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第１１回！！

高浜市の未来を描く市民会議

お忙しいところ

いつもご参加ありがとうございますm(_ _)m
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本日のテーマ

「こんなことに取り組みます」
を具体化しよう！！

高浜市の財政状況
をお知らせします
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本日のテーマ①

「『こんなことに取り組みます』」
を具体化しよう！！

基本計画の「こんなことに取り組みます」について、

行政が作成した行動計画を、

市民会議のみなさんとアイデアを深めてまいります。
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ＳＴＥＰ１

「アクションプラン」とは？
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１１年
【平成２３年度～３３年度】

基本構想
市の将来像、

基本目標を定めたもの

基本計画
今後取り組むべき

基本施策を定めたもの

アクションプラン
具体的な手段等を示す
行動計画を定めたもの

前期【３年】
平成２３年度～２５年度

【１年】

中期【４年】
平成２６年度～２９年度 後期【４年】

平成３０年度～３３年度

見直し

・・・

【１年】

【１年】

【１年】

見直し

マニフェスト
と連動

実行

評価

計画

見直し

ＰＤＣＡ
サイクル

アクションプランとは・・・
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基本計画の目標を達成するために取り組む
主要な事務事業や新規の事務事業について、
具体的な内容、時期、コスト等を

明らかにした行動計画であり、
計画期間における予算編成の基準とします。
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ＳＴＥＰ２

アクションプラン（案）を
ご紹介します！
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第６次総合計画の進行管理を
市民と協働で行う体制を整備し、

高浜市の個性や課題等について
市民と行政で解決策について考え、

実現に向けて行動します。

目標１．市民とともに歩む経営を行います

総合計画進行管理事業

【こんなことに取り組みます】
総合計画の進行管理に行政評価システムを導入し、
市民とともに、総合計画の実行、評価を行います。
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自治基本条例に掲げられた「情報共有の原則」を
全庁的に推進していきます。
ｅｘ．
・計画段階から情報を積極的に提供する
・わかりやすく伝える工夫をする

目標１．市民とともに歩む経営を行います

わかりやすくお知らせします事業

【こんなことに取り組みます】
行政が実施していることをわかりやすくお知らせします。



10

事業仕分けの手法を活用し、
住民参画による行政評価を行います。

目標２．次世代のために、健全な財政運営を行います

行政評価システム運営事業（事業仕分け）

【こんなことに取り組みます】
事業の見える化やムダの削減を行うため、

事業仕分けの手法を活用します。
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市民と行政の共同企画による
「わかりやすい予算書」の発行や、

財政の透明化を図るために
予算編成プロセスなど財政運営に関する情報を

積極的に公開します。

目標２．次世代のために、健全な財政運営を行います

わかりやすい財政運営事業

【こんなことに取り組みます】
予算編成のプロセスや財政状況などを

「わかりやすい予算書」などにとりまとめ、
市民にわかりやすくお伝えするとともに、

考えることができる環境を整えます。
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◆自治基本条例に沿った自治体経営が行われて
いるかどうか、市民とともにチェックし、
改善、さらなるアクションへ発展させていきます。

◆グッズの企画立案・作成や普及啓発活動を
行っていきます。

目標３．市民と行政が信頼関係を深め、

ともにまちづくりを行います

自治基本条例推進・普及啓発事業

【こんなことに取り組みます】
「高浜市自治基本条例」に基づいた自治の仕組みを
わかりやすく示し、まちづくりの中で活用します。
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「地域内分権推進型」
「協働推進型」
「市民提案型」 の３事業として募集を行い、
各小学校区での合意や審査委員会による
公開審査などを経て事業を実施します。

目標３．市民と行政が信頼関係を深め、
ともにまちづくりを行います

市民予算枠事業

【こんなことに取り組みます】
地域の「どうしよう？」を解決し、「こうしたい！」という思いを
実現するための仕組みとして「市民予算枠事業」を行います。
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生涯学習基本構想を策定し、
「学習したい」「活動したい」という
想いを応援するために、

環境づくりや地域資源の掘り起こしなどを
行っていきます。

目標４．学びを通して人づくりを進め、夢と希望につなげます

生涯学習基本構想策定事業

【こんなことに取り組みます】
「高浜市生涯学習基本構想」を策定し、
「学習したい」「活動したい」という想いを応援します。



15

小学校区を「地域に学ぶ場」と捉え、
人々が学ぶ喜び、楽しさ、

ものづくりの素晴らしさを
共鳴できる環境を目指します。

目標４．学びを通して人づくりを進め、夢と希望につなげます

生涯教育活動推進事業

【こんなことに取り組みます】
地域・学校・事業者・関係機関との連携により、
市民に学ぶ喜びや楽しさ、ものづくりの素晴らしさを伝えます。
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「小１プロブレム」や「中１ギャップ」を解消し、
子どもたちの夢や才能を育てる

「幼・小・中が連携した教育のあり方」
などについて調査・研究します。

目標５．心たくましく健やかに育つ教育環境をつくります

教育基本構想策定事業

【こんなことに取り組みます】
高浜市の教育のあり方を示し、教育施策を総合的に

進めていくための指針として、「高浜市教育基本構想」を策定します。
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平成２３年度中に策定予定の
「高浜市教育基本構想」の完成後、

地域に根ざした高浜カリキュラムの創造に向けて、
教育内容を体系化する研究を行います。

目標５．心たくましく健やかに育つ教育環境をつくります

教育環境整備事業

【こんなことに取り組みます】
子どもの学力、体力、心の成長と、教師力の向上を目指し、幼保小

中が一貫した高浜市独自の教育カリキュラムについて研究します。
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放課後や週末等に、地域住民の見守りのもとで、
小学校の施設を会場に、

遊びやスポーツを通して、
異年齢、異世代の交流を促進し、

社会性やコミュニケーション能力を養います。

目標６．人のつながりやぬくもりの中で、
子育ち・子育てを支えます

放課後居場所事業

【こんなことに取り組みます】
地域の人たちと交流したり、異年齢の子どもと遊んだり、学んだり

することによって、子どもの自主性・社会性を育む居場所を拡充しま
す。
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◆子育てに関わる情報を一元化し、
ポータルサイトやメールマガジンなどを活用した

情報提供を行います。
◆子育てを支える関係団体や企業などを結ぶ
ネットワークを整備し、連携した子育て支援が

できる環境づくりを行います。

目標６．人のつながりやぬくもりの中で、
子育ち・子育てを支えます

子育て・家族支援ネットワーク事業

【こんなことに取り組みます】
子どもを取り巻く人や地域、専門機関などをつなぐ
ネットワークを構築し、地域力を強化しながら、

子育ち・子育てを支援します。
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中小企業の事業者の方が
経営・技術改善を通して、

経営基盤・技術競争力等の強化を行うための
経営診断、改善費用に要した費用の一部に

補助金を交付します。

目標７．まちの成長を支えるエンジンとして、
産業を元気にします

がんばる事業者応援事業

【こんなことに取り組みます】
経営基盤、技術競争力の強化を目指す

“がんばる事業者”（中小企業者）への支援を行います。
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三州瓦製造等企業者や
自宅で瓦屋根工事を行う市民などに対して、

補助等による支援を行い、
地域の活性化を目指します。

目標７．まちの成長を支えるエンジンとして、
産業を元気にします

中小企業振興推進事業

【こんなことに取り組みます】
三州瓦産地の伝統の継承のため、
基盤づくりや販路拡大、多面的な利活用に向けた支援を行います。
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地域貢献に対する
「意識向上のための勉強会」や

「コミュニティビジネス創業支援融資制度」
などの支援を行います。

目標８．地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます

コミュニティビジネス創出・支援事業

【こんなことに取り組みます】
コミュニティ・ビジネスの創出に向けて、ＰＲ及び支援を行います。
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何度も足を運びたくなるまちを目指し、
市民の手で地域資源を掘り起こし、

誇りや愛着、おもてなしの心を育みながら
「見る」「食べる」「楽しむ」場としての魅力を

磨いていきます。

目標８．地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます

観光推進事業

【こんなことに取り組みます】
地域・事業者・関係団体と連携しながら、地域資源を掘り起こし、
磨きをかけることによって、高浜市の“自慢”を育て、

様々な手法によって発信します。
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広報やホームページ等による制度の周知、
不法投棄の早期回収や防止対策、
環境美化推進員に関する活動など、

地域の自主的な環境美化活動の支援をします。

目標９．みんなでまちをきれいにします

みんなでまちをきれいにします事業

【こんなことに取り組みます】
○「高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例」を推進します。
○地域・学校・事業者・関係機関と連携した

環境美化活動、環境保全活動を積極的に進めます。
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蛍光灯・水銀灯などの防犯灯を
ＬＥＤ灯などの消費電力の少ないものに

取り替えていきます。

目標９．みんなでまちをきれいにします

環境に配慮した防犯灯設置事業

【こんなことに取り組みます】
環境に配慮した街灯・防犯灯・公園灯を設置します。
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慢性的な交通渋滞が発生する、
衣浦大橋東交差点について、

渋滞緩和による交通の円滑化と
安全対策向上のために

愛知県に推進を働きかけていきます。

目標１０．ハーモニーを奏でる
快適な都市空間をつくります

一般国道４１９号高浜立体事業

【こんなことに取り組みます】
衣浦大橋東交差点の立体化により、

交通の円滑化と安全対策の向上を進めます。
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現在は市役所を起終点に
市内３路線を循環運行していますが、

今後路線の見直しを検討していきます。

目標１０．ハーモニーを奏でる
快適な都市空間をつくります

いきいき号循環事業

【こんなことに取り組みます】
安全・快適・便利に移動できるよう交通網を整えるとともに、

公共交通の利用も促進します。
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衣浦港高浜緑地の整備に併せ、
市民が楽しめる野球・サッカー・グランドゴルフ

などのスポーツ施設を整備します。

目標１１．自然豊かな魅力あふれる
憩いの場を守り、育てます

衣浦港高浜緑地スポーツ施設整備事業

【こんなことに取り組みます】
衣浦湾の自然環境を保全し、海浜レクリエーションの

場として、高浜緑地の整備を進めます。
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地域と連携しながら、
地域の特性を活かした

花と緑にあふれるまちづくりを進めます。

目標１１．自然豊かな魅力あふれる
憩いの場を守り、育てます

緑のあるまちづくり事業

【こんなことに取り組みます】
「高浜市緑の基本計画」に基づき、

計画的に公園・緑地、街路樹や水辺空間の
整備・保全を行います。
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市民や民間事業者を交えて、
災害時に果たすべき役割や連携について検討し、

有効なネットワークを構築するために
必要となる整備を行います。

目標１２．安心・安全が実感できる
基盤づくりを進めます

防災ネットワーク推進事業

【こんなことに取り組みます】
地域全体が連携できるように
実践に即した防災ネットワークづくりを進めます。
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老朽化した既設施設の修繕や
必要とされる施設の新設工事を行います。

目標１２．安心・安全が実感できる
基盤づくりを進めます

交通安全施設維持管理事業

【こんなことに取り組みます】
地域と連携して、防犯灯などの防犯施設や

カーブミラーなどの交通安全施設の
適切な維持管理を行います。
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地域福祉活動に携わる人材の育成や
地域福祉活動の拠点整備など

「地域福祉推進の基盤づくり」
となる事業を行います。

目標１３．一人ひとりを認め合い、
その人らしく暮らせるまちづくりを進めます

地域福祉推進事業

【こんなことに取り組みます】
「高浜市地域福祉計画」に基づき、
「つながり、支えあい、安心のしくみづくり」を進めます。
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新たな福祉イベントの創出や、
ライフステージに応じた

福祉の学びの場の提供など
「地域の福祉力」及び「福祉の地域力」の

向上につながる活動を応援します。

目標１３．一人ひとりを認め合い、
その人らしく暮らせるまちづくりを進めます

地域福祉活動応援事業

【こんなことに取り組みます】
地域や当事者などが連携して福祉イベントを創出する
など、福祉に対する理解を広く促進するとともに、

顔が見える関係づくりを行います。
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各種検診や健康相談、
健康づくり推進委員活動をはじめとする

「老人・成人保健事業」や
乳幼児や妊婦を対象とした健診、

予防接種事業などを行います。

目標１４．一人ひとりの元気と
健康づくりを応援します

「健康たかはま２１」推進事業

【こんなことに取り組みます】
○「健康たかはま２１」に基づき、市民一人ひとりのライフステージに応じた一次
予防や要介護対策、健康づくりを進めます。

○健康づくり推進委員や地域の様々な団体が推進役となって、ウォーキング、
健康体操・運動、講座といった地域での健康づくり活動を広げます。
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ＳＴＥＰ３

分科会ごとに
意見交換をしよう！
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ＳＴＥＰ４

意見交換の内容を
披露しましょう！
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本日のテーマ②

高浜市の財政状況を
お知らせします

「わかりやすい予算書」について

簡単に内容を説明します。
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次回は・・・

１１月１６日（火）午後７時から
市役所４階会議室にて
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お疲れ様でした。
次回もよろしくお願いします！
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