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１

計画策定の趣旨

総合計画は、みんなで高浜市をつくっていくための「設計図」
私たちの愛するまち高浜市を、未来へとつなげていくために・・・。
高浜市の自治の仕組みを定めた「高浜市自治基本条例」に
掲げた想いを実現していくためには、
「自分たちのまちは、自分たちでつくる」という意識を持つとともに、
将来を見通しつつ、時代の変化や課題に的確に対応していくための
「まちづくりの設計図」が必要です。
「こんなまちにしていこう！」というまちづくりの目標を掲げ、
その実現に向けて必要な取組内容を盛り込んだ
高浜市のまちづくりの設計図、それが「第６次高浜市総合計画」です。
これからの高浜市のまちづくりは、
この設計図を市民・議会・行政が共有し、役割分担をしながら、
みんなで力を合わせて進めていきます。
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【計画の性格】

（１）市政運営の根幹となる計画
・総合計画は、高浜市が行う全ての政策・施策・事業の根拠となる最上位の行政計画、
市政運営の根幹となる計画で、高浜市のまちづくりの基本を定めた最高規範である
「高浜市自治基本条例」に掲げられた「まちづくりの基本原則」などを具現化し、
実践するための計画です。
・分野ごとに策定される個別計画も、その考え方は総合計画との整合を図っていき
ます。

（２）みんなで考え、みんなで行動する計画
・「市民は高浜市のまちづくりの共同経営者である」という「協働自治」の観点に立
ち、高浜市の個性や課題等について市民と行政が共通認識を持ち、解決策について
ともに考え、実現に向けて行動するための、市民・議会・行政の共通のまちづくり
の目標・指針として定めます。

（３）目指す姿を掲げ、達成状況を評価できる計画
・市民とともに目標の達成度や効果・効率性等を点検・検証するＰＤＣＡサイクルを
回し、時代の変化やまちづくりの課題に的確に対応できるよう、実効性のある計画
としていきます。
＊ＰＤＣＡサイクル
計画（Plan）し、実行（Do）し、その結果を評価・検証（Check）し、改善策や次の施策に活かしていく（Action）こと。

（４）「地域計画」を尊重した計画
・「地域計画」は、まちづくり協議会と行政（まちづくり協議会特派員）が協働で策
定した小学校区単位の計画で、地域の特性や資源を活かし、長期的視点に立ったあ
るべき将来像や実践目標、優先度、役割分担等を示した、各小学校区のまちづくり
を推進していくための指針であり、地域住民の合意が図られた計画であることから、
その内容を総合計画へ反映させています。
ＭＥＭＯ
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２

計画の構成と期間

第 6 次高浜市総合計画は「基本構想」
「基本計画」
「アクションプラン」で構成し、その内
容と計画期間は次のとおりです。
なお、本計画書は「基本構想」と「基本計画（前期）」で構成し、
「基本計画（中期）」
「基
本計画（後期）」と「アクションプラン」は、別途定めます。

（１）基本構想
・長期的な展望に立ち、総合的・計画的にまちづくりを行う指針となるもので、将来都
市像やまちづくりの基本目標など、市の政策の方向性を定めます。
【計画期間】平成 23 年度（2011）～平成 33 年度（2021）

（２）基本計画
・基本構想を実現するため、まちづくりの目標に対する現状と課題、課題解決に向けた
目指すべき姿や目標値、それらを達成するための具体的な手段等を示します。
・時代の変化やまちづくりの課題に的確に対応していくため、計画期間を前期・中期・
後期の３区分とし、見直しを行った上で中期計画・後期計画を策定します。
【計画期間】前期：平成 23 年度（2011）～平成 25 年度（2013）
中期：平成 26 年度（2014）～平成 29 年度（2017）
後期：平成 30 年度（2018）～平成 33 年度（2021）

（３）アクションプラン
・基本計画に掲げた目指すべき姿、目標値の達成に向けて、具体的な事業内容を示す行
動計画で、毎年度の予算編成の指針とします。
・目標の達成度を毎年度点検・検証し、その結果を改善策に結び付けます。

ＭＥＭＯ
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【計画の構成と期間】
（平成 23 年度）

（平成 25 年度）

（平成 29 年度）

（平成 33 年度）

2011

2014

2018

2021

基本構想

１１年

市の将来像・基本目標
を定めたもの

平成 23 年度（2011）～平成 33 年度（2021）

基本計画

３年

４年

４年

今後取り組むべき
基本施策を定めたもの

平成 23 年度（2011）

平成 26 年度（2014）
～
平成 29 年度（2017）

平成 30 年度（2018）
～
平成 33 年度（2021）

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

＝

～
平成 25 年度（2013）

１年 １年 １年
１年 １年 １年 １年
１年 １年 １年 １年

計画の見直し

ＭＥＭＯ
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３

計画策定にあたっての市民参画

総合計画は、みんなで高浜市をつくっていくための「設計図」。
「みんなで考え、みんなで行動する計画」という趣旨から、
「設計図」を描く段階から、子どもから大人まで、
多くの市民の意見・提案を取り入れて策定してきました。
小・中学生アンケート
H21.2

小学５年生と中学２年

市民意識調査
①H20.8

生を対象に、高浜市好き

② H22.10

なところ・自慢できると

満 18 歳 以 上 の 市 民

ころなどのアンケート

2,500 人を対象に、今後

を行いました。

の高浜市のまちづくり
に対する意識調査を行
いました。

「地域計画」の策定
H20.10～H21.9

各小学校区のまちづくりの目標、地域
のよいところを伸ばし、課題を解決し
ていくための手立てなどをまとめた、
“小学校区単位の総合計画”ともいう
べき「地域計画」が、まちづくり協議
会が主体となって策定され、「地域計
画発表会」
（平成 21 年 9 月 15 日開

まちづくりシンポジウム
H21.12.12

総合計画 と 自治基本 条 例
の策定にあたり、高浜市に
ふさわし い 自治のあ り 方
を考え、議論する場として
「まちづ く りシンポ ジ ウ
ム」を開催しました。

6

催）において、市長と議長へ提出され
ました。
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高浜市の未来を描く
市民会議
H21.12～H22.12

市民と職員（計 148 名）の協働
により、10 のテーマ別に「高浜
市がこんなまちになったらいい
な！」
「高浜市をこんなまちにして
いこう！」を議論し、計画案と自
治基本条例案をまとめました。

総合計画審議会
H21.12～H23.1

パブリックコメント

市民参画 の 頂点組織 と し

H22.9～H22.10

て、学識経験者、市民、議

計画案に対する市民か

長、副市長で構成する総合

らの意見・提案を聞くた

計画審議会を設置し、計画

め、パブリックコメント

案に対す る 審議等を 行 い

（意見募集）を行いまし

ました。

た。

素案発表会
H22.9.19

計画案と自治基本条例
案の策定経過と内容を
お知らせし、意見交換を
行う「素案発表会」を開
催しました。

ＭＥＭＯ
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第２章
基本構想
平成２３年度（２０１１）～平成３３年度（２０２１）
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１

目指すまちの姿

将来都市像と基本目標

将来都市像 ～高浜市が目指すべき姿のキャッチフレーズ～

思いやり

支え合い

手と手をつなぐ

大家族たかはま

高浜市は、行政だけでなく、住んでいる市民、高浜市をよりよいまちにしていこうと
活動している団体、事業所やそこで働いている人、学校等で学んでいる人など、様々な
人たちの営みによって成り立っています。
それら全てを１つの家族、すなわち「大家族」と見立て、思いやり、支え合い、手と
手をつなぎながら、みんなで高浜市を創り上げていくことを目指します。

思いやり
一人ひとりが、高浜市に関心や愛着を持っていきたいね。
お互いの立場を理解・尊重し、対等で、心の通いあう関係を築いていこう。
（パートナーシップ）

支え合い
お互いに心を通わせ、助け合い、補完しあっていこう。
子どもからお年寄りまで、事業者や団体も含め、一人ひとりが持っている力（知恵、
技能、時間、笑顔、産業、活力 etc.）を伸ばし、高浜市づくりのために出し合い、み
んなで高浜市を支えていこう。

手と手をつなぐ
個性の異なる者同士がつながりあい、交流を育みながらコミュニケーションを豊かに
し、ネットワークを築くことでまちに多様性が生まれます。それらを高浜市の成長・
発展に向けての大きなエネルギーにしていきたいね。

大家族たかはま
「個々の力でできることは個々で行う」
「地域のみんなで力を合わせればできることは、
その中で行う」「地域のみんなで力を合わせてもできないことは、高浜市全体で行う」
という考え方のもと、みんなで高浜市のことを考え、行動に移していくという「市民
自治都市・高浜市」をみんなで創りあげていこう！
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将来都市像を実現するためのまちづくりの目標（基本目標）

１．みんなで考え
２．学び合い

みんなで汗かき

力を合わせて

みんなのまちを創ろう

豊かな未来を育もう

３．明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
４．いつも笑顔で健やかに

つながり 100 倍ひろげよう

基本目標 １

【協働自治】
“大家族”が互いに語り合い
ながら“生活方針”を立て、
それぞれの役割を発揮し、
結束しながら“健全家計”を
維持し、みんなが幸せな生活

基本目標 ２

を送れるようにします。

【教育・子ども】
生涯を通じて学びあい、
育みあうことによって
個性や能力を伸ばし、
夢と希望と感動に出会える
“大家族”を目指します。

基本目標 ４

【福祉・健康】
思いやり
支え合い
手と手をつなぐ
大家族
たかはま

一人ひとりが
いつまでもその人らしく
いきいきと暮らせるよう、
お互いを尊重し
助け合いながら
あたたかく包み込む
“大家族”を創っていきます。

基本目標 ３

【活力創造】
“大家族”が楽しく暮らせる
生活環境を、まちの資源を
活かしながら、みんなで
まちのエネルギーを
生み出していきます。
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人口の見通し

２

高浜市の過去の人口動態を踏まえつつ、今後の少子化・高齢化の進展を見通しながら、
子育て・勤労世代を中心に定住を促すための取り組みを行うことなどを総合的に考慮して、
目標年次である平成 33 年（2021）の計画人口を 48,000 人とします。

平成３３年（２０２１）の計画人口

48,000 人

年度
区分

総人口
年少人口

実績値
平成 22 年（2010）

平成 25 年（2013）

平成 29 年（2017）

平成 33 年（2021）

45,163 人

46,000 人

47,000 人

48,000 人

7,681 人

（15 歳未満）

（17.0％）

生産年齢人口

29,805 人

（15～64 歳）

（66.0％）

老年人口
（65 歳以上）
うち 75 歳以上人口

推計値

7,360 人
（16.0％）

30,500 人

31,160 人

32,110 人

（66.3％）

（66.3％）

（66.9％）

8,140 人
（17.7％）

8,880 人
（18.9％）

4,420 人

９,360 人
（19.5％）

3,667 人

4,000 人

（ 8.1％）

（ 8.7％）

（ 9.4％）

（10.0％）

4,800 人

世帯数

17,283 世帯

18,000 世帯

20,000 世帯

21,000 世帯

平均世帯人員

2.61 人/世帯

2.56 人/世帯

2.35 人/世帯

2.29 人/世帯

※実績値：住民登録人口（平成 22 年 10 月 1 日現在）

ＭＥＭＯ
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6,530 人
（13.6％）

7,677 人
（17.0％）

６,960 人
（14.8％）
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▼人口の推移と予測
総人口

世帯数

平均世帯人員
（人/世帯）

（人、世帯）

4.50

60,000
50,000

実績値

推計値

45,163

44,703

40,000

2.61

4.00

48,447

47,447

46,345

3.50
3.00

2.52

2.40

2.30

2.50

2.65

30,000
20,000

17,283

16,880

2.00

21,107

19,742

18,416

1.50
1.00

10,000
0.50
0
15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

90歳以上
85～89歳
80-84歳
80-84歳
75-79歳
75-79歳
70-74歳
70-74歳
65-69歳
65-69歳
60-64歳
60-64歳
55-59歳
55-59歳

35

36

0.00
37 38
（平成・年）

90歳以上

平成33年

85～89歳

平成22年

50-54歳
45-49歳
40-44歳
40-44歳
50-54歳
45-49歳

35-39歳
30-34歳
25-29歳
25-29歳
20-24歳
20-24歳
15-19歳
15-19歳
10-14歳
10-14歳
5-9歳
5-9歳
0-4歳
0-4歳
35-39歳
30-34歳

男
2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

女
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ＭＥＭＯ
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３

土地利用構想

土地は限りある資源であり、市民が快適な生活を送り、自然や歴史・文化を守り、育み、
地域の活力を生み出す舞台となるものです。高浜市は、誰もが安心して暮らし、市民が愛
着をもって住み続けられるように、地域の個性を活かし、活気と交流のあるまちづくりを
進めるため、長期的視点に立った土地利用を進めることとします。
土地利用の基本的な考え方
•
•
•
•
•
•
•

人口規模に対応したコンパクトな市街地を形成していきます。
生産・居住・交流・憩いの機能が調和した土地利用を進めます。
良好なコミュニティが維持される住宅地を形成していきます。
地域経済の発展に寄与する工業地を形成していきます。
生産機能を有する優良な農地を保全していきます。
にぎわいのある商業地を形成していきます。
跡地や空き地などの低未利用地の宅地利用を進めます。

そこで、４つの基本ゾーンを設定し、将来人口 48,000 人の都市規模に対応した土地利
用構想を次のように定めます。
（１）住居系ゾーン
名鉄三河線沿線において住宅地形成の進んだ既成市街地のほか、今後の人口増加
の受け皿として、住宅市街地に隣接し一体的な市街地形成が望まれる区域も含め、
住居系ゾーンとして位置づけます。
（２）工業系ゾーン
新たな産業立地や既存工場の拡張に対応していくため、衣浦港沿岸部や内陸部に
おける既存の工業集積及びその周辺で新たな産業用地として確保する区域について
は、工業系ゾーンとして位置づけます。
（３）農業系ゾーン
郊外の市街化調整区域において、生産性の高い優良農地が広がっている区域につ
いては、今後もその生産機能を維持する農業系ゾーンとして位置づけます。
（４）商業系ゾーン
商業・サービス機能の誘導を図る主要鉄道駅周辺や幹線道路の沿道については、
生活利便性向上の観点から商業系ゾーンとして位置づけます。
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図：土地利用構想図

Ｎ

吉浜駅

三河高浜駅

◎
市役所
高浜港駅
凡

例

住居系ゾーン
工業系ゾーン
農業系ゾーン
商業系ゾーン
鉄道・駅
緑の拠点
地域高規格道路軸
都市幹線道路軸（供用済）
都市幹線道路軸（計画中）
河川軸
市域

ＭＥＭＯ
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４

地域展望

地域の個性や課題は、その地域に住んでいる人が一番良く知っている・・・。
高浜市には５つの小学校区があり、「地域でできることは地域で行う」を合言葉に、
小学校区単位で設立された住民自治組織「まちづくり協議会」が主体となって、
地域の個性・特徴を活かしたまちづくりが進められています。
平成 21 年（2009）には、地域住民の「こんなまちになったらいいな！」
「こんなまちにしていきたい！」という想いを集め、
小学校区単位のまちづくり目標や活動方針、取組内容等を
長期的な視点で定めた「地域計画」が策定されました。
市政運営にあたっては「地域計画」を“地域の想い”として尊重し、
地域の「やりたい！」「こうしたい！」という
自主的・自発的な取り組みを応援するとともに、
地域とともに協働して取り組んでいきます。

▲港小学校区

ＭＥＭＯ
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▲吉浜小学校区

▲翼小学校区
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高浜市の地域区分と
地域別将来像

【吉浜小学校区】

誰もが住みやすく
安心・安全で
活気のあるまち
吉浜小学校区

【翼小学校区】

安心・安全に
暮らせるまち
翼

翼小学校区
【高浜小学校区】

豊かな絆を
結び合う
愛着と誇りを
持てるまち

高浜小学校区
高取小学校区
【高取小学校区】

港小学校区

【港小学校区】

ふれあいのある
心豊かなまち

▲高取小学校区

心ふれあう
安全・安心なまち

▲高浜小学校区

ＭＥＭＯ
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ＭＥＭＯ
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第３章
基本計画
【前期】
平成２３年度（２０１１）～平成２５年度（２０１３）
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１

基本計画の体系

基本計画（前期）は、基本構想に定めた将来都市像「思いやり 支え合い 手と手をつな
ぐ 大家族たかはま」を実現するため、平成 23 年度（2011）から平成 25 年度（2013）
までに、市民・地域・事業者・関係機関・行政が協働して取り組むまちづくりの方向性や
目標を示すものです。

都市像 基本目標

目標
（１）市民とともに歩む経営を行います
指標１：目指すまちの姿である「思いやり

支え合い

手と手をつなぐ 大家族たかはま」を知っている人の割合
指標２：総合計画の評価や進行管理に参加したことがある

★総合計画の進行管理に行政評価シ
☆行政が実施していることを市民に
☆市民ニーズに基づいた経営を行う

人の数

（２）次世代のために、健全な財政運営を行います

思
い
や
り

Ⅰ．
みんなで考
え みんな
で汗かき
みんなのま
ちを創ろう

指標１：将来負担比率
指標２：市の財政状況に関心を持っている人の割合

★事業の見える化やムダの削減を行
★予算編成のプロセスや財政状況な
★公共施設の今後のあり方を市民と
☆財政計画に基づき、施策・事業の
☆市民サービスの向上につながるも
☆行うべき仕事にあわせて組織を構

支
え
合
い

（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

手
と
手
を
つ
な
ぐ
大
家
族
た
か
は
ま

指標１：「高浜市自治基本条例」を知っている人の割合

★「高浜市自治基本条例」に基づい

指標２：地域活動に参加したことがある人の割合

★地域の「どうしよう？」を解決し

指標３：地域活動に参加している職員の割合

★限られた財源を地域で有効活用す
☆新たな自治の仕組みづくりのため

（４）学びを通して人づくりを進め、夢と希望につなげます
指標１：高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合

★「高浜市生涯学習基本構想」を策

指標２：将来の夢を持っている子どもの割合

☆地域・学校・事業者・関係機関と
☆夢やロマンを語ることができる、
☆地域スポーツを通じて健やかな心
☆地域の良さ（歴史、文化、伝統、

（５）心たくましく健やかに育つ教育環境をつくります
Ⅱ．
学び合い
力を合わせ
て 豊かな
未来を育も
う

指標１：毎日をとても楽しいと感じている子どもの割合

★高浜市の教育のあり方を示し、教

指標２：学習に積極的に取り組む子どもの割合

☆子どもの学力、体力、心の成長と

指標３：過去１年間に地域行事、ボランティア活動に

☆家庭の教育力を高めるために、学

参画した子どもの割合

☆子どもが主体となって地域活動に
☆幼保小中一貫教育を視野に入れて

（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
指標１：子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合
指標２：子どもとふれあう行事に参加したことがある人の割合

★地域の人たちと交流したり、異年
★「たかはま子育ち・子育て応援計
★子どもを取り巻く人や地域、専門
★中学校卒業までの子どもの医療費
☆子どもの思いを理解し、子どもの
☆個々の実情に応じた相談体制や各
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目指すべき姿（個別目標）を 14 目標、目標値や目標を達成するための具体的な方策・
手段（こんなことに取り組みます）を 66 本掲げます。★はマニフェスト事業です。

こんなことに取り組みます（目標達成のための手段）

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。
わかりやすくお知らせします。
ため、市民意識調査などを実施し、多様な参画機会を創ります。

うため、事業仕分けの手法を活用します。
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。
ともに考えます。
実施にあたっては、緊急度や必要性などをもとに優先順位をつけるなど、メリハリのきいた予算編成に取り組みます。
のについては、国・県・近隣市などをはじめとした関係機関との広域的な連携を行います。
築し、目標を実行・達成するための体制を整えます。
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。
、「こうしたい！」という想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。
るため、「まちづくり総合交付金制度」の導入を検討します。
、市民力、職員力アップに取り組みます。
定し、「学習したい」「活動したい」という想いを応援します。
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。
未来に羽ばたく人材を育てます。
と身体を作り、市民交流の場を充実します。
産業等）を学び合い、愛着と誇りを高めていくため、地域学（高浜学）を立ち上げます。
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。
、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。
習機会と啓発活動を充実します。
参画できる環境をつくり、家庭・地域・学校との交流を活性化します。
、地域の総合的な教育環境の向上に努めます。
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。
画」（次世代育成支援対策地域行動計画）に基づき、利用者のニーズを反映した保育サービスを提供します。
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。
の無料化を継続します。
目線にたって、成長を支援できる大人を増やす取り組みを行います。
種講座を充実させ、子どもが健やかに育つ環境を整えます。
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都市像 基本目標

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
指標１：製造品出荷額等

★地域経済の振興を図るため、企業

指標２：小売商店の店舗数

★時代に即した地場産業への支援を

指標３：組織化・法人化した農業者団体の数

★経営基盤、技術競争力の強化を目

指標４：企業誘致制度を利用した件数

★安定的な農業経営に向けての支援
★公共工事や物品の調達について、
☆三州瓦産地の伝統の継承のため、
☆誰もが働きやすい仕組み・環境を
☆市内での消費が促進されるように

（８）地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます
指標１：コミュニティ・ビジネスの事業数（試験的運営含む）
指標２：まつり、イベントの来場者数（年間）

★コミュニティ・ビジネスの創出に
☆地域・事業者・関係団体と連携し

（９）みんなでまちをきれいにします

思
い
や
り
支
え
合
い

指標１：日ごろから省エネや省資源など環境に配慮した生活を

Ⅲ．
している人の割合
明日を生み
指標２：１人１日あたりの家庭系ごみ排出量
出すエネル
ギー やる
指標３：環境美化推進員の人数
気を活かせ (10)ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります
るまちをつ
指標１：長く住み続けたいと思う人の割合
くろう
指標２：歩きやすい、運転しやすいと感じている人の割合

★「高浜市みんなでまちをきれいに
★環境に配慮した街灯・防犯灯・公
☆「高浜市ごみ処理基本計画」に基
☆地域・学校・事業者・関係機関と
★衣浦大橋東交差点の立体化により
☆「高浜市都市計画マスタープラン
☆安心で快適な住環境やライフライ

手
と
手
を
つ
な
ぐ
大
家
族
た
か
は
ま

☆安全・快適・便利に移動できるよ

(11）自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てます
指標１：公園・緑地、街路樹や水辺空間づくりに参加したこ
とがある人の割合

★衣浦湾の自然環境を保全し、海浜
☆「高浜市緑の基本計画」に基づき

指標２：公園をよく利用する人の割合

(12）安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます
指標１：地震の備えができていると感じている人の割合

★災害等の緊急事態が発生した場合

指標２：街頭犯罪発生件数（年間）

★地域全体が連携できるように実践

指標３：交通事故発生件数（年間）

☆事故・事件を未然に防ぐとともに
☆地域や警察、関係機関と連携しな
☆地域と連携して、防犯灯などの防
☆治水対策や耐震化など、災害に強

(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
指標１：ボランティアひろばセンター登録数（人口１万人あたり） ★子どもの育ちを一貫して見守り、
指標２：不安や悩みごとを身近に相談できる人や場所がある
と思っている人の割合
指標３：地域で高齢者や障がい者等の見守りや生活の手助け

Ⅳ．
いつも笑顔
をしている人の割合
で健やかに
(14）一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
つながり
指標１：日常的に運動やスポーツを行っている人の割合
100倍ひろ
げよう
指標２：栄養や食生活に気をつけている人の割合
指標３：かかりつけ医を持っている人の割合

★チャレンジドの「働きたい」の実
☆「高浜市地域福祉計画」に基づき
☆地域や当事者などが連携して福祉
☆手助けが必要な人に対して、地域
★「シニア大学」などの学習の機会
★地域密着型施設など、高齢者の実
☆「健康たかはま２１」に基づき、
☆健康づくり推進委員や地域の様々
☆生涯を通じて健全な食生活を実践
☆医療機関それぞれの役割分担のも
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こんなことに取り組みます（目標達成のための手段）

誘致を積極的に進めます。
行います。
指す“がんばる事業者”（中小企業者）への支援を行います。
を行います。
市内業者が入札に参加しやすい環境を整えます。
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。
整えます。
、関係機関との連携を深めながら、事業者の魅力を引き出すような啓発活動を行います。
向けて、ＰＲ及び支援を行います。
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。
しよう条例」を推進します。
園灯を設置します。
づき、ごみの減量化に取り組みます。
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。
、交通の円滑化と安全対策の向上を進めます。
」に基づき、地域の特性に応じた土地利用や魅力ある景観づくりを進めます。
ンの整備を進めます。
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。
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。
、地域と連携しながら、特性を活かした公園・緑地、街路樹や水辺空間の整備・保全を行います。

に、全市をあげて迅速かつ総合的に対応する危機管理体制を整えます。
に即した防災ネットワークづくりを進めます。
、発生後に適切な対応を行うことができるよう、情報収集に努め、正確な情報を迅速に発信します。
がら、防犯活動や交通安全の啓発を行います。
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。
い基盤整備を進めます。
支援するため、こども発達センターを関係機関と連携して設置します。
現に向け、支援体制を整えます。
、「つながり、支えあい、安心のしくみづくり」を進めます。
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。
や関係機関と連携して、各々の事情に合った適切な支援や相談を受けられる体制を整えます。
の提供や、高齢者の健康づくりやボランティア活動に対する新たな支援制度を構築し、生きがいと健康づくりを応援します。
態を踏まえた介護サービスを提供します。
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。
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。
し、自らの健康を守るため、学校や地域などあらゆる場所や機会を通じて、食育を推進します。
と、連携を促進し、地域医療体制を充実します。
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２

基本計画の見方

・基本構想に掲げた「将来

基本目標Ⅰ

みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう

都市像」や「まちづくり
の基本目標」の実現に向
けて、目標（あるべき姿）

目標（１）

市民とともに歩む経営を行います

をワンフレーズで表現し
ています。
目標達成に向けての考え方
「市民は高浜市の共同経営者である」という観点に立ち、政策形
・世の中の動きや高浜市の

成過程や事業の実施・評価における市民参画を促進し、市民とと

現状・課題を踏まえ、目

もにＰ（計画）Ｄ（実行）Ｃ（評価）Ａ（改善）サイクルをまわし、市民

標達成に向けての考え方
や道筋を表しています。
・市民・地域・事業者・行
政が果たす役割について
も、触れていきます。

が主役の経営を行っていきます。
◆ 総合計画をまちづくりの共通目標とし、経営の中心に置い
て、実効的な運用を行っていくことが重要です。
◆ 総合計画の策定時と同様に、総合計画の実行、評価や進行
管理にも市民が参画することが大切です。
◆ 市民と行政が的確な判断や行動をできるようにするために
は、情報を共有することが欠かせません。

・目標を達成するための方
策・手段を具体的な内容

◆ まちづくりの目標達成に向けて、市民と行政が対話を重ね、
市民感覚の経営を行うことが必要です。

として示しています。
・マニフェストは、優先度

こんなことに取り組みます！

が高い事業として位置づ
けます。★で表示してい
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。
☆ 行政が実施していることを市民にわかりやすくお知らせしま
す。
☆ 市民ニーズに基づいた経営を行うため、市民意識調査などを

・市民とともに総合計画の

実施し、多様な参画機会を創ります。

進行管理を行うという観
点から、書き込みができ
るように、メモ欄を設け
ます。

24
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第３章 基本計画【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

・目標に掲げたまちの姿を
具体的に描いたもので、
３年後の高浜市が「こん
なふうだったらいいな
ぁ」、「こんなふうにして
いきたい」という想いを

目標が達成された姿

表しています。

◇ 市民と行政がまちづくりの目標・課題・解決策といった情報を共
有し、まちに対する愛着を深め、まちづくりに積極的に関わろうと
する市民が増えています。

・「目標」「目標が達成され
た姿」の達成度合いを示

◇ 総合計画の実行、評価や進行管理に多数の市民が参画し、わ
かりやすい経営が行われています。

す目安として「みんなで
目指すまちづくり指標」

◇ 職員は、市民の意見をじっくり聞き、行政の考えをきちんと伝え、
市民と真剣に対話しています。

を掲げます。
・現状値は、各々の指標に
関する直近のデータを示
しています。

みんなで目指すまちづくり指標
指標の値が増加する
目標の達成度を計る指標

現状値

目標値
（2013）

－

３０．０％

１） 目指すまちの姿である「思いやり
支え合い 手と手をつなぐ 大家族
たかはま」を知っている人の割合
２） 総合計画の評価や進行管理に
参加したことがある人の数

指標の
目指す方向

ことが望ましいこと
を示しています。
指標の値を維持する
ことが望ましいこと
を示しています。

－

１００人

指標の値が減少する
ことが望ましいこと
を示しています。

ex.写真

ex.図表

・取り組みに関連する写
真や、統計情報やアン
ケート結果などを図
表で示します。

ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

Ⅰ
みんなで考え
みんなで汗かき
みんなのまちを創ろう
“大家族”が互いに語り合いながら“生活方針”を立て、
それぞれの役割を発揮し、結束しながら“健全家計”を維持し、
みんなが幸せな生活を送れるようにします。
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅰ みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう
目標（1）

市民とともに歩む経営を行います
目標達成に向けての考え方
「市民は高浜市の共同経営者である」という観点に立ち、政策形成過程や事業の実施・
評価における市民参画を促進し、市民とともにＰ（計画）Ｄ（実行）Ｃ（評価）Ａ（改善）サイク
ルをまわし、市民が主役の経営を行っていきます。
◆ 総合計画をまちづくりの共通目標とし、経営の中心に置いて、実効的な運用を行って
いくことが重要です。
◆ 総合計画の策定時と同様に、総合計画の実行、評価や進行管理にも市民が参画す
ることが大切です。
◆ 市民と行政が的確な判断や行動をできるようにするためには、情報を共有することが
欠かせません。
◆ まちづくりの目標達成に向けては、市民と行政が対話を重ね、市民感覚の経営を行
うことが必要です。

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。
☆ 行政が実施していることを市民にわかりやすくお知らせします。
☆ 市民ニーズに基づいた経営を行うため、市民意識調査などを実施し、多様な参画機会
を創ります。

ＭＥＭＯ

28

第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 市民と行政がまちづくりの目標・課題・解決策といった情報を共有し、まちに対する愛着を
深め、まちづくりに積極的に関わろうとする市民が増えています。
◇ 総合計画の実行、評価や進行管理に多数の市民が参画し、わかりやすい経営が行われ
ています。
◇ 職員は、市民の意見をじっくり聞き、行政の考えをきちんと伝え、市民と真剣に対話してい
ます。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 目指すまちの姿である「思いやり
支え合い 手と手をつなぐ 大家族
たかはま」を知っている人の割合

―

３０．０％

２） 総合計画の評価や進行管理に参
加したことがある人の数

―

１００人

市

民

会

議

の

声

・市民ニーズをつかみながら改善をし
ていく仕組みがあるといいな。
・途中でも方針変更できる柔軟さがあ
るといいな。
・事業目的を明確にして、数値目標を
掲げて PDCA をまわしたいなぁ。
・市民もまじえて事業の進行管理がで
きないかなぁ。

ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅰ みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう
目標（２）

次世代のために、健全な財政運営を行います
目標達成に向けての考え方
限られた財源の中で、事業に優先順位をつけて、「あれかこれか」を選択し、メリハリのき
いた健全な財政運営を行っていきます。
◆ 施策の着実な実現のためには、中期的な財政見通しに基づき、計画的・効果的な財政
運営を行うことが重要です。
◆ 財政運営においては、｢納得のいく経費で納得のいく効果｣を挙げる努力が欠かせませ
ん。
◆ 予算編成の透明性を確保し、市民にわかりやすい財政運営を行うことが大切です。
◆ 市民に便利で効率的な行政サービスを提供することが求められています。

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。
★ 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。
★ 公共施設の今後のあり方を市民とともに考えます。
☆ 財政計画に基づき、施策・事業の実施にあたっては、緊急度や必要性などをもとに優
先順位をつけるなど、メリハリのきいた予算編成に取り組みます。
☆ 市民サービスの向上につながるものについては、国・県・近隣市などをはじめとした関

係機関との広域的な連携を行います。
☆ 行うべき仕事にあわせて組織を構築し、目標を実行・達成するための体制を整えま

す。
ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 事業に優先順位をつけ、「あれかこれか」を選択する仕組みができています。
◇ 地域の現状や課題をしっかりと把握し、歳出が最適化され、健全な財政運営が行われて
います。
◇ 財政に関する情報が市民に浸透し、市民が当事者意識をもって、市の財政状況を見てい
ます。
◇ 効率的に行政サービスが提供され市民に喜ばれています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

現状値

目標値

指標の

（2013）

目指す方向

１） 将来負担比率＊

２０．９％

将来負担なし

２） 市の財政状況に関心を持っている
人の割合

７４．２％

８０．０％

＊将来負担比率・・・市全体で、市が将来的に負担する可能性のある借金の総額が、市の 1 年間の収入と比べどれ
くらい多いかを示す指標。（家庭に例えると、借金の残高が年収の何年分に相当するかを示し
た割合。例：２０．９％→年収の１．２０９年分の借金の残高があることになります。）

市

民

会

議

の

声

・ 収支バランスのとれた健全な財政運営
をしてほしいなぁ。
・ いろんな事業において受益者負担の原
則は大事だと思うけど・・・。
・ 市の財政をわかりやすく知らせてほし
いなぁ。
・ 必要に応じて近隣市と連携してほしい
なぁ。

ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅰ みんなで考え みんなで汗かき みんなのまちを創ろう
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
目標達成に向けての考え方
元気で活力に満ちたまちづくりを目指し、「高浜市自治基本条例」の趣旨を活かして地域の
課題解決や魅力の向上に向けて知恵を出し合い、ともに汗をかいていきます。
◆ 「自分たちの地域のことは、自ら考え、自ら責任を持って行動する」という意識のもと、
市民主体のまちづくりを行うことが重要です。
◆ 地域内分権＊推進の担い手として、小学校区を単位とする「まちづくり協議会」を支援
することが大切です。
◆ 職員は、地域の課題解決に向けた取組みに対し、自らの責務として率先して市民や地
域などと連携することが必要です。
＊ 地域内分権

・・・地域を構成する市民が互いに支えあいながら安心して暮らすことのできる地域社会を実現
するため、地域の自主性・主体性を尊重し、市民と行政がお互い補完しあいながらまちづく
りを行うこと。

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。
★ 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。
★ 限られた財源を地域で有効活用するため、「まちづくり総合交付金制度」の導入を検討
します。
☆ 新たな自治の仕組みづくりのため、市民力、職員力アップに取り組みます。

ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 市民と行政の意見交換が活発に行われ、お互いの信頼関係が深まり、ともにまちづくり
を行っています。
◇ 地域の課題を地域の自主的・主体的な活動により解決する取り組みが活発に行われて
います。
◇ 市民同士がきちんと話し合いをして、お互いに納得できる合意を創り出すなど自治力が
向上しています。
◇ 多くの市民がまちづくりに関わり、地域のニーズに即して税が有効に活用されています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

１） 「高浜市自治基本条例」を知ってい
る人の割合

現状値

目標値

指標の

（2013）

目指す方向

―

３０．０％

２） 地域活動に参加したことがある人の
割合

４５．４％

５５．０％

３） 地域活動に参加している職員の割
合

４５．０％

６０．０％

市

民

会

議

の

声

・ 市民力アップのために、「市政につい
て」とか「行政の仕組みについて」学
べる講座があるといいなぁ。
・ 職員もまちに出て積極的に汗をかいて
ほしいなぁ。
・ 自治基本条例は、いかに市民に広めて
いくかがポイントだね。

ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

Ⅱ
学び合い
力を合わせて
豊かな未来を育もう

生涯を通じて学びあい、育みあうことによって
個性や能力を伸ばし、
夢と希望と感動に出会える“大家族”を目指します。

35

第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回策定委員会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅱ 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう
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
目標達成に向けての考え方
子どもを生涯学習の「根っこ」と捉え、子どもが夢と希望を持って青少年から社会人へと成
長し、大人もまち自体も、大地から大樹のように一緒に成長し、次の時代へつなげていき
ます。
◆ 学ぶ意欲につながる感動や体験にたくさん出会い、子どもたちが未来に向かって力強
くはばたくためには、地育力＊を蓄えていくことが重要です。
◆ 学び、文化活動、スポーツなど、好きなことに取り組むことができる環境づくりが求めら
れています。
◆ 歴史や伝統文化、地域資源を掘り起こし、次の世代へ継承し、我がまちへの愛着と誇
りを高めていくことが大切です。
＊地育力・・地域の歴史・文化・産業・人などの資源を活用し、その価値を知ることによって、豊かな感性や生きる
力を育み、「社会の担い手」を育てていく地域の力。

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。
☆ 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。
☆ 夢やロマンを語ることができる、未来に羽ばたく人材を育てます。
☆ 地域スポーツを通じて健やかな心と身体を作り、市民交流の場を充実します。
☆ 地域の良さ（歴史、文化、伝統、産業等）を学び合い、愛着と誇りを高めていくため、
地域学（高浜学）を立ち上げます。
ＭＥＭＯ
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目標が達成された姿
◇ 感動との出逢いにより、子どもたちが成長し、次の世代へ夢とロマンを語り継いでいま
す。
◇ 市民が学ぶ力を高め、学んだ成果をまちづくりに積極的に活かしています。
◇ 地域資源が次の世代へ継承され、地域に息づいています。
◇ 「たかはまが大好き」という市民が増えています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 高浜市に愛着や誇りを持っている
人の割合

６４．０％

６８．０％

２） 将来の夢を持っている子どもの割
合

７７．８％

８０．０％

ex.写真

ex.図表

ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅱ 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう
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
目標達成に向けての考え方
次世代を担う子どもを心身ともに健やかに育むために、家庭・地域・学校の連携を強化
し、みんなで育てる環境をつくっていきます。
◆ 子どもの学力を向上させ、健康な身体と豊かな心を育むためには、家庭・地域,・学校
の教育力を高めていくことが重要です。
◆ 家庭・地域・学校がネットワークを構築し、それぞれが支え合い、連携しながら、子ども
を育む体制をつくることが大切です。
◆ 地域との関わりを大切にした“市民の学び舎”となる教育環境を整えることが必要で
す。

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。
☆ 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。
☆ 家庭の教育力を高めるために、学習機会と啓発活動を充実します。
☆ 子どもが主体となって地域活動に参画できる環境をつくり、家庭・地域・学校との交流
を活性化します。
☆ 幼保小中一貫教育を視野に入れて、地域の総合的な教育環境の向上に努めます。
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 子どもが心身ともに健康で、夢や希望を持ち、毎日が楽しいと感じています。
◇ 確かな学力と生きる力が育まれ、一人ひとりの個性が伸びています。
◇ 教師、家庭だけでなく、地域の様々な人が子どもと関わっています。
◇ 高浜市の特性に合った教育環境が整っています。
◇ 子どもが地域活動に主体的に参画しています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 毎日をとても楽しいと感じている子ど
もの割合

４９．０％

５５．０％

２） 学習に積極的に取り組む子どもの割
合

６５．８％

７０．０％

３） 過去一年間に地域行事、ボランティ
ア活動に参画した子どもの割合

１３．６％

２０．０％

ex.写真

ex.図表
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅱ 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう
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
目標達成に向けての考え方
家庭だけでなく、地域・事業者・関係機関と連携して、多様なライフスタイルやニーズに対
応し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整えていきます。
◆ 地域に根ざしたネットワークを構築し、地域全体で子育ち・子育てを支えることが重要
です。
◆ 子どもの目線を大切にし、まわりの大人が寄り添って、子どもの育ちを見守ることが大
切です。
◆ 子育て中の親が、子どもとともに育ちあえるような環境をつくることが必要です。

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。
★ 「たかはま子育ち・子育て応援計画」（次世代育成支援対策地域行動計画）に基づき、
利用者のニーズを反映した保育サービスを提供します。
★ 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。
★ 中学校卒業までの子どもの医療費の無料化を継続します。
☆ 子どもの思いを理解し、子どもの目線にたって、成長を支援できる大人を増やす取り組
みを行います。
☆ 個々の実情に応じた相談体制や各種講座を充実させ、子どもが健やかに育つ環境を整
えます。
ＭＥＭＯ
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 安心して子どもを産み、育てられるようになっています。
◇ 地域の見守りの中で、子どもがのびのびと活動する姿が見られます。
◇ 地域・事業者・関係機関と連携して、子育ち・子育てを支える体制ができています。
◇ 子育てや仕事を楽しむ親が増え、親子の対話やコミュニケーションが活発になっていま
す。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

１） 子どもを産み、育てやすいと感じて
いる人の割合
２） 子どもとふれあう行事に参加したこ
とがある人の割合

ex.写真

現状値

目標値

指標の

（2013）

目指す方向

５９．０％

６２．０％

４５．１％

４８．０％

ex.図表
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

Ⅲ
明日を生み出すエネルギー
やる気を活かせる
まちをつくろう

“大家族”が楽しく暮らせる生活環境を、
まちの資源を活かしながら、
みんなでまちのエネルギーを生み出していきます。
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
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
目標達成に向けての考え方
産業は、まちに活力を生み出し、市民の働く場の確保や所得を得る、消費の場となるなど
安定した市民生活を支える基盤です。地域産業の振興、企業誘致の促進、企業や事業者
の新たな取り組みや意欲・挑戦を応援していきます。
◆ 中小・零細企業対策の充実と地場産業の持続的な発展に向けて、支援していくことが
重要です。
◆ 身近な場所で買い物できる環境を維持していくためには、地元商店の活性化に向けた
取り組みが大切です。
◆ 農畜産業が今後も持続し、発展していくためには、支援をしていくことが必要です。

こんなことに取り組みます！
★ 地域経済の振興を図るため、企業誘致を積極的に進めます。
★ 時代に即した地場産業への支援を行います。
★ 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。
★ 安定的な農業経営に向けての支援を行います。
★ 公共工事や物品の調達について、市内業者が入札に参加しやすい環境を整えます。
☆ 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。
☆ 誰もが働きやすい仕組み・環境を整えます。
☆ 市内での消費が促進されるように、関係機関との連携を深めながら、事業者の魅力
を引き出すような啓発活動を行います。
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 企業や事業者が特色ある活動が活発になっており、市内の雇用が安定しています。
◇ 地元の商店の売り上げが増加し、地域の消費者の支持を得られています。

◇ 農地が活用され、人材確保が進み、地産地消の推進により経営基盤が強化されています。
◇ 市内業者の受注機会が増え、売上が増加し、元気になっています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

現状値

１） 製造品出荷額等

指標の

（2013）

目指す方向

4,923.4 億円

4,923.4 億円

３９０店舗

３９０店舗

０団体

１団体

５件

１１件

２） 小売商店の店舗数
３） 組織化・法人化した農業者団体の
数
４） 企業誘致制度を利用した件数

市

目標値

民

会

議

の

声

・ 地場産業の伝統技術の継承は、地域資源（地域の財産）として捉えて、地域・関係機関と連
携して支援していく必要があるよね！
・ 「市内事業者アンケート*」の結果から、仕事の需要と供給の情報交換ができると良い。そ
のためのネットワークを構築するための支援が必要じゃないかな？
・ 「市内商店アンケート*」の結果から、各種支援・融資制度を分かりやすく伝えることが必
要だね！
・ 営農者の組織化・法人化が経営基盤の安定につながり、新たな作物の生産や加工が進むんじ
ゃないかな?
・ 農業は、生産から消費が循環するシステムの構築が必要なんじゃないかな。
・ 働く人の健康（特にメンタル部分）に対する意識を高める講演会や出前トークを実施するこ
とが大切なんじゃないかな？
・ ギッザニア（子ども向け職業体験）のような体験就労に対する企業への支援が必要だね！
・ 市外からの買い物客を増やすのも大切だね。
＊市民会議（産業分科会）が市内業者に対して実施したアンケート（平成２２年３月）
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
目標（８）

地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます
目標達成に向けての考え方
市民が主体となって、地域の課題をビジネスの手法によって解決し、人と人とのつながり
を重視し、関わる人が喜びや楽しさ、いきがい、やりがいを感じながら、地域を豊かにして
いく新たなビジネスの芽を育んでいきます。
◆ 意欲を持った市民や団体が、地域の課題解決・活性化に向けた活動を興すことが望
まれています。
◆ 一人ひとりの能力や個性が発揮でき、年齢やライフスタイルに応じた多様な生き方を
応援するためには、コミュニティ・ビジネス＊の担い手となる人材育成や起業支援が必
要です。
◆ 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
くことが大切です。
◆ 地域の元気を創り出すとともに生活の質を高め、経済的に自立して暮らすことができ
るようにするためには、新たなビジネスをまちづくりにつなげていくことが重要です。

＊「コミュニティ・ビジネス」・・・市民が主体となって、地域の課題をビジネスの手法により解決し、コミュニティの再生
を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業の総称。

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。
☆ 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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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ コミュニティ・ビジネスに対する理解や関心が高まり、地域課題の解決を図ろうとする市
民が自発的に行動しています。
◇ 身近な課題解決につながるきめこまやかなサービスが市民の手により行われ、幸せだ
と感じる人が増えています。
◇ 市民の手で地域資源が掘り起こされ、まちの魅力が高まっています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

１） コミュニティ・ビジネスの事業数
（試験的運営含む）
２） まつり、イベントの来場者数（年間）

現状値

目標値

指標の

（2013）

目指す方向

０件

２件

１２８，４００人

市

１３１，０００人

民

会

議

の

声

・ 観光資源の発掘、海を資源として利用でき
たらいいね。……ジェットスキーの大会の
開催なんてアリ?
・ 地域イベントをスケールの大きなもの（イ
ベントの融合）にしていったらどう？……
菊（市の花）のイベントとか？
・ 商工と観光の垣根（行政組織の統合）をな
くして、情報発信や地域の連携を活発に
し、観光の推進体制を充実させることが必
要だよね！
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
目標（９）

みんなでまちをきれいにします

目標達成に向けての考え方
人類の共有財産である地球環境を守るため、一人ひとりが地球環境に対する意識を高
め、地域・学校・事業者・関係機関と力を合わせて環境に配慮した取り組みを実践し、環
境の負荷が少ない、快適できれいなまちを、次世代に引き継ぎます。
◆ さらなるごみの削減を行うためには、まずはごみをつくらない（リデュース）、再使用で
きるものは再使用する（リユース）、再生利用（リサイクル）の「３Ｒ」活動を推進すること
が重要です。
◆ 一人ひとりが地球環境問題に関心を持ち、きれいで住みやすいまちをつくるために
は、環境学習・環境美化・環境保全活動などの取り組みが大切です。
◆ 地球温暖化対策を推進するためには、新エネルギーや省エネルギーなど新たな技術
の活用が必要です。

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。
★ 環境に配慮した街灯・防犯灯・公園灯を設置します。
☆ 「高浜市ごみ処理基本計画」に基づき、ごみの減量化に取り組みます。
☆ 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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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 地球環境に対する意識が高まっています。
◇ 資源化が進み、ごみの量が減っています。
◇ ごみの散乱がなく、きれいで住みやすいまちになっています。
◇ 環境に配慮して行動する市民、事業者が増えています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 日ごろから省エネや省資源など環
境に配慮した生活をしている人の
割合

７９．２％

８５．０％

５５６g

４００g

１，７９１人

２，１００人

２） １人１日あたりの家庭系ごみ排出
量
３） 環境美化推進員の人数

ex.写真

ex.図表
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
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

目標達成に向けての考え方
住み続けたいと思える快適さとやすらぎのあるまちづくりのために、その骨格となる交通網、
良質な住環境や充実したライフラインなど、都市を形成するそれぞれの要素を調和（ハーモ
ニー）させていきます。
◆ 市の魅力を高める都市環境を形成するためには、将来を見据えた秩序ある土地利用の
推進を図り、快適な住環境を整備していくことが重要です。
◆ まちの価値を高めていくには、地域資源を活かした魅力あふれる景観を守り、創ることが

大切です。
◆ 誰もが気軽に外出できるようにするためには、安全でスムーズに移動のできる環境を整
えることが必要です。
◆

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。
☆ 「高浜市都市計画マスタープラン」に基づき、地域の特性に応じた土地利用や魅力あ
る景観づくりを進めます。
☆ 安心で快適な住環境やライフラインの整備を進めます。
☆ 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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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 安心して楽しく暮らせる住環境、ライフラインの整備が推進されています。
◇ 誰もが日常生活において、スムーズに移動できる環境づくりが行われています。
◇ 地域資源を活かした魅力あふれる景観が形成され、まちに対する愛着や誇りが高まってい
ます。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

１） 長く住み続けたいと思う人の割合
２） 歩きやすい、運転しやすいと感じて
いる人の割合

ex.写真

現状値

目標値

指標の

（2013）

目指す方向

７６．９％

８２．０％

５２．１％

５７．０％

ex.図表
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第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）
基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
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
目標達成に向けての考え方
地域資源や公園・緑地、水辺をネットワークとしてつなぐことにより、地域の魅力向上や自
然と調和した都市環境をつくっていきます。
◆ 小さな子どもからお年寄りまで誰もが、安心して楽しく遊べ、憩いの場となるような公
園・緑地等を整備することが大切です。
◆ 公園・緑地等を地域の財産として捉え、愛着と誇りを持てるようにするためには、地域
とともにそれらを守り育てていくことが必要です。
◆ 自然災害に備えるためには、公園・緑地の避難所等の防災機能の充実が欠かせま
せん。

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。
☆ 「高浜市緑の基本計画」に基づき、地域と連携しながら、特性を活かした公園・緑地、
街路樹や水辺空間の整備・保全を行います。
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目標が達成された姿
◇ 公園などが市民の憩いの場として愛されており、「自分たちの公園」という意識が高まっ
ています。
◇ 四季を通じて心にうるおいと安らぎを与える環境が整い、健康づくりや憩いの場として活
用され、笑顔とにぎわいであふれています。
◇ 町中が花や緑であふれ、鳥や魚が喜ぶ自然環境が保たれています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 公園・緑地、街路樹や水辺空間づく
りに参加したことがある人の割合

２５．６％

３０．０％

２） 公園をよく利用する人の割合

１４．５％

１９．５％

ex.写真

ex.図表
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基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう
目標（１２）

安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます
目標達成に向けての考え方
身近に起きる犯罪や大地震、台風、集中豪雨、伝染病などの危機から生命を守ること
は、まちづくりの根幹に関わります。被害を最小限に食い止めるため、「自らの安全は自
らが守る」、「地域の安全は地域で守る」という意識を持ち、市民・地域・行政がそれぞれ
の役割のもとに、危機・災害発生時の対応能力を高めていきます。
◆ 東海地震・東南海地震・南海地震や集中豪雨といった災害発生に備えるためには、
被害の未然防止、発生時の対応、復旧対策など、防災体制を強化することが重要で
す。
◆ 空き巣・詐欺などの犯罪に対する備え、交通安全対策、食の安全確保といった生活
の安全を守るためには、市民・地域・事業者・関係機関と連携し、地域ぐるみの取り
組みを行うことが大切です。
こんなことに取り組みます！
★ 災害等の緊急事態が発生した場合に、全市をあげて迅速かつ総合的に対応する危
機管理体制を整えます。
★ 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。
☆ 事故・事件を未然に防ぐとともに、発生後に適切な対応を行うことができるよう、情報
収集に努め、正確な情報を迅速に発信します。
☆ 地域や警察、関係機関と連携しながら、防犯活動や交通安全の啓発を行います。
☆ 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。
☆ 治水対策や耐震化など、災害に強い基盤整備を進めます。
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目標が達成された姿
◇ 誰もが安心で安全だと感じながら暮らしています。
◇ 防犯・防災意識が向上し、市民・地域・事業者・関係機関と連携して、防犯・防災活動に
取り組んでいます。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 地震の備えができていると感じて
いる人の割合

２２．３％

２５．０％

４０３件

３８２件

２２０件

１９８件

２） 街頭犯罪発生件数（年間）
３） 交通事故発生件数（年間）

ex.写真

ex.図表
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Ⅳ
いつも笑顔で健やかに
つながり 100 倍ひろげよう

一人ひとりが、いつまでもその人らしく、
いきいきと暮らせるよう、
お互いを尊重し、助け合いながら、
あたたかく包み込む“大家族”を創っていきます。
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基本目標Ⅳ いつも笑顔で健やかに つながり１００倍ひろげよう
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
目標達成に向けての考え方
今、地域の中には、「近所に知り合いがいない」、「行き場がない」、「独り暮らしで病気にな
ったときは不安」といった問題を抱え、地域で孤立する人が増えています。地域・事業者・
関係機関と連携して、誰もが住み慣れた地域で、その人らしく、安心して心豊かに暮らせ
るまちづくりを進めていきます。
◆ 一人ひとりが福祉を身近なものとして捉え、主体的に関わることができるようにするた
めには、福祉に対する理解を深め、担い手を育成することが重要です。
◆ 障がい等のある方との交流機会を通して、障がい等への理解を深め、地域共生のま
ちづくりを進めていくことが大切です。
◆ 支援を必要とする人が、自立し安心して暮らせるようにするためには、助け合いの基
盤をつくることが必要です。
◆ 暮らしの中で生じる様々な課題やニーズにきめ細かく対応ができるようにするために
は、相談体制を充実させ、自立に向けた取り組みが欠かせません。

こんなことに取り組みます！
★ 子どもの育ちを一貫して見守り、支援するため、こども発達センターを関係機関と連
携して設置します。
★ チャレンジド＊の「働きたい」の実現に向け、支援体制を整えます。
☆ 「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。
☆ 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。
☆ 手助けが必要な人に対して、地域や関係機関と連携して、各々の事情に合った適切
な支援や相談を受けられる体制を整えます。
＊チャレンジド・・・障がいをもっていることにより、挑戦する資格と機会を与えられた人

ＭＥＭＯ

58

第３章 基本計画 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標が達成された姿
◇ 町のあちらこちらで気軽にあいさつを交わしたり、交流やふれあいの光景が見られます。
◇ 多くの市民が、地域での支え合いの担い手として活躍しています。
◇ 障がい等のある方と障がい等への理解を深めた市民が、地域でともに支えあい、誰もが
住み慣れた地域で、その人らしくいきいきとした生活を送っています。
◇ 地域や関係機関と連携し、ともに支えあっていく福祉のネットワークづくりが進んでいま
す。

みんなで目指すまちづくり指標
目標の達成度を計る指標

現状値

１） ボランティアひろばセンター登録数
（人口 1 万人当たり）

目標値

指標の

（2013）

目指す方向

３８５人

４６４人

２） 不安や悩み事を身近に相談できる人や
場所があると思っている人の割合

７６．９％

８０．０％

３） 地域で高齢者や障がい者等の見守り
や生活の手助けをしている人の割合

２６．５％

３０．０％

市
・
・
・
・
・
・
・
・

民

会

議

の

声

福祉＝人とのふれあい、思いやりの行動だよね。
人の温かさに触れたり、感じたりすると福祉の芽がすくすく育つようだね
スポーツやお祭り、いろんなイベントで人とつながることを楽しむことも福祉だよね。
人を思いやったり、気遣ったりして「おたがいさま」に支え支えられて暮らすことが福祉で
しょ。
まちの安心安全を考えたら、身近な人と交わることって、とっても大切。
まずは、
「あいさつ」で人とのつながりをひろげることが、一番大切にしなければいけない福
祉だよね。
「障がい」や「高齢」って福祉をひろげるカテゴリーではあるけど、普段の暮らしの中でい
ろんな人とふれあっていくことも福祉じゃないかな。
福祉を特別なものにしないで、人にやさしいまちづくりにつなげられたらすてきだね。
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基本目標Ⅳ いつも笑顔で健やかに つながり１００倍ひろげよう
目標（１４）

一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
目標達成に向けての考え方
誰もが健やかに生きがいを持ち、はつらつと生活していくためには、何よりも健康が大切
です。健康は自分でつくり、守るものですが、個人の健康を支援する地域、事業者、関係
機関の役割も重要であることから、ともに健康づくりをバックアップしていきます。
◆ 食生活の改善など生活習慣病にかからないための正しい知識を身につけたり、運動
機能の維持・向上に努めるなど、病気や要介護の状態を未然に防ぐ一次予防に重点
を置き、健康寿命対策に取り組むことが重要です。
◆ 一人ひとりが予防から治療まで一貫した健康管理を行うためには、自分の健康につ
いて何でも気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つことが大切です。
◆ 認知症高齢者や単身高齢者、高齢者世帯など、支援を必要とする高齢者の増加に対
応するためには、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるサービスを、地域とともに充実
していくことが必要です。
こんなことに取り組みます！
★ 「シニア大学」などの学習の機会の提供や、高齢者の健康づくりやボランティア活動
に対する新たな支援制度を構築し、生きがいと健康づくりを応援します。
★ 地域密着型施設など、高齢者の実態を踏まえた介護サービスを提供します。
☆ 「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。
☆ 生涯を通じて健全な食生活を実践し、自らの健康を守るため、学校や地域などあら
ゆる場所や機会を通じて、食育を推進します。
☆ 医療機関それぞれの役割分担のもと、連携を促進し、地域医療体制を充実します。
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目標が達成された姿
◇ 健康や介護予防に関する知識が身についています。
◇ 毎日、健康づくり活動が地域で展開されています。
◇ 一人ひとりが「かかりつけ医」を持ち、自分の体質・体調・病気について相談することがで
きます。
◇ 健康診査受診率が向上し、早期発見・早期治療ができ、健康寿命が伸びています。

みんなで目指すまちづくり指標
目標値

指標の

（2013）

目指す方向

目標の達成度を計る指標

現状値

１） 日常的に運動やスポーツを行って
いる人の割合

３４．３％

４０．０％

２） 栄養や食生活に気をつけている人
の割合

８０．２％

８３．０％

３） かかりつけ医を持っている人の割
合

６８．４％

７１．５％

市

民

会

議

の

声

・ 子どもの健康は親の責任でもあるよ
ね。
・ 忙しい若い人ほど、健康に対する意識
が必要だよね。
・ 高齢者には健康だけでなく、生きがい
も大切だよね。
・ 普段からかかりつけ医との信頼関係を
築くことは大切だよね。
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資料編 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

第
資料編

■ 高浜市総合計画審議会 委員名簿
■ 策定体制図
■ 諮問・答申
■ 策定のあゆみ
■ 「みんなで目指すまちづくり指標」一覧表
■ 高浜市自治基本条例
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■ 高浜市総合計画審議会 委員名簿
氏名
会

備考

長

中川

幾郎

帝塚山大学大学院教授

副会長

板倉

良平

高浜市の未来を描く市民会議 自治基本条例分科会リーダー

委

員

神谷

小百合

高浜市の未来を描く市民会議 自治基本条例分科会サブリーダー

委

員

小笠原

委

員

竹内

委

員

委

芳夫

高浜市の未来を描く市民会議

行財政運営分科会リーダー

一仁

高浜市の未来を描く市民会議

教育分科会リーダー

尾方

勝利

高浜市の未来を描く市民会議

生涯学習分科会リーダー

員

鈴木

康博

高浜市の未来を描く市民会議 子育ち・子育て分科会リーダー

委

員

神谷

環光

高浜市の未来を描く市民会議

産業分科会リーダー

委

員

竹内

亨弘

高浜市の未来を描く市民会議

環境分科会リーダー

委

員

神谷

和之

高浜市の未来を描く市民会議

都市基盤分科会リーダー

委

員

古橋

知美

高浜市の未来を描く市民会議

地域福祉分科会リーダー

委

員

神谷

通夫

高浜市の未来を描く市民会議

健康分科会リーダー

委

員

磯貝

正隆

前

高浜市議会議長（委員任期

委 員

小野田由紀子

高浜市議会議長

委

杉浦

高浜市副市長

員

ex.写真
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幸七

ex.写真

H21.12.21～H22.5.14）

（委員任期 H22. 5.14 ～H23.3.31）

資料編 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

■ 策定体制図
総合計画審議会
★委員（１４名）
会 長 中川幾郎（帝塚山大学大学院教授）
副会長 板倉良平（市民会議自治基本条例分科会リーダー）
委 員 市民会議各分科会リーダー、
自治基本条例分科会サブリーダー、議長、副市長
提案

意見

高浜市の未来を描く市民会議
★位置づけ
総合計画案と自治基本条例案を「市民」
「行政」が協働で作成する
作業部会。作業終了後は、計画・条例の推進役を期待。
★メンバー
市民 9１名 職員 57 名
★分科会構成
答申

協働自治

諮問

教育・子ども

活力創造

福祉・健康

①自治基本条例

18 名

意見の

②行財政運営

16 名

吸い上げ

③教育

12 名

④生涯学習

14 名

⑤子育ち・子育て

12 名

⑥産業

16 名

⑦環境

9名

⑧都市基盤

15 名

⑨地域福祉

20 名

⑩健康

16 名

参画

※各分科会の進行・とりまとめ責任者としてリーダー・サブリーダーを選出（市民・職員ともに）

参画

資料提供・各種
調査を依頼

市民意見を吸い上げ
（政策立案に活用）

行政

オブザーバー参加

議会

市長
総合計画等策定委員会

可決

（副市長、教育長、部長職で構成）

（事務局） 地域政策Ｇ

・審議会へ参画（議長）
・市民会議へオブザーバー参加

議案上程

高浜市の未来を描く市民会議（職員）
各分科会に参画し、各Ｇの協力を仰ぎなが
ら計画案・条例素案を作成する
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■ 諮問

２１高地政第８８号
平成２１年１２月２１日
高浜市総合計画審議会
会

長

中 川 幾 郎

殿
高浜市長

吉 岡 初 浩

第６次高浜市総合計画について（諮問）

高浜市総合計画審議会条例に基づき、「第６次高浜市総合計画」について、貴会の
調査、審査を求めます。
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■ 答申

平成
高浜市長

吉 岡 初 浩

年

月

日

殿
高浜市総合計画審議会
会

長

中

川

幾

郎

第６次高浜市総合計画の策定について（答申）

平成２１年１２月２１日付け２１高地政第８８号で諮問のありました標記の件につい
て、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

検討中
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■ 策定のあゆみ
年月日

内容

＜平成 20 年＞
8月
10 月頃～
＜平成 21 年＞
2月

8～9 月

各小学校区において「地域計画」の策定作業に着手
小・中学生アンケートの実施

各小学校区「地域計画」策定完了

9 月 14 日

地域計画発表会〔高浜市役所〕

12 月 2 日

高浜市の未来を描く市民会議（第１回）
・キックオフ式

12 月 12 日

まちづくりシンポジウム「自治を築く

12 月 21 日

高浜市総合計画審議会（第１回）
・会長、副会長の選出
・諮問
・審議会の運営について

12 月 25 日

高浜市の未来を描く市民会議（第２回）
・中川幾郎先生（帝塚山大学大学院教授）をお迎えして

＜平成 22 年＞
1 月 25 日

2 月 10 日
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市民意識調査の実施

自治を育む」〔中央公民館ホール〕

高浜市総合計画審議会（第２回）
・第６次総合計画策定基本方針(案)について
・高浜市の未来を描く市民会議の進め方(案)について
高浜市の未来を描く市民会議（第３回）
・高浜市の姿を知る（人口動向、財政状況について）

分科会活動が本格化。
最終案をまとめあげるまで
に分科会単位での会合も含
めると約 120 回開催される。

3月4日

高浜市の未来を描く市民会議（第４回）
・ワークショップ「第６次総合計画で『これだけは実現したい！』を考えよう」

4月7日

高浜市の未来を描く市民会議（第５回）
・検討状況の報告＆各分科会による検討作業

4 月 15 日

高浜市総合計画審議会（第３回）
・第６次高浜市総合計画の構成（案）について
・第６次高浜市総合計画〔基本計画〕フォーマット（案）について
・第６次高浜市総合計画〔基本計画〕の成果指標について
・高浜市の未来を描く市民会議 各分科会の進捗状況について

4 月 26 日

高浜市の未来を描く市民会議（第６回）
・まちづくりの合言葉を考えよう＆各分科会による検討作業

5 月 31 日

高浜市の未来を描く市民会議（第７回）
・まちづくりの合言葉をみんなで決めよう＆基本目標を考えよう

6 月 17 日

高浜市総合計画審議会（第４回）
・高浜市の未来を描く市民会議の進捗状況について
・中間公表の方法等について
・基本構想（素案）について
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年月日
＜平成 22 年＞
6 月 30 日

内容
高浜市の未来を描く市民会議（第８回）
・総合計画基本計画（素案）＆自治基本条例（素案）の発表

7 月 12 日

高浜市総合計画審議会（第５回）
・自治基本条例（素案）について

7 月 29 日

高浜市の未来を描く市民会議（第９回）
・自治基本条例をもっと知ろう

8月3日

高浜市総合計画審議会（第６回）
・自治基本条例（素案）について
・素案発表会について

9月3日

高浜市の未来を描く市民会議（第１０回）
・中間公表に向けて基本計画（案）を仕上げよう

9 月 16 日

高浜市総合計画審議会（第７回）
・「車座談議」「出前トーク」について
・総合計画中間発表(案）について
・素案発表会の進行について
・今後の策定スケジュールについて

9 月 19 日

総合計画・自治基本条例 素案発表会〔いきいき広場ホール〕

9 月 19 日～
10 月 18 日

パブリックコメントの実施

10 月 5 日～
10 月 15 日

市民意識調査、小・中学生アンケートの実施

10 月 22 日

11 月 8 日

11 月 16 日

12 月 9 日

12 月 22 日

＜平成 23 年＞
1 月 13 日

高浜市の未来を描く市民会議（第１１回）
・「こんなことに取り組みます」を具体化しよう
高浜市総合計画審議会（第８回）
・自治基本条例の修正案について
・総合計画（素案）の修正作業について
高浜市の未来を描く市民会議（第１２回）
・「みんなで目指すまちづくり指標」の目標値を検討しよう
高浜市の未来を描く市民会議（第１３回）
・総合計画（最終案）を仕上げよう（市民会議としての基本計画案を発表しよう）
高浜市総合計画審議会（第９回）
・中間公表（案）に対する意見とその対応について
・総合計画（修正案）の検討について

高浜市総合計画審議会（第１０回）
・答申
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■ 「みんなで目指すまちづくり指標」一覧表
目標の達成度を計る指標

現状値

目標値
（2013）

目指すまちの姿である「思いやり 支え合
い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」を
知っている人の割合

―

３０．０％

―

１００人

２０．９％

将来負担なし

７４．２％

８０．０％

―

３０．０％

４５．４％

５５．０％

４５．０％

６０．０％

６４．０％

６８．０％

７７．８％

８０．０％

４９．０％

５５．０％

６５．８％

７０．０％

１３．６％

２０．０％

５９．０％

６２．０％

４５．１％

４８．０％

4,923.4 億円

4,923.4 億円

３９０店舗

３９０店舗

０団体

１団体

５件

１１件

目標
（１）
市民とともに歩む
経営を行います

総合計画の評価や進行管理に参加した
ことがある人の数

（２）

将来負担比率

次世代のために、
健全な財政運営を
行います

市の財政状況に関心を持っている人の
割合

（３）

「高浜市自治基本条例」を知っている人

市民と行政が

の割合

信頼関係を深め、

地域活動に参加したことがある人の割合

ともにまちづくりを
行います

地域活動に参加している職員の割合

（４）

高浜市に愛着や誇りを持っている人の

学びを通して

割合

人づくりを進め、

将来の夢を持っている子どもの割合

夢と希望につなげます
（５）

毎日をとても楽しいと感じている子どもの

心たくましく

割合

健やかに育つ

学習に積極的に取り組む子どもの割合

教育環境をつくります
過去１年間に地域行事、ボランティア活
動に参画した子どもの割合
（６）

子どもを産み、育てやすいと感じている人

人のつながりや

の割合

ぬくもりの中で、

子どもとふれあう行事に参加したことがあ

子育ち・子育てを支えます

る人の割合

（７）

製造品出荷額等

まちの成長を支える
エンジンとして、

小売商店の店舗数

産業を元気にします
組織化・法人化した農業者団体の数
企業誘致制度を利用した件数

70

指標の
目指す方向

資料編 【修正案】 （第 9 回総合計画審議会資料 H22.12.22）

目標

目標の達成度を計る指標

（８）

コミュニティ・ビジネスの事業数

地域に根ざした

（試験的運営含む）

新たなビジネスの芽を

まつり、イベントの来場者数（年間）

育みます
（９）

日ごろから省エネや省資源など環境に

みんなでまちを

配慮した生活をしている人の割合

きれいにします

１人１日あたりの家庭系ごみ排出量
環境美化推進員の人数

（１０）

長く住み続けたいと思う人の割合

現状値

目標値
（2013）

０件

２件

１２８,４００人

１３１,０００人

７９．２％

８５．０％

５５６ｇ

４００ｇ

１，７９１人

２，１００人

７６．９％

８２．０％

５２．１％

５７．０％

２５．６％

３０．０％

１４．５％

１９．５％

２２．３％

２５．０％

４０３件

３８２件

２２０件

１９８件

３８５人

４６４人

７６．９％

８０．０％

２６．５％

３０．０％

３４．３％

４０．０％

８０．２％

８３．０％

６８．４％

７１．５％

指標の
目指す方向

ハーモニーを奏でる
快適な都市空間を
つくります

歩きやすい、運転しやすいと感じている
人の割合

（１１）

公園・緑地、街路樹や水辺空間づくりに

自然豊かな魅力あふれる

参加したことがある人の割合

憩いの場を守り、育てます

公園をよく利用する人の割合

（１２）

地震の備えができていると感じている人

安全・安心が実感できる

の割合

基盤づくりを進めます

街頭犯罪発生件数（年間）
交通事故発生件数（年間）

（１３）

ボランティアひろばセンター登録数

一人ひとりを認め合い、

（人口１万人あたり）

その人らしく暮らせる
まちづくりを進めます

不安や悩み事を身近に相談できる人や
場所があると思っている人の割合
地域で高齢者や障がい者等の見守りや
生活の手助けをしている人の割合

（１４）

日常的に運動やスポーツを行っている人

一人ひとりの元気と

の割合

健康づくりを応援します

栄養や食生活に気をつけている人の
割合
かかりつけ医を持っている人の割合
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高浜市自治基本条例
― 第１章 総則 ―

― 目次 ―
（目的）

前文

第１条 この条例は、高浜市におけるまちづくりに
第１章 総則（第１条－第３条）

関する基本的事項を定め、市民、議会及び行政の

第２章 まちづくりの基本原則（第４条）

果たすべき役割を明らかにすることにより、市民

第３章 まちづくりの担い手

が主体となった自治の進展を図り、持続可能な活

（第５条－第１２条）
第４章 参画と協働（第１３条－第１５条）
第５章 地域自治（第１６条－第１９条）
第６章 市政運営（第２０条－第２３条）
第７章 条例の検証と見直し（第２４条）

力ある地域社会を実現することを目的とします。
（用語）
第２条 この条例で使われている用語の意味は、次
のとおりです。
（１）市民 市内に住む者、働く者又は学ぶ者及び
市内で事業又は活動を行う者（法人その他の団

附則

体を含みます。
）をいいます。
（２）行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、
― 前文 ―

公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資
産評価審査委員会（これらの機関の補助職員を

私たちのまち高浜市は、自治の本来の姿に立ち返

含みます。
）をいいます。

り、
「自分たちのまちは自分たちでつくる」という決

（３）まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつく

意のもと地域内分権を推進し、住民力を育んできま

るために市民、議会及び行政が取り組む活動を

した。地域に身近な課題は、地域を構成する市民が

いいます。

最もよく知っています。そこで、地域で担う方がよ

（４）参画 政策、施策、事業等の立案から実施及

り地域の発展につながるものについては、必要な権

び評価にいたる各段階において、市民が主体的

限と財源を行政から地域へ移し、市民が自ら考え、

に参加し、意思形成に関わることをいいます。

自主的・自立的に取り組むことができるよう、小学

（条例の位置付け）

校区単位で住民自治組織であるまちづくり協議会を
設立しました。
市民自治の芽を大きく育て、しっかりと根を下ろ

第３条 この条例は、高浜市のまちづくりに関する
基本を定める最高規範であり、市民、議会及び行
政は、この条例を誠実に遵守するものとします。

し、
「高浜市らしさ」を将来にわたって継続・発展さ

２ 議会及び行政は、他の条例、規則、計画等の制

せていくためには、まちづくりの担い手である私た

定、改廃等に当たっては、この条例の趣旨を尊重

ち一人ひとりが持っている力を出し合い、みんなで

し、この条例との整合を図らなければなりません。

高浜市を創りあげていくことが大切です。
そこで、まちづくりにおける市民、議会及び行政
の役割を定め、互いに手と手をとり合いながら、
「住
んでみたい」
「住んでよかった」
「いつまでも住み続
けたい」と思える持続可能な自立した基礎自治体・
高浜市の確立を目指し、高浜市のまちづくりの最高
規範として自治基本条例をここに制定します。
私たちの愛するまち高浜市を未来へとつなげてい
くために。

― 第２章 まちづくりの基本原則 ―
（まちづくりの基本原則）
第４条 高浜市のまちづくりは、次の基本原則によ
るものとします。
（１）参画の原則 議会及び行政は、市民参画の機
会を保障し、市民の意思を反映した市政運営を
行います。
（２）協働の原則 市民、議会及び行政は、それぞ
れの立場や果たすべき役割を自覚し、お互いを
尊重・理解し、知恵と力を出し合いながら連携・
協力してまちづくりを行います。
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（３）情報共有の原則 市民、議会及び行政は、そ
れぞれが持っているまちづくりに関する情報を
お互いに提供し、共有し合います。

（議員の役割と責務）
第１０条 議員は、市民の代表者として、政治倫理
の確立を図るとともに、市民の信託に応え、公平・
公正かつ誠実に職務を遂行します。

― 第３章 まちづくりの担い手 ―
第１節 市民
（市民の権利）

２ 議員は、市民全体の利益を図ることを行動の指
針とするとともに、審議能力及び政策立案能力の
向上を図るため、自己の研さんに努めます。

第５条 市民は、まちづくりに参画する権利があり
第３節 行政

ます。
２ 市民は、まちづくりに関し、議会及び行政が持っ
ている情報を知る権利があります。
３ 市民は、まちづくりに参画しないことを理由に

（市長の役割と責務）
第１１条 市長は、市民の信託に応え、市政の基本
方針を明らかにし、高浜市の代表者として、公正

不利益を受けません。

かつ誠実に市政を運営します。

（子どものまちづくりに参加する権利）

（職員の役割と責務）

第６条 子どもは、社会の一員として、それぞれの

第１２条 職員は、市民全体のために働く者として、

年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利があ

市民の視点に立って、公正かつ誠実に職務を行う

ります。

とともに、職務に必要な専門的知識の習得や能

（市民の役割と責務）

力・資質の向上を図ります。

第７条 市民は、まちづくりの主体であることを自
覚し、まちづくりに参画するよう努めます。
２ 市民は、お互いの立場を尊重し、理解し合い、

２ 職員は、自らも地域社会の一員であることを自
覚し、積極的に市民と連携し、市民との信頼関係
を築きながら、職務を行います。

それぞれが持っているまちづくりの情報を交換し
合いながら、連携・協力してまちづくりに取り組

― 第４章 参画と協働 ―
（参画機会の保障）

みます。
３ 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、

第１３条 行政は、市民の意見が市政へ反映される

公共の視点を持ち、自らの発言と行動に責任を持

とともに、参画する機会が保障されるよう、多様

つものとします。

な参画制度を設けます。

（事業者の役割と責務）

（住民投票）

第８条 事業者は、自らも地域社会の一員であるこ

第１４条 市政に関する重要事項について、市民の

とを自覚し、市民、議会及び行政と協力して、地

意思を確認するため、投票資格を有する市民の請

域の課題解決に向けた取組みに努めます。

求又は議会若しくは市長の発議により、別に条例
で定めるところにより、住民投票を実施すること

第２節 議会
（議会の役割と責務）

ができます。
（協働の推進）

第９条 議会は、市民の代表による意思決定機関で

第１５条 市民、議会及び行政は、お互いの自主性

あるとともに、市政運営を監視及びけん制する機

及び自発性を尊重するとともに、目的や情報を共

能を果たします。

有して、相互理解と信頼関係のもとに、協働して

２ 議会は、政策論議及び立法活動の充実に努めま
す。
３ 議会は、市民の意思を市政に適切に反映させる

まちづくりに取り組みます。
２ 行政は、公共的課題の解決や公共的サービスの
提供等について、市民がその担い手となれるよう、

ため、市民との情報共有を図り、開かれた議会運

協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を

営に努めます。

行います。

４ 議会は、自らの機能と責務に関する基本的な事
項について、別に条例で定めます。
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― 第５章 地域自治 ―
（地域内分権の推進）

（１）法令遵守 公正を確保し、透明性を向上する
ため、法令を遵守します。

第１６条 行政は、地域を構成する市民がお互いに

（２）情報公開・情報共有 市政に関して市民の知

支え合いながら安心して暮らすことのできる地域

る権利を保障し、議会及び行政が行う諸活動を

社会を実現するため、地域のことは地域の市民が

市民に説明するため、別に条例で定めるところ

自ら考え、実行するための施策を講じるとともに、

により、議会及び行政が持っている情報を積極

地域の自主性・主体性を尊重し、お互いに補完し
合いながら、まちづくりを行います。
（まちづくり協議会）
第１７条 市民は、前条に規定する地域内分権を推
進する組織として、小学校区ごとに一を限り、そ
の地域の市民で構成するまちづくり協議会を設置
することができます。
２ まちづくり協議会は、その地域の市民に開かれ
た組織とし、身近な地域の課題を話し合い、解決
できるよう、地域の市民の意思を反映してまちづ
くりを行います。
３ まちづくり協議会に関する必要な事項は、別に
条例で定めます。
（地域計画）
第１８条 まちづくり協議会は、自らが取り組む地

的に公開・提供し、市民と情報を共有します。
（３）個人情報保護 市民の権利利益を保護するた
め、別に条例で定めるところにより、議会及び
行政が持っている個人情報を適正に取り扱いま
す。
（４）説明・応答責任 市政に関して市民に積極的
に説明する責任を果たすとともに、市民から説
明の要請があった場合には、誠実な応答に努め
ます。
（５）財政運営 最少の経費で最大の効果を上げる
よう、効果的かつ効率的な財政運営を行います。
（総合計画の策定等）
第２１条 議会及び行政は、総合的・計画的に市政
を運営するため、総合計画を策定します。
２ 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構

域のまちづくりの目標、活動方針、内容等を定め

想、これを実現するための事業を定める基本計画、

た地域計画を策定します。

事業の進め方を明らかにするアクションプランで

２ 行政は、市政運営に当たり、地域計画を尊重し

構成します。
３ 行政は、成果を重視した市政運営を目指すため、

ます。
（活動の育成と支援）
第１９条 市民は、自主的な意思によってまちづく
り活動に参画し、交流を育みながら、お互いに助
け合い、地域課題を共有し、解決に向けて行動す

総合計画の進行管理を行い、その状況をわかりや
すく公表します。
４ 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、計
画的で健全な財政運営に努めます。

るよう努めます。
２ 市民、議会及び行政は、市民の自主的なまちづ
くり活動の役割を尊重し、これを将来に向けて守
り、育てるよう努めます。
３ 行政は、まちづくり協議会、町内会等の基礎的
なコミュニティ団体、その他の市民公益活動団体
及び市民が活動しやすいよう必要な支援と協力
を行います。

（危機管理）
第２２条 行政は、自然災害等不測の事態に備えて、
市民、事業者、関係機関等との連携・協力により、
総合的かつ機動的な危機管理体制の整備及び未然
防止対策を行います。
２ 市民及び事業者は、災害等の発生時に自らを守
る努力をするとともに、自らが果たすべき役割を
認識し、相互に協力して災害等に対応するよう努

― 第６章 市政運営 ―
（市政運営の基本原則）
第２０条 議会及び行政は、次に掲げる基本原則に
基づいて、市政を運営します。

めます。
（他の自治体等との連携と協力）
第２３条 行政は、まちづくりの共通課題について、
他の自治体、関係機関等と互いに連携・協力しな
がら、その解決に努めます。
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― 第７章 条例の検証と見直し ―
（条例の検証と見直し）
第２４条 行政は、この条例の施行の日から起算し
て５年を超えないごとに、社会情勢の変化等に照
らし合わせ、この条例の施行の状況等について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を行い
ます。
２ 行政は、前項に規定する検討や必要な措置を行
うに当たっては、多様な方法を用いて、市民の意
見や提案を求めなければなりません。
附 則
この条例は、平成２３年４月１日から施行する。
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