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第７次小樽市総合計画 新担当部署対応表 
 

№ 頁 対象 旧担当部署 新担当部署 

1 71 ⑤主な取組 
（○総 … 総務部、○産 …産港湾部部、○生 …生環境部部、○医 … 医療保
険部、○医 福祉部・・・ 

（○総 …総務部、○産 …産港湾部部、○生 …生環境部部、○福 … 福祉保険
部、○こ  こども未来部・・・ 

2 73 

1-1 子ども・子育て支援 

01 妊娠・出産・子育て支援の充実 

主な取組の担当課 

★子育て世代包括支センター※2 を・・・（○保 …康増進課課、○福 …子
育て支援室） 

○子育て支援アプリの導入など・・・（○保 …康増進課課、○福 …子育て
支援室） 

○周産期医療体制の維持と・・・（○保保康総務課） 

○発達に支援が必要な・・・（○福障害福祉課、○福 こども発達支援
センター、○保康増進課課） 

○障がい児の療育支・・・（○福障害福祉課） 

○子育てに関わる医療費・・・（○医後期高齢・福祉医療課） 

★子育て世代包括支センター※2を・・・（○こ こども家庭課） 

 

○子育て支援アプリの導入など・・・（○こ こども家庭課） 

 

○周産期医療体制の維持と・・・（○保保康総務課） 

○発達に支援が必要な・・・（○福福祉総合相談室、○こ こども発達
支援センター、○こ こども家庭課） 

○障がい児の療育支・・・（○福福祉総合相談室） 

○子育てに関わる医療費・・・（○こ こども福祉課） 

3 73 

1-1 子ども・子育て支援 

02 保育サービスの充実 

主な取組の担当課 

★就港形態の変化や保育ニーズの・・・（○福子育て支援室） 

○規模や地域性、官民の・・・（○福子育て支援室） 

○地域性や官民の役割・・・（○福子育て支援室） 

○入所待ち児童の解消に・・・（○福子育て支援室） 

★就港形態の変化や保育ニーズの・・・（○こ 子育て支援課） 

○規模や地域性、官民の・・・（○こ 子育て支援課） 

○地域性や官民の役割・・・（○こ 子育て支援課） 

○入所待ち児童の解消に・・・（○こ 子育て支援課） 

4 

73 

～ 

74 

1-1 子ども・子育て支援 

03 地域子育て支援の推課 

主な取組の担当課 

★地域子育て支援センター※3や・・・（○福子育て支援室） 

★児童館や児童センターなど・・・（○福子育て支援室） 

○ファミリーサポートセンター※1など・・・（○福子育て支援室） 

○保護者が日中就労等に・・・（○福 …子育て支援室、○教 …生学習 
課、○生勤労女性センター） 

○小習校と地域の連携に・・・（○教生学習 課） 

○子育て支援団体や・・・（○福子育て支援室） 

★地域子育て支援センター※3や・・・（○こ 子育て支援課） 

★児童館や児童センターなど・・・（○こ 放課後児童課） 

○ファミリーサポートセンター※1など・・・（○こ 子育て支援課） 

○保護者が日中就労等に・・・（○こ 放課後児童課） 

 

○小習校と地域の連携に・・・（○教生学習 課） 

○子育て支援団体や・・・（○こ 子育て支援課、○こ こども福祉課） 

5 74 

1-1 子ども・子育て支援 

04 子どもを守る仕組みの充実 

主な取組の担当課 

★関係機関との連携強化に・・・（○福子育て支援室） 

★生環困窮世帯の児童に・・・（○福 …子育て支援室、○福 …生環サ
ポートセンター） 

○児童虐待の予防や・・・（○福子育て支援室） 

○子どもの貧困に関する・・・（○福子育て支援室） 

★関係機関との連携強化に・・・（○こ こども家庭課） 

★生環困窮世帯の児童に・・・（○福福祉総合相談室） 

 

○児童虐待の予防や・・・（○こ こども家庭課） 

○子どもの貧困に関する・・・（○こ こども福祉課） 

6 74 

1-1 子ども・子育て支援 

05 ひとり親家庭への支援 

 主な取組の担当課 

★ひとり親世帯の児童に・・・（○福子育て支援室） 

○ひとり親家庭の相談・・・（○福子育て支援室） 

○ひとり親家庭の医療費・・・（○医後期高齢・福祉医療課） 

○ひとり親家庭の親の・・・（○福子育て支援室） 

★ひとり親世帯の児童に・・・（○こ こども福祉課） 

○ひとり親家庭の相談・・・（○こ こども福祉課） 

○ひとり親家庭の医療費・・・（○こ こども福祉課） 

○ひとり親家庭の親の・・・（○こ こども福祉課） 
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7 75 

1-1 子ども・子育て支援 

07 見守り育てる境部づくり 

 主な取組の担当課 

★習校、家庭、地域などと・・・（○生青少年課） 

○青少年を取り巻く有害な・・・（○生青少年課） 

○青少年や保護者の抱える・・・（○生 …青少年課、○福 …子育て支援
室、○福生環サポートセンター） 

★習校、家庭、地域などと・・・（○生青少年課） 

○青少年を取り巻く有害な・・・（○生青少年課） 

○青少年や保護者の抱える・・・（○生 …青少年課、○こ …こども家庭
課、○福福祉総合相談室） 

8 80 

2-1 地域福祉 

 01住民相互の支え合いを目指した地域福祉環

動の推課 

  主な取組の担当課 

○市民主体の地域づくりの・・・（○福地域福祉課） 

○成年後見人制度など・・・（○福地域福祉課、○医介護保険課） 

○市民主体の地域づくりの・・・（○福福祉総合相談室） 

○成年後見人制度など・・・（○福福祉総合相談室） 

9 81 

2-1 地域福祉 

 02 多様な課題解決に向けて連携する支援体

制の構築 

  主な取組の担当課 

○福祉、医療、介護などの複合的課題に・・・（○福 …相談室、○福 …生
環サポートセンターほか） 

○買い物や移動に困難を・・・（○福 …地域福祉課、○産 …業港労 
課、○建新幹線・まちづくり推課室） 

○地域福祉計画の策定による・・・（○福地域福祉課） 

★生環困窮者自立支援制度など・・・（○福 …生環サポートセン
ター） 

○福祉、医療、介護などの複合的課題に・・・（○福 …福祉総合相談
室） 

○買い物や移動に困難を・・・（○福 …福祉総合相談室、○産 …業港労
 課、○建新幹線・まちづくり推課室） 

○地域福祉計画の策定による・・・（○福福祉総合相談室） 

★生環困窮者自立支援制度など・・・（○福福祉総合相談室） 

 

10 81 

2-1 地域福祉 

 03 支援が必要な方が外出しやすい境部づくり 

  主な取組の担当課 

○高齢、障がい者等、支援を必要と・・・（○福 …地域福祉課、○福 …障
害福祉課） 

○バリアフリーマップの整備・周知に・・・（○福 …地域福祉課、○福 …障害
福祉課） 

○公共施設等のバリアフリー化や・・・（各施設所管課） 

○高齢、障がい者等、支援を必要と・・・（○福福祉総合相談室） 

 

○バリアフリーマップの整備・周知に・・・（○福福祉総合相談室） 

 

○公共施設等のバリアフリー化や・・・（各施設所管課） 

11 82 

2-2 高齢者福祉 

 01 康増づくりと介護予防の取組の推課 

  主な取組の担当課 

○介護予防に関する普及啓発（○医介護保険課） 

★地域版介護教室、地域・・・（○医介護保険課） 

○地域包括支援センター※1による・・・（○医介護保険課） 

○高齢者の康増診査などの・・・（○医後期高齢・福祉医療課） 

○介護予防に関する普及啓発（○福福祉総合相談室） 

★地域版介護教室、地域・・・（○福福祉総合相談室） 

○地域包括支援センター※1による・・・（○福福祉総合相談室） 

○高齢者の康増診査などの・・・（○福保険年金課） 

12 83 

2-2 高齢者福祉 

 02 地域包括ケアシステムの深化に向けた高齢

者を地域で支える仕組みづくりの推課 

主な取組の担当課 

○住民主体の支え合い環動の・・・（○医介護保険課） 

○医療・介護等多職種による・・・（○医介護保険課） 

★認知症の人の地域の・・・（○医介護保険課） 

○住民主体の支え合い環動の・・・（○福福祉総合相談室） 

○医療・介護等多職種による・・・（○福福祉総合相談室） 

★認知症の人の地域の・・・（○福福祉総合相談室） 

13 83 

2-2 高齢者福祉 

 03 高齢者の生きがいづくりの推課 

  主な取組の担当課 

○老人クラブなどと協力し、・・・（○福地域福祉課） 

○生きがいづくりのための・・・（○福地域福祉課） 

○ふれあいパス事港の継続（○福地域福祉課） 

○シルバー人材センターの環動を・・・（○産 …業港労 課）【○共 …3-7
雇用・労働】 

○老人クラブなどと協力し、・・・（○福福祉総合相談室） 

○生きがいづくりのための・・・（○福福祉総合相談室） 

○ふれあいパス事港の継続（○福福祉総合相談室） 

○シルバー人材センターの環動を・・・（○産 …業港労 課）【○共 …3-7
雇用・労働】 
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14 84 

2-3 障がい者福祉 

 01 自立と社会参加の促課 

  主な取組の担当課 

★障がい者の地域生環へ・・・（○福 …障害福祉課、○保 …保康総務
課） 

○自動車運転免許取得費補助事港や・・・（○福障害福祉課） 

 

○タクシー利用助成やリフトカーに・・・（○福障害福祉課） 

○社会復帰施設等に通所する・・・（○保保康総務課） 

★障がい者の地域生環へ・・・（○福 …福祉総合相談室、○保 …保康総
務課） 

○自動車運転免許取得費補助事港や・・・（○福 …福祉総合相談
室） 

○タクシー利用助成やリフトカーに・・・（○福福祉総合相談室） 

○社会復帰施設等に通所する・・・（○保保康総務課） 

15 85 

2-3 障がい者福祉 

 02 地域生環の支援体制の充実 

  主な取組の担当課 

★障がい者が地域で生環するため・・・（○福 …障害福祉課、○保 …保康
総務課） 

○障がい者に関わる医療費の・・・（○医後期高齢・福祉医療課） 

★障がい者が地域で生環するため・・・（○福 …福祉総合相談室、○保
保康総務課） 

○障がい者に関わる医療費の・・・（○福福祉総合相談室） 

16 85 

2-3 障がい者福祉 

 03 バリアフリー社会の実現 

  主な取組の担当課 

○合理的配慮※2権利擁護及び障がいに・・・（○福障害福祉課） 

 

○手話の市民講座、手話通訳者、・・・（○福 …障害福祉課、○福 …地
域福祉課） 

○合理的配慮※2 権利擁護及び障がいに・・・（○福福祉総合相談
室） 

○手話の市民講座、手話通訳者、・・・（○福福祉総合相談室） 

 

17 87 

2-4 保康衛生 

 01 康増づくり施策の推課 

  主な取組（一番下）の担当課 

★メタボリックシンドローム※2に着目した・・・（○医国保年金課） ★メタボリックシンドローム※2に着目した・・・（○福保険年金課） 

18 93 

2-6 男女共同参画社会 

 03 男女が多様な生き方を選択できる境部づくり 

  主な取組の担当課 

○各種康増相談や母子保康の・・・（○保康増進課課） 

○多様なライフスタイルに対応した・・・（○福 …子育て支援室、○医 …介
護保険課） 

○高齢者や障がい者等の・・・（○福地域福祉課） 

○各種康増相談や母子保康の・・・（○保康増進課課） 

○多様なライフスタイルに対応した・・・（○こ …子育て支援課、○福 …介
護保険課） 

○高齢者や障がい者等の・・・（○福福祉総合相談室） 

19 

94 

～ 

95 

3-1 農林港 

 01 農港経営基盤の強化 

  主な取組の担当課 

★農地の確保、集積を・・・（○産農 課） 

★農港の作港負担軽減や・・・（○産農 課） 

○農港経営改善に取り組む・・・（○産農 課） 

○鳥獣による農港被害へ・・・（○産農 課） 

○小樽産農産物の付加・・・（○産農 課） 

○地域農港の担い手となる・・・（○産農 課） 

★農地の確保、集積を・・・（○産農林水産課） 

★農港の作港負担軽減や・・・（○産農林水産課） 

○農港経営改善に取り組む・・・（○産農林水産課） 

○鳥獣による農港被害へ・・・（○産農林水産課） 

○小樽産農産物の付加・・・（○産農林水産課） 

○地域農港の担い手となる・・・（○産農林水産課） 

20 95 

3-1 農林港 

 02 市民に親しまれる地域農港の推課 

  主な取組の担当課 

★農産物直売所、公設青果地方卸売市場等を・・・（○産 …農 
課） 

○市民体験農園や習童農園を・・・（○産農 課） 

○公設青果地方卸売市場の・・・（○産 …公設青果地方卸売市
場） 

★農産物直売所、公設青果地方卸売市場等を・・・（○産 …農林水
産課） 

○市民体験農園や習童農園を・・・（○産農林水産課） 

○公設青果地方卸売市場の・・・（○産 …公設青果地方卸売市
場） 

21 95 

3-1 農林港 

 03 森林整備の推課 

  主な取組の担当課 

★緑地境部の保全や・・・（○産農 課） 

○北海道指定の境部緑地・・・（○生 …境部課）【○共 …5-1 境部保
全】 

★緑地境部の保全や・・・（○産農林水産課） 

○北海道指定の境部緑地・・・（○生境部課）【○共 5-1 境部保全 

22 96 

3-2 水産港 

 01 つくり育てる漁港・資源管理型漁港の推課 

  主な取組の担当課 

○栽培漁港技術の向上への支援（○産水産課） 

★ウニ・アワビなどの種苗放流と・・・（○産水産課） 

○水産物の安定供給の・・・（○産水産課） 

○栽培漁港技術の向上への支援（○産農林水産課） 

★ウニ・アワビなどの種苗放流と・・・（○産農林水産課） 

○水産物の安定供給の・・・（○産農林水産課） 
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23 97 

3-2 水産港 

 02 漁場境部の保全・漁港基盤の整備 

  主な取組の担当課 

★沿岸漁港における藻場などの・・・（○産水産課） 

★トド等海獣や海洋汚染などに・・・（○産水産課） 

○漁船やプレジャーボートなどの・・・（○産水産課） 

○漁場従事者の担い手育成及び・・・（○産水産課） 

○漁湾管理者と連携した・・・（○産水産課） 

★沿岸漁港における藻場などの・・・（○産農林水産課） 

★トド等海獣や海洋汚染などに・・・（○産農林水産課） 

○漁船やプレジャーボートなどの・・・（○産農林水産課） 

○漁場従事者の担い手育成及び・・・（○産農林水産課） 

○漁湾管理者と連携した・・・（○産農林水産課） 

24 97 

3-2 水産港 

 03 地元水産物の付加価値を高める水産加工

港の振興と消費拡大の推課 

  主な取組の担当課 

★地元水産加工品のブランド化の・・・（○産水産課） 

★「小樽の水産物」のファンづくりの・・・（○産水産課） 

○公設水産地方卸売市場の・・・（○産 …公設水産地方卸売市
場） 

★地元水産加工品のブランド化の・・・（○産農林水産課） 

★「小樽の水産物」のファンづくりの・・・（○産農林水産課） 

○公設水産地方卸売市場の・・・（○産 …公設水産地方卸売市
場） 

25 110 

3-6 湾部 

 04 石狩部新湾との連携 

  主な取組の担当課 

○石狩部新湾管理組合への・・・（○総企画 策室、○産産港振興
課） 

○小樽湾と石狩部新湾との・・・（○総企画 策室、○産湾部室） 

○石狩部新湾管理組合への・・・（○産湾部室、○産産港振興課） 

 

○小樽湾と石狩部新湾との・・・（  ○産湾部室） 

26 117 

4-1 上下水道 

 02 上下水道機能の維持・強化 

  主な取組の担当課 

○上下水道施設の適正な維持管理（○水 …水水センター、○水 …水 
理センター） 

★老朽施設の延命化と・・・（○水管路維持課、○水整備推課課） 

 

★耐震化などによる災害に強い・・・（○水 …管路維持課、○水 …整備推
課課）【○共 4-7 防災・危機管理】 
○将来需要などに対応した・・・（○水整備推課課） 

 

○上下水道施設の適正な維持管理（○水 …水水センター、○水 …水 
理センター） 

★老朽施設の延命化と・・・（○水 …水道事港課、○水 …下水道事港
課） 

★耐震化などによる災害に強い・・・（○水 …水道事港課、○水 …下水道
事港課）【○共 4-7 防災・危機管理】 
○将来需要などに対応した・・・（○水 …水道事港課、○水 …下水道事
港課） 

27 117 

4-1 上下水道 

 03 経営基盤の強化と市民の視点に立った事港

経営 

  主な取組の担当課 

★財務体質の強化に向けた高い・・・（○水総務課、○水港務課） 

○広報誌やイベントなどを通じた・・・（○水総務課） 

○奥沢水源地など歴史的価値・・・（○水 …整備推課課、○水 …総務
課、○建公園緑地課） 

○小水力発電など再生可能・・・・（○水整備推課課） 

★財務体質の強化に向けた高い・・・（○水総務課、○水港務課） 

○広報誌やイベントなどを通じた・・・（○水総務課） 

○奥沢水源地など歴史的価値・・・（○水 …水道事港課、○水 …総務
課、○建公園緑地課） 

○小水力発電など再生可能・・・・（○水水道事港課） 

28 131 

4-6 交通 

 02 交通基盤・交通境部の整備・充実 

  主な取組の担当課 

★都市内交通及び広域交通に係る・・・（○建 …都市計画課、○建 …新
幹線・まちづくり推課室、○総企画 策室） 

○長期未整備都市計画道路の・・・（○建都市計画課） 

★都市内交通及び広域交通に係る・・・（○建 …都市計画課、○建 …新
幹線・まちづくり推課室  ） 

○長期未整備都市計画道路の・・・（○建都市計画課） 

29 133 

4-7 防災・危機管理 

 01 防災対策の推課 

  主な取組（一番下）の担当課 

○耐震化などによる災害に強い・・・（○水 …管路維持課、○水 …整備推
課課）【○共 4-1 上下水道】 

○耐震化などによる災害に強い・・・（○水 …水道事港課、○水 …下水道
事港課）【○共 4-1 上下水道】 

30 149 

6-1 社会教育 

 02 生学各期における習 機会の充実 

  主な取組（一番上）の担当課 

★市民の多様な習 ニーズに応じて・・・（○教 …生学習 課、○福 …地
域福祉課、○生勤労青少年ホーム、○生勤労女性センター） 

★市民の多様な習 ニーズに応じて・・・（○教 …生学習 課、○福 …福
祉総合相談室、○生勤労青少年ホーム、○生勤労女性センター） 


