
部局 類別 項目 担当課 選定年度 備考

議会答弁・懸案 荷内沖埋立事業 13

議会答弁・監査

指摘・懸案

瀬戸・寿上水道問題 16

公約・議会答弁 公共施設再配置計画の策定 28

公約・議会答弁 近代化産業遺産の保存活用の充実 別子銅山文化遺産課 29 新規

公約・議会答弁 愛顔つなぐえひめ国体の開催 国体推進室 26

議会答弁 新居浜市総合戦略の着実な推進 28

公約・議会答弁

企業城下町版生涯活躍のまち基本構想の

実現に向けた取組の推進

29 新規

公約・議会答弁 シティブランド戦略の着実な推進 29 新規

公約

人材育成の推進（人事マネジメントの見

直し）

人事課 27

議会答弁・監査

指摘

入札制度の改善 契約課 15

監査指摘 公売の実施 収税課 24

議会答弁・懸案 債権管理事務執行体制の確立 債権管理対策室 22

議会答弁

生活困窮者自立相談支援事業の円滑な実

施

生活福祉課 26

監査指摘・懸案

高齢者福祉センターの管理運営改善への

取組

介護福祉課 28

議会答弁・懸

案・新政策

介護予防・日常生活支援総合事業への円

滑な移行

地域包括支援センター 27

議会答弁・懸案 東新学園の建て替え 13

公約・議会答

弁・新政策

地方創生に向けた子育て支援の充実 28

公約・新政策 健康都市づくりの推進 保健センター 27

平成２９年度重要事業及び懸案事項一覧表　

総合政策課

総務部

子育て支援課

企画部

地方創生推進室

福祉部
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公約・議会答弁 地域コミュニティの再生 21

公約 花いっぱいのまちづくり事業 27

議会答弁・懸案 住宅新築資金等貸付金の償還推進 19

懸案

愛媛県人権対策協議会新居浜支部の機能

回復

16

議会答弁

男女共同参画の意識の高揚、委員会等へ

の女性の参画推進

28

新政策 縁結びサポート事業 29 新規

議会答弁 窓口市民満足度の向上 市民課 26

懸案

単位自治会レベルの自主防災組織結成促

進

26

懸案 防災士の養成と組織化による活動促進 26

懸案 災害時応援協定のネットワーク化推進 26

議会答弁

防犯カメラの設置等による犯罪防止活動

の推進

26

議会答弁・懸案 墓園・墓地の適正管理 環境保全課 26

公約・議会答弁 ごみ減量化推進 24

議会答弁・懸案 ごみ有料化 17

議会答弁

し尿及び浄化槽汚泥の汚水処理施設共同

整備事業

環境施設課 27

公約・議会答弁

公共下水道事業(汚水施設)・浸水対策事

業(雨水施設)

下水道建設課 13

議会答弁・懸案 下水道事業経営の健全化 下水道管理課 21

防災安全課

市民部

環境部

人権擁護課

地域コミュニティ

課

男女共同参画課

ごみ減量課
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公約・議会答弁 住友各社及び地元企業等の連携強化 25

公約・議会答弁 企業誘致及び企業留置の推進 25

公約・議会答弁 商店街の活性化 25

議会答弁 地元産業を支える支援機関等の連携強化 28

公約・議会答弁 水素社会実現に向けた取組の推進 28

議会答弁 雇用対策の充実 28

公約・議会答弁 マイントピア別子への誘客 28

公約・議会答弁 旧別子観光センター跡地整備事業 28

公約・議会答弁

公共交通体系の確保・維持（生活路線バ

ス、デマンドタクシー）

25

公約・議会答弁 観光宣伝の充実 25

公約 新居浜ブランドの創出・育成 27

公約・議会答弁 農林水産業の振興と地産地消の推進 13

公約・議会答弁 有害鳥獣の被害対策強化 25

公約・議会答弁 森林の整備 別子山支所 28

議会答弁・懸案 駅南北一体化による新都市拠点の形成 13

議会答弁・懸案 立地適正化計画の策定 28

議会答弁 用途地域及び特定用途制限地域の見直し 19

議会答弁 地籍調査の推進 国土調査課 24

公約・議会答弁 上部東西線の整備 13

公約 角野船木線改良事業 25

公約 主要幹線道路の整備促進 25

公約・議会答弁 安全で快適な自転車利用環境の創出 28

公約・議会答弁 市営住宅の住環境整備 24

公約 公営住宅建替推進事業 24

議会答弁 民間木造住宅の耐震化促進 26

議会答弁・懸案 空き家対策の推進 28

建築指導課

農林水産課

建設部

産業振興課

経済部

都市計画課

運輸観光課

道路課

建築住宅課
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議会答弁・監査

指摘・懸案

瀬戸・寿上水道問題への取り組み 水道総務課 23

議会答弁・懸案

水道施設の更新・耐震化補強・長寿命化

整備促進

23

議会答弁・懸案 管路更新・耐震化計画に基づく整備促進 23

懸案 工業用水道事業施設更新事業の推進 水源管理課 26

懸案 教育施設、体育文化施設の整備促進

社会教育課・学校教育課・ス

ポーツ振興課・文化振興課・

図書館

13

懸案 教育施設の借地解消

社会教育課・学校教育

課・スポーツ振興課・文

化振興課

13

懸案 高齢者生きがい創造学園の運営の検討 社会教育課 26

公約 家庭・地域の教育力の向上

社会教育課

学校教育課

25

議会答弁、新政

策

公立学校（幼小中）の適正規模・適正配

置の検討について

29 新規

公約

持続可能な開発のための教育（ＥＳ

Ｄ）・ふるさと学習の推進

26

公約 小中学生の学力向上 25

議会答弁 学校給食施設建設計画の検討 学校給食課 26

公約

あかがねミュージアムを拠点とした芸術

文化活動の推進

文化振興課 29 新規

公約 運動部活動競技力向上の推進 25

公約 スポーツに親しむ環境づくり 29 新規

議会答弁 総合的な防災体制の強化 13

議会答弁 消防団の活性化 13

懸案 専門職員の養成 17

議会答弁 救急体制の充実 23

議会答弁 南消防庁舎の整備 13

議会答弁・懸案 防災拠点施設の建設 27

議会答弁 新居浜港港湾計画の見直し 29 新規

懸案 港湾施設の耐震補強 28

選挙管理委

員会事務局

懸案 投票率向上のための諸施策の検討 選挙管理委員会事務局 27

消防本部

学校教育課

水道局

教育委員

会事務局

総務警防課

スポーツ振興課

工務課

港務局

事務局

港湾課
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【廃止】　 ２０件７件

部局 類別 項目 担当課

企画部 公約・議会答弁

総合運動公園構想の策定（河川敷公園除

く）

総合政策課

総務部 懸案 財産台帳の整理 管財課

福祉部 監査指摘・懸案 保育所保育料の収入未済額の減額 子育て支援課

市民部 議会答弁 まちづくり協働オフィス事業 地域コミュニティ課

建設部 公約・議会答弁 都市公園の整備（神郷公園） 都市計画課

教育委員会

事務局

議会答弁、新政

策

公立幼稚園のあり方について 学校教育課

港務局

事務局

議会答弁 多目的国際ターミナル整備事業の推進 港湾課

備考


