫等防除」「海岸松林リフレッシュ」・・・・121～122

【３】－（１）「漁業後継者支援」・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・210

【３】－（２）「野生鳥獣対策」「漁業経営向上支援」・・・・・・・・223～226

【４】－（１）「おさかな消費拡大」・・・・・・・・・・・・・・・・・・253
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（４）農村整備課

【１】－（３）「農村公園管理」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

【３】－（２）「土地改良等」「多面的機能支払交付金」・・・・・・・226～236

【５】－（１）「国土調査」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・272

（５）市場課

【５】－（１）「中央卸売市場」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273

９ 観光商工部

（１）観光戦略課

【４】－（１）「観光イベント」「プロモーション」・・・・・・・・・253～259

（２）スポーツランド推進課

【２】－（３）「地域スポーツ」「体育施設管理」・・・・・・・・・・189～193

【４】－（１）「スポーツイベント」・・・・・・・・・・・・・・・ 259～262

（３）商業労政課

【３】－（１）「労働・雇用」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210～212

【３】－（２）「商業振興」「中心市街地活性化」・・・・・・・・・・236～240

【４】－（１）「販路拡大」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263

（４）工業政策課

【３】－（１）「ＩＣＴ産業活性化」「企業の魅力向上」・・・・・・・212～213

【３】－（２）「企業誘致」「生産性向上」・・・・・・・・・・・・・240～242

【４】－（１）「工芸品」「菓子普及」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 263

10 建設部

（１）土木課

【１】－（４）「急傾斜地崩壊対策」「河川・排水路整備」・・・・・・133～134

【５】－（１）「道路」「港整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・274～276

（２）用地管理課

【５】－（１）「公共用地の管理」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276

（３）道路維持課

【１】－（３）「道路照明ＬＥＤ化」「交通安全対策」・・・・・・・・122～123

【５】－（１）「維持補修」「道路改修」・・・・・・・・・・・・・・276～281

【 そ の 他 】「災害復旧」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・288

（４）建築住宅課

【行財政運営】「市有施設管理」「積算システム」・・・・・・・・・・・・・40

【１】－（３）「空き家等対策」「公営住宅」・・・・・・・・・・・・123～125

11 都市整備部

（１）都市計画課

【１】－（４）「地震津波対策インフラ構想」・・・・・・・・・・・・・・135

【４】－（１）「歴史的まちなみ整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・263

【５】－（１）「立地適正化計画策定」「自転車通行空間整備」・・・・・・ 281
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（２）公園緑地課

【１】－（３）「公園整備等」「公園・緑地の管理」・・・・・・・・・125～127

【３】－（２）「Ｙ・Ｙ ＰＡＲＫ」「上野町駐車場」・・・・・・・・242～243

【４】－（１）「動物園」「フローランテ」・・・・・・・・・・・・・・・ 264

【５】－（１）「駐車場管理」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281

（３）区画整理課

【５】－（１）「区画整理事業」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282

（４）市街地整備課

【５】－（１）「小戸之橋架替え」「幹線道路整備」・・・・・・・・・282～284

（５）建築指導課

【１】－（３）「建築指導」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127～129

（６）開発指導課

【 そ の 他 】「開発指導」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 288

（７）景観課

【１】－（３）「民間緑化支援」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129

【４】－（１）「花と緑」「景観まちづくり」「屋外広告物」・・・・・ 264～265

12 佐土原総合支所

（１）地域市民福祉課

【行財政運営】「戸籍・住民登録」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

【１】－（３）「河川浄化対策」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

【２】－（２）「地域協議会」「まつり等開催支援」・・・164,166,173,175～177

【２】－（３）「公民館学級講座」「体力つくりスポーツ大会」・・・・ 184,194

【３】－（２）「商工関係団体育成」・・・・・・・・・・・・・・・・・・237

（２）農林建設課

【１】－（３）「公園」「交通安全交付金」「市民農園」・・・ 122～123,127,130

【１】－（４）「急傾斜地崩壊対策」「河川・排水路整備」・・・・・・133～134

【２】－（２）「営農研修施設譲渡円滑化」・・・・・・・・・・・・・・・178

【３】－（２）「農道整備」「多面的交付金」・ 226～227,229～230,232,234,243

【５】－（１）「道路整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274～280,284

13 田野総合支所

（１）地域市民福祉課

【行財政運営】「戸籍・住民登録」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

【１】－（３）「いこいの広場」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

【２】－（２）「地域協議会」「まつり等開催支援」・・・164,166,173,178～179

【２】－（３）「公民館学級講座」「スポーツイベント」・・・・・・・ 184,194

（２）農林建設課

【１】－（３）「公園」「交通安全交付金」・・・・・・・・・・・122～123,127

【１】－（４）「河川・排水路整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・・134

【２】－（２）「田野物産センター等」・・・・・・・・・・・・・・・・・179

【３】－（２）「農道整備」「多面的交付金」・ 226～227,229,231,233～234,244

【４】－（１）「日本一干し大根やぐら」・・・・・・・・・・・・・・・・266

【５】－（１）「道路整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274～280
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14 高岡総合支所

（１）地域市民福祉課

【行財政運営】「戸籍・住民登録」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

【２】－（１）「高木兼寛」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143

【２】－（２）「地域協議会」「まつり等開催支援」・・・164,166,173,179～180

【２】－（３）「公民館学級講座」「体力つくりスポーツ大会」・・・・ 184,194

【４】－（１）「高岡温泉」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

（２）農林建設課

【１】－（３）「公園」「交通安全交付金」・・・・・・・・・・・122～123,127

【１】－（４）「急傾斜地崩壊対策」「河川・排水路整備」・・・・・・133～134

【２】－（２）「集落センター譲渡円滑化」・・・・・・・・・・・・・・・180

【３】－（２）「農道整備」「多面的交付金」・・・ 226～227,229,234,244～245

【４】－（１）「武家住宅管理」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

【５】－（１）「道路整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274～280

15 清武総合支所

（１）地域市民福祉課

【行財政運営】「戸籍・住民登録」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

【２】－（２）「地域協議会」「まつり等開催支援」・・・・・164,166,180～181

【２】－（３）「公民館学級講座」「体力つくりスポーツ大会」・・・・ 184,195

（２）農林建設課

【１】－（３）「公園」「交通安全交付金」「荒平山」・・ 122～123,125,127,130

【１】－（４）「急傾斜地崩壊対策」「河川・排水路整備」・・・・・・133～134

【３】－（２）「農道整備」「多面的交付金」・・・・・ 226～227,234,243～244

【５】－（１）「道路整備」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274～280

16 会計課

【行財政運営】「コンビニエンスストア収納」・・・・・・・・・・・・・・ 41

【 そ の 他 】「効率的な資金運用・一時借入金の抑制」・・・・・・・・・288

17 議会事務局

【 そ の 他 】「市議会の運営」・・・・・・・・・・・・・・・・・ 288～289

18 選挙管理委員会事務局

【 そ の 他 】「選挙事業」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289～290

19 監査事務局

【行財政運営】「外部監査」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
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20 農業委員会事務局

【１】－（１）「農業者ワークライフ支援」・・・・・・・・・・・・・・・ 67

【３】－（２）「耕作放棄地解消」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245

【 そ の 他 】「農業者年金」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290

21 教育委員会

（１）企画総務課

【２】－（１）「公立小中学校運営管理」・・・・・・・・・・・・・ 143～144

（２）学校施設課

【２】－（１）「教育環境施設整備」・・・・・・・・・・・・・・・ 144～146

（３）学校教育課

【２】－（１）「学校教育」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146～153

（４）教育情報研修センター

【２】－（１）「外国語・情報教育」「教職員研修」・・・・・・・・・153～154

（５）生涯学習課

【１】－（１）「児童クラブ」「放課後子ども教室」・・・・・・・・・・・・67

【２】－（１）「青少年教育」「家庭教育」・・・・・・・・・・・・・154～156

【２】－（３）「生涯学習」「人権教育」「社会教育施設」・・・・ 184,195～198

（６）保健給食課

【２】－（１）「学校保健安全等」「学校給食」・・・・・・・・・・・157～160

（７）文化財課

【２】－（３）「文化財保護・調査」・・・・・・・・・・・・・・・ 198～203

22 消防局

【１】－（４）「救急救助」「火災予防」「消防車両・施設保全」・・・ 135～137

【２】－（２）「消防団」「防災」・・・・・・・・・・・・・・・・・181～182

23 上下水道局

【１】－（４）「水道」「公共下水道」「工業用水道」「農業集落排水」・138～140
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