(H25.4.22)
審議会（第１回）

資料５
＊ ＊ ＊

前期基本計画 「施策課題カルテ」 内容

＊ ＊ ＊

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（２）

次世代のために、健全な財政運営を行います

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

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（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（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

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（８）

地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます

目標（９）

みんなでまちをきれいにします

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

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（１２）

安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます

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（１４）

一人ひとりの元気と健康づくりを応援します

第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
目標

（１） 市民とともに歩む経営を行います

中期基本計画策定プロジェクト

自治推進チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（１） 市民とともに歩む経営を行います
「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。
① 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。

目標が
達成された姿

② 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。
③ 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

指標の状況

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

現状値

実績値

実績値

目標値

（H22）

（H23）

（H24）

（H25）

―

―

22.4％

73 人

30％

100 人

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

市民に開かれ、市民が参画する市政運営（都市経営）
が行われているまちだと思う
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46.4%

51.8%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・「指標」結果は、ともに目標値に向かって順調、「市民意識調査」結果は前年より５％アップと大きく伸
びており、市民とともに歩む経営が着実に進んでいると考えている。
・
「指標１」は、広報紙など各種印刷物への掲載、行事等におけるあいさつでの紹介・パネル掲出、市民会
議参画者からの口コミなど、地域や行政が、様々な形で発信をした結果であると考えている。
・「指標２」は、市民への積極的な呼びかけを進めた結果である（市民会議参加者＝継続 55 人、新規＝37
人）
。今後も、市政に対する関心を高め、
「高浜市の共同経営者」意識を持った市民の増加につなげていく。
・「市民意識調査」結果は、年代が上がるほど、「そう思う＋どちらかといえばそう思う」の割合が高くなる
傾向にあることから、若い世代に対するアプローチが必要である。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
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

設定根拠

指標の
適切性

・ 総合計画は市の最上位計画であり、まちづくりの共通目標として、経営の中心に置いて、実効的な運用
を行っていく必要があり、総合計画の市民への認知度を高めることが求められる。よって、総合計画の
認知度を計るための指標として、シンボリックに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を指標として設定した。
・ 総合計画については、策定後に広報等を通じて情報共有の推進を図る。現在の市民会議のメンバーが約
150 名とすると、
初年度１人が 15 人に広め、
翌年度 10 名、
翌々年度７名に広めたと想定すると 4,800
名に広まる。広報を見て知る人を 3,500 名（世帯数の 20％）と想定。努力分（子どもを通してのＰ
Ｒ、イベント時のＰＲなど）を 2,500 名とすると合わせて 10,800 名となる。よって 18 歳以上の人
口約 36,000 人に対する割合は 30.0％となる。

・第６次総合計画は、総合計画を経営の中心に置き、みんなで考え、みんなで行動する計画
として策定した。市民と将来の目指す姿（キャッチフレーズ）を共有することは、力を合
わせてまちづくりを行う上で、重要となる。この目標は、引き続き、掲げていきたい。
・当初、３０％は、ハードルが高いと感じていたが、前期、中期、後期で市内全域に広めて

目標値の
適切性

いくためには、前期目標３０％は達成したい。目指す目標値としては、適切である。

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人の数

設定根拠

・ 第６次総合計画は「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、
「みんなで考え、みんなで行動する計画」
、
「実効性のある計画」としていく。そのためには、策定時と
同様に広く市民の参画を得て PDCA を回すことが不可欠であり、
「
（仮称）高浜市の未来を創る市民会
議」を設置して推進していく。経営感覚を持った“本物市民”（まちづくりのキーパーソン）を育てて
いくことも狙いとしている。
・ 総合計画策定時の高浜市の未来を描く市民会議のメンバーは、91 名である。そのうち策定後も実行・
評価に参加いただける方を 50 名と想定。新規が 20 名加わり、70 名でスタート（５部会×14 人）
。
毎年 15 名の増加を見込み、100 名の参加を見込む。

・第６次総合計画は、市民とともに歩む経営を行うということで、その進行管理を担う組織
指標の

として「高浜市の未来を創る市民会議」を設置した。その市民参画数は、当事者意識を持

適切性

ち、共同経営者という観点から重要である。前期に掲げたこの指標は、適切である。
・なお、中期は、市民会議のあり方も含めて、指標は変更する予定。
・第６次総合計画策定時の「描く市民会議」からの上積みを見込み設定した数値であるが、

目標値の
適切性

分科会等、運営の規模からも適切である。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！
★総合計画の進行管理に行

アクションプラン事業名
H23

政評価システムを導入
し、市民とともに、総合

H24

計画の実行、評価を行い
ます。

H25

【№1】総合計画進行管理事業
【№2】行政評価システム運用事業
【№1】総合計画進行管理事業
【№2】行政評価システム運用事業
【№1】総合計画進行管理事業
【№2】行政評価システム運用事業

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

①

②

③

１） ２）

①

②

③

１） ２）

①

②

③

１） ２）

H23

☆行政が実施していること
を市民にわかりやすくお

H24

全庁にわたる取り組みのため
アクションプランなし

知らせします。
H25

☆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。

H23
H24

全庁にわたる取り組みのため
アクションプランなし

H25
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン

★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。
企画部
地域政策グループ
担当部・グループ
総務部
【№2】行政評価システム運用事業
財務グループ
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）

H23～H25 【№1】総合計画進行管理事業

事業名
実施内容

【総合計画進行管理事業】
①広報やチラシ等により、
「高浜市の未来を創る市民会議」のメンバー募集

H23.４

を行った。
②新規メンバー向けの勉強会の開催を経て、市民会議が発足した。
・テーマごとに８分科会を編成。総合計画の「実行」と「シンポジウム

H23.5
～H24.3

の企画ワークショップ」を実施した。
・開催回数：全体会９回・分科会 63 回
・メンバー数：120 人（市民 73 人＋市職員 47 人）
③市民会議各分科会市民リーダー等で構成する、
「第６次高浜市総合計画推
進会議」が発足した。
（年６回開催）
④広報たかはまにて、市民会議の連載を開始し、市民会議の意義・効果等

H23.６
～H24.３
H23.6～

を発信した。
（毎月 15 日号）
平成２３年度

⑤推進会議より「目標達成に向けたアイデア」の提言が提出された。

H23.10

⑥推進会議、市民会議において、提言に対する行政の考え方と対応を発表

H25.1～２

した。
⑦広報やチラシ等により、市民会議第２期メンバーを募集した。

H24.2～4

⑧推進会議より、「市民会議のあり方についての提言」が提出された。

H24.3

【行政評価システム（事務事業評価のみ）】
①「行政評価システム基本方針（案）」を推進会議に報告した。

H23.8

②高浜市行政評価システム基本方針及び行政評価実施要領を策定した。

H23.10

③高浜市行政評価委員会を設置し、事務事業評価の評価体制を整備した。

H23.10

④アクションプランの上半期評価を実施し、進捗・達成状況などを確認した。 H23.11
⑤行政評価委員会から市長へ上半期外部評価結果報告書が提出された。

H23.11

⑥アクションプランについて四半期評価（内部評価）を実施した。

H23.12
H24.3

⑦総合計画推進会議へ上半期外部評価結果を報告した。
平成２４年度

H24.1

【総合計画進行管理事業（施策評価含む）
】
①推進会議を開催し、市民会議の進め方等について協議をした。
（年７回開催）

H24.４
～H25.3

②新規メンバー向け勉強会の開催を経て、第 2 期市民会議が発足した。
・テーマごとに 9 分科会を編成。
「点検・確認」
「目標達成に向けた取り
組み」を行った。
・開催回数 ：全体会６回・分科会 81 回
・メンバー数：150 人（市民 92 人＋職員 58 人）
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H24.5
～H25.3

③広報たかはまにて、推進会議及び市民会議の連載を継続した。

H24.5～

（毎月 15 日号）
④「市民意識調査」
「小・中学生アンケート」を実施した。

H24.4.～５

⑤「施策評価」
（内部評価）を実施し、推進会議で内容を報告した。

H24.６～７

⑥市民会議で目標達成に向けた事業アイデアの検討を行った。

H24.6～9

⑦推進会議より、
「目標達成に向けた改善アイデアに関する提言書」が提出された。 H24.10
⑧推進会議及び市民会議において、提言に対する行政の考え方と対応を発

H25.1～２

表した。
⑨市民会議のあり方を検討するアンケートを実施する。

H25.3～４

⑩広報やチラシ等により、市民会議第３期メンバーを募集する。

H25.3～４

【行政評価システム（事務事業評価のみ）】
①行政評価委員会による公開ヒアリングを実施した。

H24.6

②行政評価委員会から市長へ外部評価結果報告書が提出された。

H24.7

③行政評価委員会による上半期評価の公開ヒアリングを実施した。

H24.11

④行政評価委員会から市長へ上半期外部評価結果報告書が提出された。

H24.11

⑤アクションプランについて四半期評価（内部評価）を実施した。

H24.6、９、
12、H25.3

平成２５年度
（予定）

【総合計画進行管理事業（施策評価含む）
】
①「推進会議」を開催し、市民会議の進め方や総合計画の進行管理のあり
方等について協議をする。
（年６回）

H25.４
～H26.3

②新規メンバー向け勉強会の開催を経て、第３期「市民会議」を発足させ、 H25.5
総合計画に掲げた目標達成に向けた取り組みを行う。

～H26.3

③「市民意識調査」
「小・中学生アンケート」を実施する。

H25.4.～５

④「施策評価」
（内部評価）を実施する。

H25.６～７

⑤中期に向けて、市民会議のあり方を検討する。

H26.3

【行政評価システム（事務事業評価のみ）】
①現行の行政評価システム全体の検証、見直しを行う。

H25.4
～H25.10

②行政評価委員会における公開ヒアリングを実施する。

H25.6

③行政評価委員会から市長へ外部評価結果の報告を行う。

H25.7

④アクションプランについて四半期評価（内部評価）を実施する。

H25.6、９、
12、H26.3

特記事項

・
「地域計画」については、H24.11 開催のまちづくり協議会サミットにおいて、現在のま
ちづくり協議会の活動状況や将来への展望を踏まえて、実情に合わせた見直しを依頼し
ている。
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！

☆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。

アクションプラン

担当部・グループ

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

①広報主任者会議を開催し、広報・広聴活動の重要性を説明した。
②月２回発行（１日号・１５日号）の「広報たかはま」のうち１日号を２
平成２３年度

色刷りに変更した。

いつ（年月）
H23.4
H23.4

③広報紙中の催し募集記事のレイアウトを変更した。

H23.4

④特集記事を充実した。

H23.4～

①広報主任者会議を開催し、広報・広聴活動の重要性を説明した。

H23.4

②臨時に広報主任者会議を開催し、キャッチ文字情報への情報発信強化を

H24.６

行った。

平成２４年度

③広報の表紙に主な内容と併せ、ページ数を表示した。

H24.8

④公式ＨＰのレイアウトを変更した。

H25.1

⑤市政に関する重要な政策や計画を一元的に束ねるページを作成し、公式

H25.1

ＨＰのトップページにバナーボタンを増設した。

①市公式ＨＰに、現在パブリックコメントを募集している案件、終了した

H25.4

案件などを一覧で閲覧できるページを新たに設け、トップページにバナ
ーボタンを増設する。
平成２５年度

②広報紙の魅力向上に向けて紙面の改善を図る。

H25.4
～H26.3

（予定）

・この取り組みは、自治基本条例に規定する情報共有の観点から、全職員が意識する取り
組みであり、ガイドラインの作成などにより、意識を高める取り組みを進めていきたい。
特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！

☆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。

アクションプラン

担当部・グループ

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

①第６次総合計画の進行管理への市民参画として、
「高浜市の未来を創る市

いつ（年月）
H23.4～

民会議」を設置した。

平成２３年度

②参画機会の保障などを規定した「高浜市自治基本条例」が施行された。

H23.4～

③「市民意見箱」制度を開始し、市民意見箱を３ヶ所（市役所、いきいき

H23.４～

広場、中央公民館）に設置した。
④「市民と行政のまちづくり懇談会」について、対象団体を町内会だけで

H23.12

なく、まちづくり協議会にも拡大して実施した。
（開催回数：２回）

平成２４年度

平成２５年度

①「市民意識調査」
「小・中学生アンケート」を行った。

H24.4～５

②「高浜市パブリックコメント条例」を制定した。

H24.9

③「市民と行政のまちづくり懇談会」の対象を拡大し、
「まちづくりトーク

H24.9

＆トーク」へリニューアルした。

①「高浜市パブリックコメント条例」を施行する。

H25.4

②「市民意識調査」
「小・中学生アンケート」を行う。

H25.4～５

③参画のガイドラインを作成し、市の姿勢を示す。

H25.6

(予定)

・各種個別条例・個別計画の策定に関するパブリックコメントやアンケートを実施した。
（第５期介護保険計画、高齢者福祉計画、生涯学習基本構想、教育基本構想、産業振興
特記事項

条例、犯罪のないまちにしよう条例 など）
・各種個別委員会等を設置した。
（防災ネットきずこう会、生涯現役のまちづくり委員会 など）
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）市民との協働による総合計画の進行管理のあり方
・総合計画の進行管理については、総合計画を実効性

・現在の市民会議の市民とともに進行管理を行うとい

あるものにするため、市民会議を設置して市民とと

う精神を引き継ぎ、市民と行政が対話を重ね、「市

もに行ってきたが、行政評価システムの導入により

民が高浜市の共同経営者である」という趣旨の実現

実効性が担保される仕組みができた。また、市民へ

に向けて、市民会議の発展形を検討する。

の負担感なども考慮して、中期に向けて、市民会議
のあり方を検討していく必要がある。
（２）
「参画・協働・情報共有ガイドライン」の策定
・自治基本条例に規定した「参画・協働・情報共有」 ・
「参画・協働・情報共有」のガイドラインを作成し、
のガイドラインづくりが遅れ、行政全体としての行

あわせて、今後の具体的なアクションを展開する。

動指針が明確にできていない。市民の目線を入れな
がらガイドラインづくりを急ぐ必要がある。
（３）
「大家族たかはま」のＰＲ
・市民と行政がまちづくりの目標を共有するために

・市民が主役の経営を行っていくためには、目標の共

も、第６次総合計画のキャッチフレーズ「思いやり

有が欠かせない。それぞれの事業の中で、その精神

支え合い 手と手をつなぐ

が広がる取り組みを進める。

大家族たかはま」につ

いては、その精神も含めて、認知度を高めていく必
要がある。
（４）評価結果を市民にわかりやすく公表
・行政評価について、評価の過程全般を市民に公表す ・四半期評価の結果を四半期ごとに市民会議に情報提
ることで、透明性を確保し、より市民の皆さんにわ

供するなど、市民との情報の共有を図る。

かりやすいシステムとしていく必要がある。
（５）行政評価システムの検証・見直し
・行政評価について、中期基本計画に掲げるアクショ

・施策評価担当グループと連携し、より効果的かつ効

ンプランの評価に向け、システム全体の検証を行

率的で、シンプルな仕組みとなるよう、現行の評価

い、必要に応じ見直しを行う必要がある。

システムの検証・見直しを行う。

（６）評価項目の見直し
・行政評価について、評価の視点に「何を改善したの

・行政評価委員会とも協働し、必要に応じ評価項目の

か」を加えないと、評価の効果が出ない。

見直しを行う。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
・特になし。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）市民と職員がともに高浜市の将来について考える場の設置
・現在の「高浜市の未来を創る市民会議」は前期基本計画の期間で終了し、その発展形として、総合計画の
みにこだわらず、これからの高浜市をどのようにしていくかを市民の皆さんとともに考えていく「まちづ
くり研究所」のような場を設置する。
（２）現行の行政評価システム全体の検証、見直しを行う。
・総合計画の進行管理のツールとして定着を図るため、シンプルなもので、かつ、実効性ある仕組みとなる
よう見直しを行う。
（３）「広報たかはま」のリニューアル
・自治基本条例に掲げる情報共有を推進するため、広報活動の媒体として、特に重要な役割を果たす「広報
たかはま」のリニューアルを行う。読み親しまれる広報紙とするために、行政からの決定事項を一方的に
周知する「お知らせ」にとどまらず、市民と行政がつながりあい、コミュニケーションを深める仕掛けや、
まちづくりを市民とともに考えるための特集記事の掲載などを検討する。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・総合計画を経営の中心に置き、市民とともに歩む経営を行うということについては、行政評価システムの定
着もあり、中期では、あえて単独で目標を設定する必要はないと考えている。
・行政評価システムの運用に関しては、「目標（２）次世代のために、健全な財政運営を行います」につなげ
るためのツールであり、目標（２）に統合する。
・参画と情報共有に関する内容については、市民と行政がともにまちづくりを進めるための重要な原則に関す
る内容として、
「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」に統合する。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
目標

（２） 次世代のために、健全な財政運営を行います

中期基本計画策定プロジェクト

財政チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（２） 次世代のために、健全な財政運営を行います
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。
① 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。
② 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

目標が
達成された姿

われています。
③ 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。
④ 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。
現状値
実績値
実績値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

１）将来負担比率

20.9%

２）市の財政状況に関心を持って
いる人の割合

74.2%

（H23）

（H24）

12.3％

目標値
（H25）

将来負担
なし

73.6%

80％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

将来の世代のために、借入金に頼らず健全な財政運
営が行われているまちだと思う
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36.1%

40.3%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・
「将来負担比率」については、行政のスリム化や借金に頼らない身の丈にあった財政運営により「プライ
マリーバランス黒字」を堅持してきたことなどから、順調に目標値に近づいている。
・
「わかりやすい予算書」の発行や事業仕分けの実施などにより、市の行財政の「見える化」を図ってきた
が、
「市の財政状況に関心を持っている人の割合」は残念ながら減少する結果となった。中でも、10、
20 歳代の若年層の関心度は全年齢層の中でも低く、また、昨年度と比較しても悪化している状況にある。
・その一方で、市民意識調査の結果は上昇しており、
「見える化」により正確な情報が伝わっていることが
分かる。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 将来負担比率
・事業に優先順位をつけ、
「あれかこれか」を選択する仕組みを構築するとともに、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ること
を把握するため。
・行政評価・事業仕分けの手法を活用し、事業の見える化やムダの削減、事業を再構築する
とともに、財政計画に基づいて、緊急度や必要性に応じて優先順位付けを行うなど、メリ
設定根拠
ハリの効いた予算編成に取り組むことで、次世代への負担を現状値より 20.9％減らす。
【参考資料】中期財政計画より、①臨時財政対策債による毎年７億円の借入、②毎年約 12
億円の償還、③平成 25 年度末の財政調整基金残高約５億円、④臨時財政対策債の基準財
政需要額参入額約 21 億円、以上４条件の見込みにより仮算定した結果
・財政指標は、財政に関する知識が少ない市民であっても理解がしやすく、財政状況を伝え
る指標としては適切である。その一方で、「将来負担比率」や「財政力指数」など、どの
指標が適しているのかは、目標とする内容によって異なると考える。
指標の
・今回使用している「将来負担比率」は、一般会計や普通会計だけでなく、市全体の将来に
適切性
対する負担割合であり、目標に対する指標としては適していると考える。
・ただ、財政指標はわかりやすい反面、詳細な説明が必要となり、指標によっては、誤った
捉え方をしてしまうこともあるため、財政指標以外の指標も考慮する必要がある。

目標値の
適切性

・
「将来負担なし」とは、収入全てを負債返済に回せば、現役世代ですべて返済できるとい
うことで、目標の趣旨にあっていることから、適切であると考えるが、一方では、必要な
起債までを制限してしまうことにつながりかねないことから、指標も含め再度検討する必
要がある。
・また、「将来負担なし」という表記は、負債等が一切ないという誤解を与える可能性があ
るため、別の表記を再考する必要がある。

指標２） 市の財政状況に関心を持っている人の割合

設定根拠

指標の

・財政に関する情報が市民に浸透し、市民が当事者意識を持って、市の財政状況を見ている
かどうかを把握するため。
・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」などを通じて、市民との情
報共有を推進し、かつ、市民参画の予算編成について検討していくことで、積極的に高浜
市の財政に関心を持ってもらうことにより、現状値よりも 6.0％増加をさせる。
・
【根拠】第６次総合計画「市民意識調査」（平成 22 年 10 月）において、市民が一番関
心を示している【Ｑ８ あなたは、栄養や食生活に気をつけていますか】の設問における
「はい」に対する回答率『80.2％』を当面（前期計画）の目標とする。
・健全な財政運営を行うためには、財政状況に関心を持つ市民の目が必要であることから、
適切であると考える。

適切性

目標値の
適切性

・高ければ高いほど良いと考えるが、
「100％」という数値を達成することは現実的には不
可能であることから、現状値から１割程度上昇の「８０％」という数値は妥当であると考
える。
（統計学の視点や他の指標とのバランス等から再度検討する余地はある）
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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。

アクションプラン事業名
H23

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

①②③④

１） ２）

【№３】行政評価システム運用事業
（事業仕分け）

H24
H25
H23

【№４】わかりやすい財政運営事業

H24

【№３】わかりやすい財政運営事業

H25

【№３】わかりやすい財政運営事業

H23

【№５】公共施設あり方検討事業

H24

【№４】公共施設あり方検討事業

H25

【№４】公共施設あり方検討事業

H23

【№６】財政計画策定事業

H24

【№５】財政計画管理事業

H25

【№５】財政計画管理事業

H23

【№７】定住自立圏構想推進事業

H24

【№６】定住自立圏構想推進事業

H25

【№６】定住自立圏構想推進事業

H23

【№８】行政運営の効率化事業

H24

【№７】行政運営の効率化事業

2）

③

★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。

H25
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① ②

１） ２）

① ②

１）

④

―

④

―

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

平成２３年度

H23【№３】行政評価システム運用事業
（事業仕分け）
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

総務部
財務グループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①第１回事業仕分け委員会を開催し、対象事業の選定を行った

Ｈ23.5

②仕分け人を選任し、勉強会を開催した

Ｈ23.5～6

③高浜エコハウスにおいて「高浜版事業仕分け」を実施した

Ｈ23.6

④第２回事業仕分け委員会を開催し、市の対応方針の妥当性を審議した。

Ｈ23.8

⑤事業仕分け委員会から市長へ提言書が提出された

Ｈ23.10

平成２４年度

平成２５年度
(予定)

・平成 24 年度からアクションプランを統合した。
特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★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。
H23【№４】わかりやすい財政運営事業
H24【№３】わかりやすい財政運営事業
H25【№３】わかりやすい財政運営事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

総務部
財務グループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①「わかりやすい予算書（当初予算編）
」を発行し、市内公共施設への設置、 H23.5
公式ホームページへの掲載を行った。
②平成 24 年度当初予算の要求状況・査定結果等を公表した。
平成２３年度

H23.12
H24.2

③「わかりやすい予算書〈番外編〉
（税金特集）
」を発行し、市内公共施設へ

H24.2

の設置、公式ホームページへの掲載を行った
④まちづくりシンポジウムで、
「わかりやすい予算書〈番外編〉
（税金特集）
」 H24.2
を配布した。
①「わかりやすい予算書（当初予算編）」を発行し、市内公共施設への設置、 H24.4
公式ホームページへの掲載を行った。
②新たに広報へ市民の知りたい財政情報を定期的に掲載した。

H24.4～

※わかりやすい財政のお話〈随時〉、借金時計〈4,11 月〉、預金通帳〈7,2 月〉
平成２４年度

③市民会議で「わかりやすい予算書（当初予算編）
」を配布・説明した。

H24.5

④「平成 23 年度のお金の使い道をお知らせします（決算）」を発行し、市

H24.11

内公共施設への設置、公式ホームページへの掲載を行った。
⑤まちづくりシンポジウムで、
「平成２３年度のお金の使い道をお知らせし

H24.12

ます（決算）
」を配布した。
⑥まちの財政を学び合う場を市民会議において実施する。

H25.3

①「わかりやすい予算書（当初予算編）」を発行し、市内公共施設への設置、 H25.4
公式ホームページへの掲載を行う。
②広報へ市民の知りたい財政情報を定期的に掲載する。
※わかりやすい財政のお話
平成２５年度
(予定)

H25.4～

シリーズ化〈随時〉、借金時計〈4,11 月〉、預金

通帳〈7,2 月〉
③「平成 24 年度のお金の使い道をお知らせします（決算）」を発行し、市

H25.11

内公共施設への設置、公式ホームページへの掲載を行う。
④自然と財政に関する情報が市民の目に見えるよう、財政ポスターなどの

H25.11

ツールを活用し、「財政の見える化」を図る。
⑤「財政ゲーム」を検討し、制作する。
特記事項
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H26.3

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★公共施設の今後のあり方を市民とともに考えます。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№５】公共施設あり方検討事業
H24【№４】公共施設あり方検討事業
H25【№４】公共施設あり方検討事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

企画部
経営戦略グループ

※箇条書きで記載する

①高浜市公共施設マネジメント白書を作成するため、公共施設あり方検討プ

いつ（年月）
H23.５～12

ロジェクト・チームを発足し、プロジェクト会議を４回開催した。
②高浜市公共施設マネジメント白書の作成に伴い、作成支援委託業務を専門 H23.6
平成２３年度

業者に依頼した。
③公共施設の現状（概要、利用・運営状況）に関する調査説明会を職員に対 H23.6
して開催した。
④公共施設における地域ごとの実態把握及び、資産の有効活用に係る方針 H24.2
の作成に伴い、作成支援委託業務を専門業者に依頼した。
①高浜市公共施設あり方計画（案）
（公共施設マネジメント基本方針・公共 H24.5
施設改善計画（案）
）の作成に伴い、作成支援委託業務を専門業者に依頼し
た。
②高浜市公共施設あり方計画（案）
（公共施設マネジメント基本方針・公共

H24.7

施設改善計画（案）
）を作成するため、公共施設あり方計画検討プロジェ
平成２４年度

～H25.3

クト・チームを発足し、プロジェクト会議を８回開催した。
③高浜市公共施設あり方計画（案）
（公共施設マネジメント基本方針・公共

H24.8

施設改善計画（案）
）の作成に向け、学識経験者等の専門家と市民を交え

～H25.3

た高浜市公共施設あり方検討委員会を発足し、会議を５回開催した。
④公共施設あり方計画検討プロジェクト・チームにより、公共施設の現状
分析や将来のあり方に対する意向調査等を実施した。

H24.9、10、
11

①平成２４年度に取りまとめた高浜市公共施設あり方計画（案）
（公共施設 H25.５～
マネジメント基本方針・公共施設改善計画（案）
）に基づき、各公共施設
の具体的な保全計画を定める高浜市公共施設あり方計画（案）
（公共施設
平成２５年度
(予定)

保全計画（案）
）の作成を行う。
②公共施設の実態把握と劣化状況等の調査を実施する。

H25.５～

③財政シミュレーションに基づく施設の優先順位づけや保全スケジュール

H25.５～

などの取りまとめを行う。
④高浜市公共施設あり方計画（案）
（公共施設改善計画（案）
・公共施設保
全計画（案））に対する市民意見反映手法の検討を行う。
特記事項
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H25.5～

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名

☆財計画に基づき、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。
H23【№6】財政計画策定事業
H24【№5】財政計画管理事業
H25【№5】財政計画管理事業

実施内容

担当部・グルー
プ

何を・どうした（どうする）

総務部
財務グループ

※箇条書きで記載する

①平成 22 年度に策定した高浜市中期財政計画を、現下の社会経済情勢を踏

いつ（年月）
H23.10

まえ見直した。
②平成 24 年度の当初予算編成において、メリハリのきいた予算編成に取り組 H23.10
平成２３年度

むため、グループごとに事業の優先順位付けを行った。

～

①新たな予算編成の仕組みに向け、検討をスタートした。

H24.4

②平成 22 年度に策定した高浜市中期財政計画を、現下の社会経済情勢を踏

H24.9

まえて見直した。
平成２４年度

③新たな予算編成の仕組みを構築した。

H24.8

④平成 25 年度の当初予算編成から新たな予算編成を導入した。

H24.10
～

①総合計画の中期基本計画における新たな中期財政計画（Ｈ26～Ｈ29）を

H25.9

作成する。

平成２５年度
(予定)

②総合計画の計画期間（2021 年度）までの財政見通しを作成する。

H25.9

③「新たな予算編成の仕組み（予算編成会議など）
」について検証し、必要

H25.9

に応じ、見直しを行う。

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆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。
H23【№7】定住自立圏構想推進事業
H24【№6】定住自立圏構想推進事業
H25【№6】定住自立圏構想推進事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

企画部
地域政策グループ

※箇条書きで記載する

①医療健康、公共交通、観光、共存協働の４つの分野について、圏域（刈

いつ（年月）
H23.4

谷市・知立市・高浜市・東浦町）の職員により構成した定住自立圏共生
ビジョン懇談会を設置した。
平成２３年度

②定住自立圏共生ビジョン（案）に対するパブリックコメントを実施した。

H23.11～12

③定住自立圏共生ビジョン（計画期間：平成 24～28 年度）を策定した。

H24.3

①高浜市と刈谷市で美術館入館促進事業を開始した。

H24.4

②衣浦定住自立圏市民活動情報サイト「かりや衣浦つながるねット」の運

H24.4

用を開始した。
平成２４年度

③刈谷豊田総合病院と圏域内の診療所との病診連携を開始した。

H24.12

④衣浦定住自立圏に関する情報サイトの運用を開始した。

H24.12

⑤刈谷ハイウェイオアシス内オアシス館を、圏域の観光情報を伝えるＰＲ

H25.3

拠点としてリニューアルオープンした。

平成２５年度

①高浜市と東浦町で図書館相互利用を開始する。

H25.4

②圏域連絡バス創設について、検討を開始する。

H25.4

③圏域の観光パンフレットを作成する。

H25 年中

(予定)

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№8】行政運営の効率化事業
H24【№7】行政運営の効率化事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

企画部
人事グループ

※箇条書きで記載する

①経営改革プロジェクトにおいて、行政機能の効率化を推進するための行政

いつ（年月）
H23.4

組織と人事評価制度のあり方について検討した。
②平成 24 年度当初予算編成において、各グループから提出された時間外

H23.11

勤務時間見込み数の総時間数と、平成 26 年度目標数値を基に積算した
平成２３年度

総時間数との乖離を平成 26 年度までの 4 年間で埋めるため、乖離分の
4 分の 2 の時間数を減じた予算とした。

①第６次高浜市総合計画及び高浜市自治基本条例を確実に、かつ、さらに

H24.4

強力に推し進める体制を整備するための組織体制をスタートした。

平成２４年度

②新人職員の育成ができる組織構造として、
「チーム制」を導入した。

H24.4

③時間外勤務状況等に関するヒアリングを実施した。

H24.11

平成２５年度
(予定)

・目標を実行・達成するための体制を整え、時間外勤務時間数を削減していくためには、
仕事のやり方を変える必要がある。そのために、職員の自発性を育て、改善意識を身に
特記事項

つけることが重要であり、本事業を平成 25 年度より、
「No.10 職員力ステップアップ
推進事業」に統合し、一体的に取り組むこととする。
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）事業の優先順位づけ・選択の仕組みの構築
・高浜版事業仕分けの実施、新たな予算編成の取り組

・今後は、より良い仕組みとするための検証・改善を

み（予算編成会議の実施）により、事業の優先順位

行い、必要に応じ見直しを行う。また、高浜版事業

付けや選択をする仕組みを構築することができた。

仕分けで課題となった既存事業を再構築（統廃合）
する仕組みについても検討する。

（２）公共施設に関する計画を踏まえた財政運営
・高浜市中期財政計画を策定し、計画に基づき、健全

・公共施設に関する計画を踏まえ、第６次総合計画の

な財政運営を行ってきた。

計画年度（～２０２１年度）までの「長期財政見通

・喫緊の課題である公共施設の更新については、地域

し」を策定し、検証・見直しを行っていく。

の現状と課題を把握し、今後の公共施設のあるべき

・公共施設に関する計画は、今後４０年間という長期

姿を基本方針や改善計画（案）として取りまとめた

間の計画であることから、適宜、ＰＤＣＡサイクル

（25 年度には保全計画（案）を作成する予定）
。今

による計画の見直しができる仕組み作りを検討す

後は、随時、この計画の見直しを行っていく必要が

る。また、更なるステップとして、公共施設の利用

ある。

料金や減免制度の見直しなどを含めた受益と負担

・今後は、公共施設に関する計画内容を踏まえた財政

のバランスについても検討する。

運営を行っていくことが必要である。
（３）若年層に対するアプローチ
・市民への財政情報の浸透、当事者意識の向上を目指

・財政に関心を持つ方の裾野を広げるとともに、より

して、
「わかりやすい予算書」の発行や「まちの財政

多くの市民（特に若年層）に対して、関心を持って

を学び合う場」の創出など、さまざまな取り組みを

いただくための情報の出し方の工夫など、積極的な

行ってきたが、市民意識調査結果では、特に 10 代、

情報共有の取り組みを検討する。

20 代といった若年層の関心度が低いことが明らか
になった。
（４）効率的な行政サービスの提供
・効率的な行政サービスの提供を目指し、行政の組織

・行政サービスの更なる効率化を目指し、引き続き、

構造の再構築、そして、広域的な観点から定住自立

定住自立圏共生ビジョンに基づき、広域連携を推進

圏共生ビジョンに基づき事業を推進してきた。今後

していく。

も、更なる効率的な行政サービスの向上を目指して

・行政運営の効率化については、職員力の更なる向上

いく必要がある。

と合わせて一体的に取り組んでいく。

2-10

２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）リーマンショック以降、落ち込んだ国、県の財政状況はほぼ横ばいが続いている。このことから地方交
付税や各種補助金などの見直しが進められ、特定財源をあてにした地方の財政運営が困難な状況になっ
てきている。
（２）景気減退による市内企業の県外・国外への流出や、就業状況の悪化、それに伴う人口流出などが懸念さ
れ、今後も市税の大きな増収は難しい。
（３）高浜市の人口は増加傾向にあるが、地域によって人口増減の傾向の予測が異なる。また、児童生徒数が
横ばいであり、今後、本格的な少子高齢化の到来が予測される。
（４）
（３）から、公共施設に対するニ－ズは多様に変化し、それに応えるべく、限られた財源・資産を有効
に活用できる計画が必要である。
（５）
（３）から、少子高齢化に伴う税収減や福祉予算の増加が予測される。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）将来にわたる健全な財政運営のために、歳入に見合った歳出構造を確立する。

（２）市税等の収納率の向上、受益者負担の適正化、自主財源の確保策などにより、自立かつ安定した財政運
営ができる経営基盤を確立する。
（３）高浜市公共施設あり方計画（案）を踏まえ、公共施設マネジメントを実施する。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・
「目標（１）市民とともに歩む経営を行います」と「目標（２）次世代のために、健全な財政運営を行いま
す」を統合し、新たな施策目標を検討してはどうか。
【理由】
・経営と財政運営は一連の関係がある。
・目標（２）の「目標が達成された姿」はほぼ達成している。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

自治推進チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

（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
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。
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 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。
現状値
実績値
実績値
目標値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

１）
「高浜市自治基本条例」を知っ
ている人の割合

―

２）地域活動に参加したことがあ
る人の割合

45.4%

３）地域活動に参加している職員
の割合

45.0%

（H23）

（H24）

11.1％
54.6％
59.0%

（H25）

30％
55％
60％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

市民と行政が信頼関係を深め、ともにまちづくりを
行っていると思う
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46.7%

49.9%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・
「指標」
「市民意識調査」結果ともに上昇傾向にあり、目標達成に向け、順調に進んでいると考えている。
・
「指標１」は、自治基本条例の精神、まちづくりに参加・参画する人を増やす取り組みに注力したためと
考えている。今後も、自治基本条例そのものも知っていただきながら、条例に込められた想い・精神を
伝えていく必要がある。
・
「指標２・３」は、市民、職員とも約 10～15％アップと大幅に伸びている。これは、まちづくり協議会
への活動支援や職員研修、まちづくりシンポジウムの開催など、協働のまちづくりを進めてきた結果で
あると考えている。
・
「市民意識調査」結果では、女性に比べて、男性の「そう思う＋どちらかといえばそう思う」の割合が低
くなっており、男性が活躍できる取り組みを推進する必要がある。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 「高浜市自治基本条例」を知っている人の割合
・

設定根拠

指標の
適切性

目標値の
適切性

自治基本条例を知っていれば、まちづくりにおける市民の役割・責務を認識し、
「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」という市民が増えると考えられるため。
【目標】 Ｈ23 年度（2011） 20％ → Ｈ24 年度（2012） 25％ → Ｈ25 年度（2013） 30％
・
自治基本条例の普及・啓発について、企画立案・実行を（仮称）高浜市の未来を創る市民会議や自治基本条例を広め隊といった市
民とともに行う。初年度は特に集中的に PR を行う。
・
紙媒体、ネット、イベント、face to face など様々な角度から情報を発信するとともに、自分たちの生活に落とし込んでもらえる
よう（市民が動くことで、まちが変わっていくという実感が得られるように、目に見えるように）、関心が高まる工夫を行う。
・
各 G で業務内容と条文を照らし合わせ、実行内容をまとめた「自治基本条例推進プラン」を作成し、市民とともに PDCA を回していく。
・
現在の認知度（予測）
市民会議 91 人＋車座参加者 346 人＋出前参加者 236 人＋パブコメ７人＋素案発表会 120 人＋広報で知った人
（世帯の１％
強）200 人＋クチコミ 80 人＝1,080 人≒18 歳人口の約３％
・自治基本条例と第 6 次総合計画は市政運営の両輪であることから、目標値は（１）
「市民とともに歩む経営を行います」の指標１「
『将
来都市像』を知っている人の割合」と同じとする。

・自治基本条例を広めていく観点から、条例を知っている人の割合を指標としたが、本来、
重要なのは自治基本条例の精神を広めていくことであり、条例を知ってもらうことではな
いので、適切とは言えない。中期では、自治基本条例の精神である、みんなで力を合わせ
てまちづくりに取り組むことを図る指標を検討したい。
・目標（１）の「第６次総合計画のキャッチフレーズを知っている人の割合」と同じ３０％
を目標にしたが、自治基本条例は、漢方薬のように少しずつその精神を確実に広め、まち
づくりに参加していただくことが大切であり、アクションも限られる中で、目標値が高す
ぎたと考えている。

指標２） 地域活動に参加したことがある人の割合
設定根拠

指標の

・「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」という自治意識を持った市民が増えていくことを把握するため。
【目標】Ｈ23 年度（2011） ４９％→Ｈ24 年度（2012） ５２％→Ｈ25 年度（2013） ５５％
・自治基本条例の普及・啓発、市民力アップのためのシンポジウム等の開催、まちづくり協議会の支援などを通して、市民の自治意識を
向上させ、行動につながるように支援することにより、現状値よりも１０％増加させる。
【参考】平成 20 年度「市民意識調査」
設問：
「あなたは、今後、住民が主体となって地域のまちづくりを進めていく上で、まちづくり活動に参加したいと思いますか」 選
択肢：「積極的に参加したい」（5.3％）＋「時間があれば参加したい」
（45.4％）＝50.7％

・自治基本条例の趣旨を反映した指標であり、適切である。

適切性
目標値の

・目標値に向けて順調に推移しており、現状としては適切であると考える。

適切性

指標３） 地域活動に参加している職員の割合
設定根拠

指標の
適切性

目標値の

・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しようとする職員が増えていくことを把握す
るため。
・自治基本条例・総合計画に関する研修の実施、まちづくり協議会の支援等を通して、職員の自治意識・協働意識を向上させるとともに、
行動につながるように支援することにより、現状値よりも 15.0％増加させる。
・目標値については、総合計画の計画終了期間である 2021 年に 100％とすることを前提に、直線回帰法によって算出する。
（100％－45％）÷11 年（2011 年→2021 年）＝5％／年。3 年（2011 年→2013 年）×5％＝15％

・市民と行政が信頼関係を深め、ともにまちづくりを行っていくためには、職員自ら積極的
に地域へ飛び出し、市民とともに様々な課題に向き合い、解決していく必要があり、指標
としては適切であると考える。
・今後は、ただ地域活動に参加することだけではなく、内容についても検証していく必要が
あると考え、状況に合わせて検討していく必要がある。
・目標値に向けて順調に推移しており、現状としては適切であると考える。

適切性
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！
★「高浜市自治基本条例」に

アクションプラン事業名
H23

【№９】自治基本条例推進事業
【№10】(仮称)まちづくり協議会条例
検討事業

H24

【№８】自治基本条例推進事業

H25

【№7】みんなでまちづくり事業

H23

【№11】市民予算枠事業

H24

【№9】市民予算枠事業

H25

【№8】市民予算枠事業

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。
★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。

H23
H24

【№12】まちづくり総合交付金制度
研究事業
【№10】まちづくり総合交付金制度
研究事業

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

① ② ③ ④ １）２）３）

① ② ③ ④

2）

① ② ③ ④

2）

H25
H23
H24
H25

【№13】市民自治力推進事業
【№14】職員力ステップアップ推進事業
【№11】市民自治力推進事業
【№12】職員力ステップアップ推進事業 ① ② ③ ④
（
【№7】みんなでまちづくり事業）
【№9】職員力ステップアップ推進事業
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１）２）３）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★「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。
H23【№9】 自治基本条例推進事業
【№10】(仮称)まちづくり協議会条例
企画部
検討事業
担当部・グループ
地域政策グループ
H24【№8】 自治基本条例推進事業
H25【№7】 みんなでまちづくり事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①「
（仮称）まちづくり協議会条例」の検討に向け、事例調査を行った。

H23.4～

②「高浜市自治基本条例【概要版】
」を全世帯へ配布した。

H23.7

③「参画・協働・情報共有のガイドライン」の素案を、高浜市の未来を創る

H23.8～

市民会議 自治推進・協働分科会及び市役所行政グループと検討した。
④高浜市の未来を創る市民会議 自治推進・協働分科会及び高浜小学校教員
平成２３年度

とともに、
「自治基本条例子ども向け副読本」を検討・作成した。

H24.3
H23.8～
H24.3

⑤「広報たかはま」毎月１日号に、自治基本条例のコラム連載を開始した。 H23.9～
⑥「
（仮称）まちづくり協議会条例」の検討に向け、各まち協の代表者と事

H23.11

務局長で構成する「高浜市まちづくり協議会サミット」を設置した。
⑦まちづくり活動紹介 DVD「ひろげよう！まちづくりの輪～私たちの愛
するまちを 未来へとつなげていくために～」を作成、
「まちづくりシン
ポジウム」にて上映した。

H24.2

①「広報たかはま」毎月１日号に、自治基本条例のコラムを連載した。

H24.4～

②自治基本条例に関する出前授業について、教育委員会へ企画提案を行い、 H24.8、
実施モデル校である高浜小学校教員と、実施に向けた打合せを行った。
③「
（仮称）まちづくり協議会条例」の検討に向け、
「高浜市まちづくり協

H24.11～
H24.8

議会サミット」にて、先進地（三重県名張市）視察を行った。
④高浜市の未来を創る市民会議 自治推進分科会にて、自治基本条例に関す
平成２４年度

る出前授業の進め方の検討、練習を行い、高浜小学校６年生を対象に出

H24.8～
H25.2

前授業を行った。
⑤自治基本条例の実践として高浜小学校６年生の大山緑地の清掃などの取

H25.2

り組みを、市民会議 自治推進分科会のメンバーと協働で行った。
⑥「高浜市まちづくり協議会サミット」にて、「（仮称）高浜市まちづくり
協議会条例」の素案を検討した。

H24.11～
H25.3

⑦「参画・協働・情報共有のガイドライン（案）
」の検討・作成を行った。 ～H25.3

平成２５年度
（予定）

①「広報たかはま」毎月１日号に、自治基本条例のコラムを連載する。

H25.4～

②定住自立圏市民活動情報サイトを運用し、情報発信を行う。

H25.4～

③「参画・協働・情報共有のガイドライン」推進のため、職員説明会を行

H25.春

う。
④「
（仮称）高浜市まちづくり協議会条例」の素案を公表、パブリックコメ

H26.３

ントの手続きを経て、議会へ上程する。
⑤自治基本条例に関する出前授業を、市内全小学校６年生を対象に行う。
特記事項

H25.冬

・庁内 LAN 等を活用して、地域の活動状況、スケジュール等を発信し、全庁あげての協
働体制を推進する環境を整える。
3-4

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

★地域の「どうしよう？」を解決し、「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。
H23【№11】市民予算枠事業
H24【№9】市民予算枠事業
H25【№8】市民予算枠事業

担当部・グループ

何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

企画部
地域政策グループ
いつ（年月）

①地域内分権推進型８団体９件、協働推進型６団体 10 件の事業に対し、 H23.4～8
交付金を交付した。
②「広報たかはま」毎月１日号に、まちづくり協議会活動について連載した。 H23.4～
③広報、ホームページにて、前年度の実績及び平成 23 年度の採択状況を H23.5、6
公開した。
④協働推進型の追加提案の審査を行う審査委員会を２回、平成 23 年度実施事業の H23.6、7、
評価及び、
平成24年度に向けた新規提案の審査を行う審査委員会を１回開催した。H24.2
⑤制度の内容、提案の仕方などを解説した「市民予算枠事業申請ガイドブ H23.10
ック」を作成し、各まち協の会議にて説明、ホームページに掲載した。
⑥地域内分権推進型活用団体に集まっていただき、それぞれの活動や予算 H23.11
額等について、意見交換を行う「おさいふ会議」を実施した。
⑦まちづくりシンポジウムにて、まちづくり協議会などの活動パネルなど H24.2
を展示し、交付金を活用した活動の“見える化”を行った。
①地域内分権推進型 14 団体 15 件、協働推進型４団体５件の事業に対し、交 H24.4～12
付金を交付し、年度末に残額を清算する方式に変更した。
②「広報たかはま」毎月１日号に、まちづくり協議会活動について連載した。 H23.4～
③広報、ホームページにて、前年度の実績及び平成 24 年度の採択状況を H24.5
公開した。
④審査委員会にて、制度内容や交付金活用事業についての勉強会を行った。 H24.6
⑤防災備品などの取扱方法を変更するとともに、
『市民予算枠事業交付金
H24.9～10
「地域内分権推進型」提案書作成の手引き』を作成し、地域内分権推進
型活用団体に対し、説明会を開催した。
⑥まちづくりシンポジウムにて、まちづくり協議会などの活動パネルなど H24.12
を展示し、交付金を活用した活動の“見える化”を行った。
⑦審査委員会の委員を対象に、協働推進型の評価に関する勉強会を行った。 H25.1
⑧『市民予算枠事業交付金「協働推進型」提案書作成の手引き』を作成し、 H25.1～2
審査委員会委員及びまちづくりパートナーに配布した。
⑨協働推進型の平成 24 年度実施事業の評価を行う審査委員会を１回開催した。 H25.2
①平成 25 年度採択事業に対し、交付金を交付する。
H25.4
②「広報たかはま」毎月１日号に、まちづくり協議会活動について連載する。 H25.4～
③広報、ホームページにて、前年度の実績及び平成 25 年度の採択状況を H25.5
公開する。
④交付金活用団体に対し、翌年度に向けた説明会を行う。
H25.9
⑤（仮称）
「まちづくり紹介フォーラム」を開催し、交付金活用団体に集ま H25.9
っていただき、それぞれの活動や予算額等について、意見交換を行う。
⑥協働推進型の提案事業の審査及び実施事業の評価を行う審査委員会を開 H25.2
催する。

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№12】まちづくり総合交付金制度研究
事業
H24【№10】まちづくり総合交付金制度研究
事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

企画部
地域政策グループ

※箇条書きで記載する

①同様の制度を導入している他自治体の事例を調査し、効果や課題等を洗
い出した。

いつ（年月）
H23.4
～H25.2

②他自治体の事例をまとめた「中間レポート」を作成した。

H25.3

①同様の制度を導入している他自治体の事例を調査し、効果や課題等を洗

H24.4

平成２３年度

い出した。

～H24.9

②他自治体の事例における効果や課題、本市における交付金制度の今後の
平成２４年度

H24.11

方向性・方針（案）をまとめた「中間レポート」を作成した。
③まちづくり総合交付金制度調査報告書をまとめた。

平成２５年度
（予定）

・中期基本計画では、
「こんなことに取り組みます」から削除。
特記事項
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H25.3

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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。

取り組みます！

アクションプラン
事業名

実施内容

H23 【№13】市民自治力推進事業
【№14】職員力ステップアップ推進事業
企画部
H24 【№11】市民自治力推進事業
担当部・グループ 地域政策グループ
【№12】職員力ステップアップ推進事業
人事グループ
H25（【№7】みんなでまちづくり事業）
【№9】職員力ステップアップ推進事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
【市民自治力推進】
①衣浦定住自立圏市民活動情報サイトの立ち上げを刈谷市とともに検討し
た。立ち上げにあたり、庁内各所管への呼びかけとともに、市内のまち

H23.4
～H24.3

づくり活動団体に登録を呼びかけた。
②市民会議においてワークショップ形式でまちづくりシンポジウムの企画

H23.10

案を検討した。
③まちづくりシンポジウム「私たちの愛するまちを未来へとつなげていく

H24.2

ために」を開催した。
（参加人数：386 人）
当日の運営は、市民会議のメンバーにご協力いただき、入口ロビーでは
まちづくり活動の展示を行った。
【職員力ステップアップ】
平成２３年度

①「全国地域リーダー養成塾」への職員派遣を行った。

H23.5
～H24.1

②「若手職員成長支援研修」を実施した。（計７回、22 名参加）

H23.4
～H24.3

③「自治研修所」への職員派遣を行った。（広報研修等 計 13 研修、23

H23.4
～H24.3

名派遣）
④「まちづくり協議会特派員」第２期がスタートした。

H23.4～

⑤「メンタルヘルス研修」を実施した。

H23.6

⑥「自治基本条例推進のための職員研修会」
（講師：中川幾郎氏）を開催した。 H23.10
⑦「クレーム対応研修」を実施した。

H24.1

⑧第５部研修として、
「まちづくりシンポジウム」を開催した。

H24.2

⑨「生涯現役のまちづくり研修会」を開催した。

H24.2

【市民自治力推進】
①衣浦定住自立圏市民活動情報サイトの運用を開始し、市内団体への周知に努 H24.4
めた。
（サイト登録団体数：51 団体）
平成２４年度

②まちづくりシンポジウム「あなたの一歩が地域を変える」を開催した。
（参加人数：390 人）
当日の運営は、市民会議のメンバーにご協力いただき、入口ロビーでは
まちづくり活動の展示を行った。
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～H25.3
H24.12

【職員力ステップアップ】
①「全国地域リーダー養成塾」への職員派遣を行った。

H25.5
～H26.1

②「若手職員成長支援研修」を実施した。（計６回、17 名参加）

H25.4
～H26.3

③「自治研修所」への職員派遣を行った。
（コーチング研修等 計 16 研修、 H24.4
～H25.3

31 名派遣）
④「自治大学校」への職員派遣を行った。

H24.5

⑤「メンタルヘルス研修」を実施した。

H24.7

⑥「職員力向上研修」
（講師：椎川忍氏）を開催した。

H24.9

⑦「タイムマネジメント研修」を実施した。

H25.1

⑧「たかはま地域経営実践塾」の塾生募集及び事前レクチャーを行った。

H25.2

【みんなでまちづくり】
①衣浦定住自立圏市民活動情報サイトの充実を図る。

H25.4
～H26.3

②市民予算枠事業交付金の活用団体をはじめとする市民に集まっていただ

H25.９

き、それぞれの活動や予算額等について意見交換を行うとともに、市内
のまちづくり活動を紹介する（仮称）
「まちづくり紹介フォーラム」を開
催する。
【職員力ステップアップ】
①「たかはま地域経営実践塾」を開催する。
（塾長：大杉覚氏）
平成２５年度

H25.4
～H26.3

②「全国地域リーダー養成塾」への職員派遣を行う。

（予定）

H25.5
～H26.1

③「若手職員成長支援研修」を実施する。

H25.4
～H26.3

④「自治研修所」への職員派遣を行う。

H25.4
～H26.3

⑤「自治大学校」への職員派遣を行う。

H25.5

⑥「メンタルヘルス研修」を実施する。

H25.7

⑦「コンプライアンス研修」を実施する。

H26.1

⑧「管理職を対象としたマネジメント研修」を実施する。

H25.10

⑨「やねだんふるさと創生塾」への職員派遣を行う。

H25.5

・職員の研修については、やりっぱなしで終わるのではなく、研修で得た知識を活かせる
特記事項

場づくりや職場全体の底上げにつながる仕組みの検討が必要である。
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）自治基本条例の精神の普及
・自治基本条例の精神を広めるためには、市民向けと
行政向けのアクションが必要になるが、即効性を求
めるのではなく、漢方薬のようにじわじわと広めて
いくしかないのが現状である。

・市民向けには自治基本条例の子ども向け副読本を活
用した出前授業の全小学校への展開や副読本の地
域での活用、行政向けでは、「参画・協働・情報共
有のガイドライン」に沿った具体的なアクションを
検討する。

（２）市民が主体となったまちづくり活動の PR
・市内で行われている市民が主体となったまちづくり ・活発になってきた市民のまちづくり活動を紹介する
活動が市民に十分伝わっていない。
取り組みを強化する。
（３）高浜市らしい協働のあり方の模索
・協働については、どこにも教科書はないとはいうも
のの、先進事例の研究により、職員の関わり方も含
めて、高浜市らしい協働のあり方を見出していく必
要がある。
（４）現場の声を踏まえた、地域活動が活発になる仕
組みの検討
・地域内分権の推進には、地域など現場の声やニーズ
をふまえ、地域が活動しやすいような取り組みが必
要である。
（５）職員力を“現場”で磨く
・ただ研修会を継続的に開催していくことだけでは、
自治基本条例のまちづくりの三原則の一つである
「協働」の趣旨を十分に理解することは難しい。さ
らに職員の地域活動への参加を促進するとともに、
知識の習得や能力・資質の向上を図り、職員力の向
上を目指していかなければならない。
（６）問題意識・使命を持った職員の育成と職場全体
の底力の向上
・多様化する行政ニーズに対応していくため、若手職
員を中心に自治大学校への派遣、全国地域リーダー
養成塾への派遣、厚生労働省への派遣や若手職員成
長支援研修など、様々な研修を実施してきたが、
個々の意識変化は見られるものの、庁内全体に広が
りが見られないのが現状である。人材育成の強化を
図るとともに、職場全体の底力を上げていく必要が
ある。

（７）若手職員の育成
・団塊世代が定年を迎え、ベテラン職員から若手職員
へ急速に入れ替わっていく中で、未来の高浜市を担
う若手職員の育成は急務である。

・朝来市や名張市など協働が進んでいる自治体との連
携を強化するとともに、先進事例の研究を継続す
る。また、全庁あげての協働体制などその仕組みも
整備する。

・地域の声を踏まえて、市民予算枠事業交付金のあり
方、各部門の関わり方など、地域の活動がより活発
になる仕組みを検討する。
・職員に対して地域活動への参加を呼びかけていくだ
けでなく、地域に参加するために必要な研修や、参
加した後のフォロー研修等を実施する。

・平成 25 年度に、中堅職員 20 名が参加する「たか
はま地域経営実践塾」を開講し、小規模であっても、
自立・自律した自治体として生き抜いていくため、
既存の枠にとらわれない斬新かつ大胆な発想で、常
に問題意識と確固たる使命を持ち、積極的・主体的
に行動していける人材の育成を図る。
・職員力の強化については、これまでの行政の考え方
や枠組みでは対応していくことが困難な状況であ
るため、様々な仕事のやり方を工夫するための手法
を学ぶことで、行政に活かすための取り組みを検
討・実施する。
・若手職員成長支援研修のさらなる充実や人材育成に
向けた制度の構築など、未来の高浜市を担う若手職
員の育成を推し進める。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
・団塊の世代の大量退職により、地域に帰ってくる企業人が増える。まちづくりと企業との違いなどを説明で
き、市民と真剣に向き合える職員の育成が急務である。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）子どもたちや若い世代に対するまちづくり意識高揚・活動の第一歩につながるアプローチ
・次世代を担う子どもたちや、その保護者である若い世代の、地域や地域活動への関心を高め、まちづくりの
輪を広げていくため、自治基本条例の子ども向け副読本を活用した出前授業を、全小学校へ展開する。
（２）市民活動の裾野の拡大
・市民の自主的・主体的な活動がより活発になるよう。市民活動への理解を深め、裾野を広げていく取り組み
を強化していく。
（３）地域とともに歩む職員の育成
・
「たかはま地域経営実践塾」の開講など、若手職員を中心として専門知識の習得や能力・資質の向上を図り、
職員力の向上及び職場全体の底上げに力を入れていく。
・職員の地域活動への参加を呼びかけていくだけでなく、地域に参加するために必要な研修や、参加した後の
フォロー研修など、ただ参加するだけで終わらないよう、市政と市民の架け橋となり、地域とともに歩んで
いく職員を育てていく。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・
「目標（１）市民とともに歩む経営を行います」の参画と情報共有に関する内容については、市民と行政が
ともにまちづくりを進めることと密接に関係するため、「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」に統合する。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

生涯学習チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（４） 学びを通して人づくりを進め、夢と希望につなげます
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。
① 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

目標が
達成された姿

でいます。
② 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。
③ 地域資源が次の世代へ継承され、地域に息づいています。
④ 「たかはまが大好き」という市民が増えています。
現状値
実績値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

１）高浜市に愛着や誇りを持って
いる人の割合

64.0％

２）将来の夢を持っている子ども
の割合

77.8%

（H23）

実績値

目標値

（H24）

（H25）

69.5％
79.5%

68％
80％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

学びを通して人が育ち、夢と希望を持って楽しく暮
らせるまちだと思う
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45.4%

47.1%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 指標１）は前年比 5.5 ポイント上昇した。それぞれのライフステージごとに「地域」への関わり合い
が増えてきた、あるいは「地域」を意識する方が増えてきたとも考えられる。
・ 指標２）は前年比 1.7 ポイント上昇した。調査対象である小３から中３の子どものうち 80％近くが、何
らかの夢を抱いていることになる。今後もこの数値を維持・上昇できるように、家庭・学校・地域と連携
した取り組みを進める。
・ 「市民意識調査結果」からも言えることだが、より多くの学びの場に触れることを通じて夢を抱く機会
を増やしていき、地域に循環させていくことが今後の課題と考える。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合

設定根拠

指標の
適切性

目標値の
適切性

・
「たかはまが大好き」という市民が増えていくことを把握するため。
・鬼みちまつりやかわら美術館での特別展、企画展、常設展の開催、地域におけるイベント等を通じて、
高浜の歴史や伝統文化を学ぶことにより、市民の高浜市に対する愛着と誇りを現状値から４％増加させ
る。

まちに対する愛着や誇りを持てるかどうかは、そのまちで人のつながりを持ち、元気を分か
ち合うことが重要な要素を占めると言われている。まちへの愛着・誇りを持つ人を増やして
いくことは、教え・学び合う人のつながりが広がり、お互いに人間的に成長し合い、そして
夢や希望も膨らんでいく地域社会形成につながっていく。よって、指標１について、適切性
を有すると考える。
近隣の自治体で「愛着度」に関する調査を実施しているのは知立市と阿久比町があるが、そ
れによると、知立市は 62.1%が、阿久比町は 71.9%が「愛着を感じる」としている。ま
た、民間団体の都道府県レベルの調査によると、沖縄県がトップで 69.2%である。このよ
うな数値を見る限り、本市の目標値は適切性を有すると考えるが、H23 年度の実績値がす
でに目標値を上回っていることから、新たな努力目標を積み上げ、70%とする。

指標２） 将来の夢を持っている子どもの割合

設定根拠

指標の
適切性

目標値の
適切性

・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、次の世代へ夢とロマンを語り継いでいける子
どもたちが増えていくことを把握するため。
・地域・学校・事業者・関係機関との連携、たかはま夢・未来塾、中・高校生の居場所等を通して、感動
や体験に出会う機会を支援することにより、現状値を２．２％増加させる。

次の時代のまちづくりを担う‘人財’である子どもを育てていくために、多くの地域の人た
ちに関わっていただくことは、子どもたちの感性に大きな影響を与え、より具体的な夢（希
望）を抱くために効果的であると考える。よって、指標２について、適切性を有すると考え
る。
平成２４年４月に実施した高浜市の「児童・生徒の意識や行動に関するアンケート」による
と、夢や希望を持っている子どもの割合は、概して学年が進むにつれて減少している。小学
３年生では 90.3%が「将来の夢を持っている」と回答しているが、中学３年生では 61.6%
となっている。また、大阪府が平成 22 年に公表した調査結果では、小学生が 79.7%、中
学生が 65.3%という数値を示している。単純比較はできないが、この数値を見る限り、本
市の目標数値は適切性を有する数値であると考える。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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。

アクションプラン事業名
H23

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

【№15】生涯学習基本構想策定事業

H24

① ② ③ ④

１）

２）

① ②

１）

２）

① ② ③ ④

１）

２）

H25
H23

【№16】生涯教育活動推進事業

H24

【№13】生涯学習基本構想推進事業

H25

【№10】生涯学習基本構想推進事業

H23

【№17】生涯教育活動推進事業②

H24

【№14】未来に羽ばたく人材育成事業

H25

【№11】未来に羽ばたく人材育成事業

H23

【№18】生涯教育活動推進事業③

H24

【№15】生涯スポーツ推進事業

H25

【№12】生涯スポーツ推進事業

☆地域の良さ（歴史、文化、 H23
伝統、産業等）を学び合
い、愛着と誇りを高めて H24
いくため、地域学（高浜
H25
学）を立ち上げます。

②

２）

【№19】生涯教育活動推進事業④

③ ④
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１）

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 「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。

取り組みます！
アクションプラン

H23【№15】生涯学習基本構想策定事業
担当部・グループ

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）

こども未来部
文化スポーツグループ

※箇条書きで記載する

①愛知大学・岩崎正弥教授をアドバイザーに迎え、基本構想（案）
・基本計
画（案）を作成した。

平成２３年度

いつ（年月）
H23.４
～H24.2

②基本構想（案）の市民向け説明会（会場：中央公民館）を開催した。

H23.8

③基本構想（案）のパブリックコメントを実施した。

H23.9

④基本構想（案）を定例教育委員会にお諮りした。

H23.11

⑤基本計画（案）を定例教育委員会にお諮りした。

H24.2

⑥「高浜市生涯学習基本構想（H24～H33）
・同基本計画（前期）（H24

H24.2

～H25）
」を策定した。

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆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。
H23【№16】生涯教育活動推進事業
H24【№13】生涯学習基本構想推進事業
H25【№10】生涯学習基本構想推進事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

こども未来部
文化スポーツグループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

平成２３年度

①生涯学習ネットワークの構築について、高浜市の未来を創る市民会議（生
涯学習分科会）において意見交換を行った。
②生涯学習の現状の見える化を進めるため、地域で行われている講座・活
平成２４年度

H24.6
～H24.3
H24.12

動に関する情報や、
「地域の達人」情報の収集を開始した。
③収集した生涯学習情報を、市公式 HP にて発信を開始した。

H25.2

④広報たかはまにて、
「地域の達人」の連載を開始した。

H25.2

⑤「高浜（まち）の学校」
（試行版）を開催した。

H25.3

①広報たかはまにて「地域の達人」の連載を行う。
（毎月 15 日号）

H25.4
～H26.3

②子育て支援ネットや生涯現役のネットと連携しながら、生涯学習情報の
平成２５年度
（予定）

データベース構築

H25.4
～H26.3

③「高浜（まち）の学校」運営委員会を開設する。

H25.4

④「高浜（まち）の学校」を開催する。

H25.８

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

H23【№17】生涯教育活動推進事業②
H24【№14】未来に羽ばたく人材育成事業
H25【№11】未来に羽ばたく人材育成事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

こども未来部
文化スポーツグループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①「たかはま夢・未来塾」において、学校では学べない専門性の高い定期 H23.4
的講座を実施した。
～H24.3
・対象：小学４年生～中学３年生（塾生数：217 人）
・講座内容：①ロボットクラブ、②少年少女発明クラブ、
③高浜ビデオクラブ、④ディベートクラブ、
⑤スマップイングリッシュクラブ、⑥おもしろサイエンスクラブ
②中高校生の居場所「バコハ」では、中・高校生を巻き込んだイベントの H23.4
企画・運営や、地域イベントへの参加・協力を行った。
～H24.3
③「中・高校生の居場所運営委員会」メンバーが、実行委員として「タカ H23.7
ハマ物語」の製作・運営に携わった。
～H24.3
①「たかはま夢・未来塾」において、学校では学べない専門性の高い定期
的講座を実施した。
・対象：小学４年生～中学３年生
・講座内容：①ロボットクラブ、②少年少女発明クラブ、
③高浜ビデオクラブ、④ディベートクラブ、
⑤スマップイングリッシュクラブ、⑥おもしろサイエンスクラブ
・ロボカップジュニア全国大会、あいち創意工夫展、ディベート甲子園
などの各種大会等に積極的に出場し、好成績を収めた。
②中高校生の居場所「バコハ」では、中・高校生を巻き込んだイベントの
企画・運営や、地域イベントへの参加・協力を行った。
③市民ムービー「タカハマ物語」が完成した。
④市民ムービー「タカハマ物語」上映会を、市民センターホールなどで開
催した。

H24.4
～H25.3

H24.3
～H25.3
H24.8
H24.9
～H25.3

①「たかはま夢・未来塾」の定例講座として、ものづくりを柱とした、(1) H25.4
ロボットクラブ (2)少年少女発明クラブ、(3)高浜ビデオクラブを実施す
～H26.3
る。
②「たかはま夢・未来塾」の新たな取り組みとして、(1)ディベート甲子園、 H25.4
(2)おもしろサイエンス、(3)漫画、(4)夏休みを活用した工場見学等の「チ
～H26.3
ャレンジ！エンジョイ！プログラム」を実施し、子どもたちの気づき、
交流・仲間づくりを進める。
③バコハでは、中高生やまちの人を巻き込んだイベントを、中高生が自分
H25.4
たちで企画・運営できる場所と機会、まちの人との繋がりをつくる機会
～H26.3
を提供するとともに、未来塾と連携・協力を図る。
④キャラバン隊を結成し、
「タカハマ物語」を市内外へ発信する。

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№18】生涯教育活動推進事業③
H24【№15】生涯スポーツ推進事業
H25【№12】生涯スポーツ推進事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

こども未来部
文化スポーツグループ

※箇条書きで記載する

①子どもから高齢者までが楽しめる各種スポーツ教室・サークルを開催し
た。
（21 教室・４サークル、延べ 11,074 人）

いつ（年月）
H23.4
～H24.3

②NPO 法人たかはまスポーツクラブ、市体育協会、市スポーツ推進委員会、
平成２３年度

高浜ボートクラブ等と連携・協働により、各種スポーツイベントを実施した。
「第 13 回高浜市民レガッタ」の開催（56 クルー、356 人）

H23.8

「第 3 回高浜ロングレガッタ交流会」の開催（15 クルー、92 人）

H23.11

「第 41 回高浜市民体育大会」の開催（16 種目、2,664 人）

H23.10

「第 15 回高浜シティマラソン」の開催（2,101 人）

H24.1

①子どもから高齢者までが楽しめる各種スポーツ教室・サークルを開催し
た。
（22 教室・3 サークル）

H24.4
～H25.3

②NPO 法人たかはまスポーツクラブ、市体育協会、市スポーツ推進委員会、
平成２４年度

高浜ボートクラブ等と連携・協働により、各種スポーツイベントを実施した。
「第 14 回高浜市民レガッタ」の開催（67 クルー、417 人）

H24.7

「第 4 回高浜ロングレガッタ交流会」の開催（16 クルー、77 人）

H24.11

「第 42 回高浜市民体育大会」の開催（16 種目、2,494 人）

H24.10

「第 16 回高浜シティマラソン」の開催（2,040 人）

H25.1

①子どもから高齢者までが楽しめる各種スポーツ教室・サークルを開催す
る。

～H26.3

②生涯スポーツ「ボッチャ」の指導・普及・啓発を行う。
平成２５年度
（予定）

H25.4
H25 年度中

③NPO 法人たかはまスポーツクラブ、市体育協会、市スポーツ推進委員会、
高浜ボートクラブ等と連携・協働により、各種スポーツイベントを実施する。
「第 15 回高浜市民レガッタ」の開催

H25.８

「第 5 回高浜ロングレガッタ交流会」の開催

H25.11

「第 43 回高浜市民体育大会」の開催

H25.10

「第 17 回高浜シティマラソン」の開催

H26.2

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン

☆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。
H23【№19】生涯教育活動推進事業④
担当部・グループ

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）

こども未来部
文化スポーツグループ

※箇条書きで記載する

①郷土資料館を会場とした「高浜ふるさと」講座を３回実施した。

いつ（年月）
H23.10
～H24.2

②人形文化活性化事業として吉浜の菊人形づくりの映像記録を作成した。

H23.8
～H24.3

③高浜市の良さをふんだんに盛り込んだ映画「タカハマ物語」の制作活動
平成２３年度

を行った。

H23.7
～H24.3

④映画「タカハマ物語」の制作を通じて、瓦をモチーフにした楽器「音瓦」 H23.7
づくりを市内で実施した。

～H24.3

⑤瓦の素材を使用したランプシェード「鬼あかり」づくりの講座を実施し
た。

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

特記事項
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H23.7

Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）取り組み情報を共有し、活動の活性化につなげる
・生涯学習に関する取組について、特に子どもたちに

・生涯学習に関する取り組みに関する情報の掘り起し

焦点を当てた取り組みが、市内の各地域で実施され

を進めるとともに、情報の整理及び効果的な情報の

るようになってきている。

発信方法を検討していく。

・各地域で実施されている取り組みの情報を共有（ネ
ットワーク）し、市内全体での生涯学習に関する取
り組みの活性化につなげることが大切である。
（２）まなびの成果を人づくり・まちづくりへ還元
・個人的な「まなび」から一歩を踏み出し、
「まなび」 ・特に、「まなび」の根っことして位置付ける子ども
の成果を人づくりや地域づくりに活かしていく生

たちに焦点を当てながら、地域の子どもの成長支援

涯学習環境を創っていくため、目指すべき姿を常に

に関わる指導者（地域の達人）やサポートする大人

確認しながら、具体的な実践を重ねていく必要があ

を増やす取組を実施する。

る。

・中高校生が年齢・世代を超えて地域の人たちと関わ
る環境をつくりながら、地域の中でのコミュニケー
ション・ネットワークを広げるとともに、地元「高
浜」への興味・関心を高め、「郷土愛」を育てる取
組を検討し、実施する。

（３）まなびの好奇心を膨らませる
・小中学校では教えることが難しい、専門性の高い講

・今後も「たかはま夢・未来塾」を中心に、専門性の

座等を実施し、夢やロマンを語ることができる、未

高い講座を実施していくとともに、その都度、改

来に羽ばたく人材を育てることが大切である。

善・実施を行う。また、さまざまな大会への出場な
ど目標を明確に持たせることで、そのために必要な
準備・練習等を積み重ねる。併せて、大会などの結
果により、充実感や悔しさを仲間とともに共感し、
夢や希望を膨らませていく。

（４）高齢化等への対応
・健康づくりや生きがいづくりという視点から、スポ

・市民が主体的にスポーツ・レクリエーションに親し

ーツ・レクリエーションに対する関心が高まってい

む機会を充実させていくために、市民の意向調査に

る。

基づきながら、必要な講座、教室、サークルなどを

・高齢者や障がい者も安心してスポーツ・レクリエー
ションに取り組める場所や機会をつくっていく必

実施していく。
・生涯現役のまちづくりの取り組みとも連携しなが

要がある。

ら、高齢者や障がい者も楽しめるスポーツ・レクリ
エーションの機会をつくっていく。

（５）参加・交流の仕掛けづくり
・生涯学習に関するさまざまな取り組みや団体の紹介 ・生涯学習活動に取り組んでいる人や団体の紹介だけ
を行うだけでは、参加や交流に発展しにくい。

ではなく、活動内容・実績もＰＲできるような仕組
みづくりを行っていく。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）市の人口は増加傾向にあるが、徐々に高齢化が進展しており、生涯学習に関する取組をはじめとしたま
ちづくりを支える人材も高齢化しつつある。シニア層が持っている力をいかに引き出し、活用していく
か、そしてシニア層の知識・経験などを次世代の人材に引き継いでいくかが課題である。
（２）市内事業所の閉鎖等に起因した住宅地の造成により、市外からの転入者も増加傾向にあり、古くからの
住民と新たに住み始めた住民との考え方にズレが生じることで、地域内での人間関係が希薄化するとと
もに、まちづくりへの関心の低下が懸念される。
（３）青少年を中心とした若者世代が市外の学校や企業などに入ることで、地元「高浜」を離れていく傾向が
ある。地元「高浜」で教わったことや思いを、地域を創る力へと変えていく若者を増やしていく必要が
ある。そして、
「地域の共同経営者」という感覚をもった人たちを増やしていく必要がある。
（４）社会教育施設やスポーツ施設について、劣化診断に基づく保全計画の策定経過を見ながら、職員プロジ
ェクトなどでも施設のふさわしいあり方を探っていく必要がある。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）高浜市の自慢づくり
地域の魅力を掘り起こすとともに情報の集積を進め、市内外への情報発信を行い、高浜市の自慢づくりを進
めていく。そのために、核となる推進体制を構築したうえで、市民や各種団体がゆるやかにつながる仕組み
を創っていく。
（２）「まなび」の成果を、人づくり・地域づくりへ活用
・個人的な「まなび」として一歩を踏み出し、そして、「まなび」の成果を人づくりや地域づくりに活かし
ていく生涯学習環境を創っていくため、地域の人たちが、地域の人たち（特に、子どもたち）の成長に関
わる仕組みを増やす。
（３）地域ぐるみで子どもの成長を支援
・「夢や希望をもっている子どもの割合」を増やしていくためにも、地域ぐるみで子どもたちの好奇心を膨
らませる活動を展開する。
・また、中高校生の年代がまちづくりの一翼を担えるように、中高校生の成長支援を実施する。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・特になし
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

生涯学習チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（５） 心たくましく健やかに育つ教育環境をつくります
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。
① 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。

目標が
達成された姿

② 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。
③ 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。
④ 高浜市の特性に合った教育環境が整っています。
⑤ 子どもが地域活動に主体的に参画しています。
現状値
実績値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

１）毎日をとても楽しいと感じて
いる子どもの割合
指標の状況

２）学習に積極的に取り組む子ども
の割合
３）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

49.0%
65.8%
13.6%

（H23）

実績値

目標値

（H24）

（H25）

51.1％
70.8％
3.6%

55％
70％
20％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

心たくましく健やかに育つ教育環境が整っている

45.5%

まちだと思う

5-1

48.3%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 「市民意識調査結果」は、前回調査よりも 2.8%アップとなっている。年齢別で見ると、幼・保・小・
中世代の保護者である 30 代～40 代の回答が全体よりもやや低いことから、この層へのアプローチを
検討していく必要がある。
・ 「指標１」学校が楽しい、
「指標２」勉強が楽しいなど、子どもたちの意欲が少しずつ目標値に向かっ
てプラス方向に伸びている。これは、学校現場の教師の授業力の向上と、家庭・地域の子どもたちを取
り巻く環境が安定してきているところによるものと考えられる。
・ 「指標３」については、10％の減少となっているが、
「参加」レベルを含めた人数や「活動件数」は伸びて
いることから、参加の裾野は拡大していると考えられる。引き続き分析を進め、対策を検討していきたい。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 毎日をとても楽しいと感じている子どもの割合

設定根拠

指標の
適切性
目標値の
適切性

・人は楽しいと感じたときに、理屈抜きで積極的な言動に出る。学校生活・家庭生活を通して子どもたちが「楽しい」
と感じることにより、多くのことがプラス志向に動く。子どもたちの心の傾向を把握するため。
・子どもたちの学力・体力・心の成長と教師力の向上を目指し、教育基本構想を策定し、ソフト面・ハード面より多く
を仕掛けたとき、子どもたちの日々の生活は充実してくるであろう。心の充実を「楽しい」と感じることで数値化し
ている。ほぼ 100％を目指したいが、３年間で４％増を目指す。
とても＋どちらかといえば楽しい＝49.0％＋42.7％＝91.7％
⇒第 12 回市民会議（11 月 16 日）教育分科会において、指標を「毎日をとても楽しいと感じている子どもの割合」に
修正する。現状値を 91.7％→49.0％、目標値を 95.0％→55.0％へ変更。

・子どもたちが「楽しい」と感じるときは、その基盤に、
「人とのかかわり」があり、
「安心して過ごせる
居場所」がある。
「目標」と「目標が達成された姿」の実現にも、その両者は必要不可欠である。
・当初の設定根拠として掲げた、肯定的な意見を広く吸い上げる「毎日を楽しいと感じている子どもの割
合」
（とても楽しい＋どちらかといえば楽しい）とした方が、目標達成度合いを測るための「ものさし」
としてはふさわしかったと考えられる。
・目標値の算定根拠が弱い。今後は、過去の伸び率等を勘案するなどして設定する必要がある。
・学年が上がるにつれ、割合が低下していくことから、目標値の達成に向けては、その対策が必要である。

指標２） 学習に積極的に取り組む子どもの割合
設定根拠

指標の
適切性

・学習に積極的に取り組む姿勢は、義務教育の９年間に限らず、将来に向けて最も必要な事柄である。積極的に学習に
取組むことが出来る土台を形成することが重要である。学習に対する子どもたちの内面を把握するため。
・子どもたちの学力・体力・心の成長と教師力の向上を目指し、教育基本構想を策定し、ソフト面・ハード面より多く
を仕掛けたとき、子どもたちの日々の生活は充実してくるであろう。適正な支援を与え、心を刺激することで学習に
対する積極性が芽生えてくると思われる。ほぼ 70％を目指ことにより、学習に対するプラスの環境形成につなげる。

・
「生きる力」を「知」の側面からとらえたものが「確かな学力」である。
「確かな学力」は、様々な問題や困
難に対応し、解決する力の原動力となる。
「確かな学力」は課題解決力や判断力、表現力などの「学ぶ力」
、
知識力や理解力などの「学んだ力」とともに、関心・意欲・態度などの「学ぼうとする力」が必要不可欠で
ある。以上の点から、本指標は、
「目標」と「目標が達成された姿」の達成度合いを測るための「ものさし」
として適切であるといえる。
・目標値の算定根拠が弱い。今後は、過去の伸び率等を勘案するなどして設定する必要がある。
・学年が上がるにつれ、割合が低下していくことから、目標値の達成に向けては、その対策が必要である。

目標値の
適切性
指標３） 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

設定根拠

指標の
適切性

目標値の
適切性

・家庭・地域・学校との交流の活性化を図るには子どもが主体的に地域活動に参加することによるつながりが生まれる
ことが必要であり、その状況を把握するため。
・地域と共に子どもたちを育てるという観点から、子どもたち自身も学校としいう教育の場から一歩進んで地域の中に
飛び込んでいく姿勢が重要となる。子どもが地域の多くの場面に参加参画することにより、子ども自身も元気になり、
さらに地域も元気になる。相乗効果が期待できる。13 年に 40％とすることで、積極的な場の提供を期待する。
⇒第 12 回市民会議（11 月 16 日）教育分科会において、指標を「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」に修正。現状値 35.2％→13.6％、目標値 40.0％→20.0％へ変更。

・目標を実現する教育環境とは、学校・家庭・地域の相互の信頼関係を築き、それぞれの果たすべき教育
的役割を互いに理解し、連携と協働をすることが大切である。これからの高浜市の学校教育は、高浜市
の文化や伝統に関心を高めたり地域の方々の支援を受けたりしながら展開していく。そういう意味では、
子どもたちが地域に学んだり地域に貢献したりする機会の確保は必要不可欠である。しかし「参画」と
いう表現は、行事や活動の「企画運営から携わる」という意味が強くなり、今後もそれを臨むなら各種
団体の意識改革や運営方針改革が大切である。
・「子どもが地域活動に主体的に参画している」ことを、
「目標が達成された姿」に掲げているが、まずは
活動に関わるきっかけとなる「参加」を増やし、裾野を広げながら「参画」を増やしていくことが大切
である。よって、
「参画」にしぼらず、
「参加・参画」とした方がふさわしかったと考えられる。
・H24 市民意識調査結果によれば、活動件数は非常に増えており、参加状況は活発になっていると言える。
しかし現在のアンケート方法（回答様式）では、活動件数の母数が増えると、参画割合が相対的に低く
なりかねないという課題がある。中期以降も本指標を用いるのであれば、回答様式の改善が必要である。
・目標値の算定根拠が弱い。今後は、過去の伸び率等を勘案するなどして設定する必要がある。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！
★高浜市の教育のあり方を

アクションプラン事業名
H23

【№20】教育環境整備事業

H24

【№16】教育基本構想推進事業

H25

【№13】地域連携推進事業

H23

【№21】教育環境整備事業②

H24

【№17】教育環境整備事業

H25

【№14】幼保小中一貫教育推進事業

H23

【№22】教育環境整備事業③

H24

【№18】教育環境整備事業②

H25

（
【№14】幼保小中一貫教育推進事業）

☆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。

H23

【№23】教育環境整備事業④

H24

【№19】教育環境整備事業③

H25

（
【№13】地域連携推進事業）

☆幼保小中一貫教育を視野

H23

【№24】教育環境整備事業⑤

H24

【№20】教育環境整備事業④

H25

（
【№13】地域連携推進事業）

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

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。

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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①②③④⑤

１）２）３）

①②

④

１）２）

③ ⑤

１）２）

①

①②③ ⑤

３）

①②③④⑤

１）２）３）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★ 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。
H23【№20】教育環境整備事業
教育委員会
担当部・グループ
H24【№16】教育基本構想推進事業
教育センターグループ
H25【№13】地域連携推進事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①「教育基本構想策定委員会」において、基本構想（案）を検討した。

H22.４
～H23.３
②教育基本構想（案）の市民向け説明会（会場：中央公民館）を開催した。 H23.8
２３年度

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

③教育基本構想（案）のパブリックコメントを実施した。

H23.9

④教育基本構想（案）を定例教育委員会へお諮りした。

H23.12

⑤「高浜市教育基本構想・アクションプラン」
（H24～H33）を策定した。
①教育委員会内に教育センターグループを設置した。
②「高浜カリキュラム」策定委員会を立ち上げ、
「生活・総合的な学習の時
間」の全体計画案を作成した。
（開催回数：６回）
③「高浜学力検定準備委員会」を立ち上げ、
「脳の発達に応じた学習内容・
学習方法の実践」に関する研修・調査を行い、今後の方針を出した。
（開
催回数：３回）
④「学校施設整備検討委員会」を立ち上げ、学校施設大規模改修計画を検討
し、学校施設の現状把握を行い、次年度予算要望に上げた。
（開催回数：４回）
⑤「小中異校種間交流・出前授業推進部会」を立ち上げ、平成 25 年度か
ら「小中学校間連携情報交換会」を実施できるよう、全体計画案を作成
した。
（開催回数：４回）
⑥「シラバス作成推進部会」を立ち上げ、先行実践校の調査を行い、高浜市に
おけるシラバスの効果について検討し、課題を洗い出した。
（開催回数：４回）
⑦「幼保小間連携推進部会」を立ち上げ、平成 25 年度から「幼保小間連携
情報交換会」を実施できるよう、全体計画案を作成した。
（開催回数：３回）
⑧「学校支援ボランティア推進部会」を立ち上げ、市民会議の提言を受け
ながら、各校で行われる地域行事年間日程を見える化し、課題を洗い出
した。
（開催回数：２回）
⑨「こども発達センターとの連携推進部会」を立ち上げ、発達障がい早期発
見の仕組みや就学指導の流れの理解を深め、次年度より５歳児検診を小学
校区単位で実施することを決めた。
「きらり」活性化の方向性を見いだした。
（開催回数：３回）
⑩「新しい学びプロジェクト推進部会」を立ち上げ、翼小と南中を研究推
進校として、東京大学及びプロジェクト事務局（広島県）の計画に従っ
て、研究実践に取り組み、成果と課題等をまとめた。
（開催回数：４回）
⑪教育基本構想推進委員会を立ち上げ、各委員会・各部会の代表者から進
捗状況や課題等の報告を受け、今後の方針を見いだす検討をした。

H23.12
H24.4
H24.4
～H25.３
H24.4
～H25.３

①平成 24 年度の成果と課題をふまえ、９つの部会を４つに統合する。

H25.4

H24.4
～H25.３
H24.4
～H25.３
H24.4
～H25.３
H24.4
～H25.３
H24.4
～H25.３
H24.4
～H25.３

H24.4
～H25.３
H24.４、
H25.２

②「異校種間連携推進委員会」を立ち上げ、幼保小中の全職員が異校種の 年 6 回
授業を互いに見合う体制の推進、幼保小中のつなぎを意識した職員によ
る異校種間連携を推進、
「小１プロブレムや中１ギャップ軽減」「自尊感
情向上」を意識した園児・児童・生徒交流を推進する。また、市内各園
各校がめざす幼児児童生徒の姿の共有化を図り、
「高浜市がめざす 6・
12・15 歳像（学習・生活習慣）を明らかにし、育成のために何ができ
るのかを検討する。
③上記委員会の他「教育支援活動調整委員会」「特別支援教育推進委員会」 各年 4 回
「教育環境整備検討委員会」で検討を進める。

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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

取り組みます！

の教育カリキュラムについて研究します。

アクションプラン

H23【№21】教育環境整備事業②
H24【№17】教育環境整備事業
H25【№14】幼保小中一貫教育推進事業

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

教育委員会
教育センターグループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①「高浜カリキュラム」準備委員会を立ち上げ、策定の方針をまとめた。

H23.3

①「高浜カリキュラム」策定委員会を立ち上げ、
「生活・総合的な学習の時

H24.4

平成２３年度

間」の全体計画案を作成した。
（開催回数：６回）
②「小中異校種間交流・出前授業推進部会」を立ち上げ、平成 25 年度か
ら「小中学校間連携情報交換会」を実施できるよう、全体計画案を作成
平成２４年度

～H25.３
H24.4
～H25.３

した。
（開催回数：４回）
③「幼保小間連携推進部会」を立ち上げ、平成 25 年度から「幼保小間連携
情報交換会」を実施できるよう、全体計画案を作成した。
（開催回数：３回）

①「異校種間連携推進委員会」を立ち上げ、市内各園各校がめざす幼児・

H24.4
～H25.３

年6回

児童・生徒の姿の共有化を図り、
「高浜市がめざす 6・12・15 歳像（学
習・生活習慣）を明らかにし、育成のために何ができるのか検討する。
②「小中学校間連携情報交換会」を実施し、
「小１プロブレムや中１ギャッ
プ軽減」
「自尊感情向上」意識した園児・児童・生徒間交流の推進により、
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.３

幼保小中をスムーズにつなぐ。
③幼保小中の全職員がそれぞれの教育観を互いに理解するために、異校種
の授業を見合う体制をつくる。

H25.4
～H26.３

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№22】 教育環境整備事業③
教育委員会
担当部・グループ
H24【№18】教育環境整備事業②
教育センターグループ
（H25【№14】幼保小中一貫教育推進事業）
何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

平成２３年度

「教育基本構想アクションプラン」における開始年次が
平成 26 年度のため、実施せず

平成２４年度

①高浜市がめざす子ども像を明確にするために、家庭で必要な学習習慣や
生活習慣はどのようなものか、調査活動を行う。
平成２５年度
（予定）

特記事項
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H25.4
～H26.３

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名

☆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。
H23【№23】教育環境整備事業④
H24【№19】教育環境整備事業③
（H25【№13】地域連携推進事業）

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

教育委員会
教育センターグループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

平成２３年度

「教育基本構想アクションプラン」における開始年次が
平成 26 年度のため、実施せず

平成２４年度

①「教育支援活動調整委員会」を立ち上げ、教育委員会が市民会議やまち
協と連携しながら、学校を拠点とした地域による各種行事運営の調整を
平成２５年度

していく。

（予定）

特記事項
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年4回

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№24】教育環境整備事業⑤
H24【№20】教育環境整備事業④
（H25【№13】地域連携推進事業）

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

教育委員会
教育センターグループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

「アクションプラン」実施期間が

平成２３年度

平成 24 年度～25 年度のため、実施せず

H24.4
～H25.３
先進実践市である兵庫県小野市の「おの検定」の取組みについて調査し、

①「高浜学力検定準備委員会」を立ち上げ、高浜学力検定の意義の確認、

高浜市の現状においてどこから手をつけていけばよいのかを検討した。
（開催回数：3 回）
②「学校支援ボランティア推進部会」を立ち上げ、市民会議の提言を受け
平成２４年度

ながら、各校で行われる地域行事年間日程を見える化し、課題を洗い出

H24.4
～H25.３

した。
（開催回数：２回）

①「異校種間連携推進委員会」を立ち上げ、市内各園各校がめざす幼児児童 年 6 回
生徒の姿の共有化を図り、
「高浜市がめざす 6・12・15 歳像（学習・生
活習慣）を明らかにし、家庭教育が果たす役割について、検討する。
平成２５年度
（予定）

②「教育支援活動調整委員会」を立ち上げ、教育委員会が市民会議やまち
協と連携しながら、学校を拠点とした地域による各種行事運営の調整を
していく。

特記事項
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年4回

Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）総合計画と教育基本構想の再調整
・学校教育を取り巻く現状をしっかりと踏まえ、新た

・学校教育を取り巻く現状・課題をしっかり見据え、

な課題にも対応していくためにも、再度、総合計画

それを解決していく取組内容を中期基本計画に反

と教育基本構想の調整を行う必要がある。

映させていく必要がある。

（２）学校の想いと地域の想いのマッチング
・
「新・学習指導要領」が小学校では平成 23 年度か

・「本音の語り合い」と「本物の信頼関係」で学校と

ら、中学校では平成 24 年度からスタートし、子ど

地域をつなぎ、地域ぐるみで子どもたちの成長を見

もたちの未来のために「生きる力」を育むためには、

守り、手助けする“みんなの学校”をつくっていく

学校だけではなく、家庭や地域など社会全体で子ど

必要がある。

もたちの教育に取り組むことが大切であるとの理
念が掲げられている。本市においても、地域から学
校との連携の申し出を多々いただいているが、一方
で、教科カリキュラム時間の増加により、地域との
連携に使える時間数に限りがある。「学校の実情に
応じた学校支援」という観点を大切にし、学校の想
いと地域の想いとを調整する場が必要である。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）文部科学省は、現在公立学校で実施されている「完全学校週５日制」を見直し、土曜日にも授業をする
「６日制」導入の検討を始める意向を出している。
（２）耐用年数を順次迎える学校施設のあり方について、検討する必要がある。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）「学校を拠点としたまちづくりに対する職員の意識向上」
・まちづくりに対する市民の意識は年々高まってきている。その一方で、学校職員の意識は、学校経営の観
点や高浜市自治基本条例の意図を理解している管理職が持っている程度である。
・市民とともにまちづくりをしていくには、勤務時間外での活動は避けられない。
・いかに、若い世代の職員一人一人の意識の中に、有用性を抱かせていくかが重要である。
（２）「12 年間の学びと育ちをつなげる」という職員の意識の向上
・一貫教育の最大のねらいは「確かな学力」である。そのためには、下記の取り組みが不可欠である。
①高浜市の全職員が「めざす15歳像に向かって12年間の学びと育ちをつなげる」という意識をもつ。
②目の前にいる子どものために、前学年で身についた学びや育ちを大切に受け、次学年レベルに確実に伸
ばし、送ることに責任をもつ。
③発達段階に適した指導を積み重ねていく。
・
「小学校では」
「中学校では」という学校側からの視点ではなく、
「個々の子どもの成長のためにどうする
か」という子どもの側に立った視点で教育をしていく必要がある。
・高浜市教育委員会としては、所管する小学校から中学校までの義務教育に特に責任をもち、確かな学力と
望ましい生活習慣を身につけられるよう重点的に推進する。
・しかし、高浜市の現状を考えると、市内すべての小中学校を「施設一体型一貫校」に整備していくことは
難しい。
・そこで、
「中学校を卒業する時にこのような子どもであって欲しい」という「目指す子どもの姿」を明確
にし、その姿を小学校、中学校が共有し、「施設分離」している分、密な「連携」を大切にしながら「一
貫性」のある指導をしていく。
・さらには、
「目指す子どもの姿」を家庭や地域も共有して、学校・家庭・地域がそれぞれの役割をきちん
と果たして子どもを育てていく教育環境づくりをめざしていく。
（３）「市内小中学校校舎改修の方向性」
・市内の小中学校の校舎改修の方向性を探るうえで、単なる改修ではなく、その立地条件から見ても、地域
の防災拠点として或いは複合施設として整備する必要性も視野に入れ、検討する必要がある。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・特になし
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

子育ち・子育てチーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（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
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。
① 安心して子どもを産み、育てられるようになっています。
② 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。

目標が
達成された姿

③ 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。
④ 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

指標の状況

現状値

実績値

実績値

目標値

（H22）

（H23）

（H24）

（H25）

１）子どもを産み、育てやすいと
感じている人の割合

59.0％

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

45.1%

63.2％
43.3%

62％
48％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

人のつながりやぬくもりの中で、子育ち・子育てを
支えているまちだと思う
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48.9%

53.8%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・
「子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合」は 2010 年現状値より 4.2 ポイント上昇した。子
どもの医療費の無料化は継続性が求められ、かつ保育と子育て支援の充実及び多様化がニーズ対応とし
て必要と考える。
・
「子どもと触れ合う行事に参加したことがある人の割合」は 2010 年現状値から 1.8 ポイント下がった。
土日操業に伴う影響も見込まれるが、第６次高浜市総合計画の目標はもとより、第２次高浜市生涯学習
基本計画の着実な推進のため本指標達成への取組みを進めていかなければならない。
・指標の目標値の達成には、事業所管グループだけでなく、市役所内や地域団体等と連携を強化し、
「まな
びの根っこ」である子どもたちを地域全体で育てていく環境の整備が必要と考える。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合

設定根拠

指標の
適切性

・子育てにおいては安心して育てられる環境が整っていることが重要であるため、そう感じている方の状況を把握する
ため。
・子どもの医療費の無料化の継続、保育サービスの充実、相談体制や各種講座の充実を実施し、良好な子育て環境の整
備を図ることで、子育てが安心してできると感じる人の割合を現状値より３％増加させる。その根拠としては次のと
おりである。
（H17 年度の総計のアンケート結果と比較すると５年間で２０％の満足度が上昇している。この要因としては、１７
年度から２２年度の間に、子育て支援に係るハード整備としては、２つの幼保園の誘致による待機児対策、民間園の
２ヶ所の子育て支援センター及びいちごプラザの設置などがあったため、満足度の拡大が大きかったが、平成２２年
度以降はハード整備の予定がほとんど無いことから、ソフト事業の充実による満足度の向上を目指すものとする。そ
の目標値としては市民意識調査で、
「どちらかといえばそう思わない 26.1%」の３分の１の８％を１０年間で満足と
することを目標とする。）

・子育てを支えるということの成果を図るにあたり具体的に指標で表す場合は支えられる
側、サービスを利用する側の満足度を把握することが最も直接的で分かりやすく適切であ
ると考える。
・上記の設定根拠において８％を 10 年間で満足とすることを目標とすることとしたなかで

目標値の
適切性

当初の３年間で３％と設定したが、既にその目標値をクリアしたことから前倒しで設定す
ることが必要である。

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

設定根拠

・子どもがのびのびと活動する環境を支えていくうえで地域と関係機関が連携した取り組みが重要となってくるため、
地域の方が子どもに関わっている状況を把握するため。
・子どもの成長を支援できる大人を増やす取り組みにより、地域での子育て支援に関わる意識の向上を図り、地域と各
種機関のネットワークの構築により地域での子育て力を向上させることで地域における子どものとふれあう行事に参
加したことがある人の割合を３％増加させる。
数値目標の根拠は次のとおりです。
（次世代支援に関するニーズ調査では、平成 15 年度から 20 年度で保護者の地域活動の参加が３％低下している現
状ではあるが、マニフェスト事業として、子育ち・子育て支援ネットワーク会議やネットワーク事業の展開により、
子どもに関する事業を支援する大人への喚起に取組むことから、10％の増加目標とした。それは、小学生以下の子
どもを持つ親の 27％が、子どもに係る行事に参加希望をもっていることから、この 27％が実際に参加することを
目標とすべきと考えるが、指標の現状値が、全世代の大人が子どもに関する事業に参加してもらうことを対象とし
ていることから、子育てが終わった大人の子育て支援参加者も参加させる目標を 27％の３分の１である約 10％を
子どもに係る行事への大人の参加率の１０年後の増加目標値とした。）

・目標にある「人のつながりやぬくもりの中で」を実現するには設定根拠にあるように地域
指標の

と関係機関が連携した子育て支援への取り組みが重要であり、その取り組みへの参加状況

適切性

として「子どもとふれあう行事に参加したことがある人の割合」を把握することは適切な
指標であると考える。
・現状値に対し、H23 実績値は減少したが、設定根拠に示す「当時小学生以下の子どもを持

目標値の
適切性

つ親の 27％が、子どもに係る行事に参加希望をもっていることから、この 27％が実際に
参加することを目標とすべき」という考え方は目標値の設定根拠としては適正と考える。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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、

アクションプラン事業名
H23

【№25】放課後居場所事業

H24

【№21】放課後居場所事業

H25

【№15】放課後居場所事業

H23

【№26】保育サービス充実事業

H24

【№22】保育サービス充実事業

H25

【№16】保育サービス充実事業

H23
H24
H25
H23

【№28】子ども医療事業

H24

【№24】子ども医療事業

H25

【№18】子ども医療事業

H23

子どもの目線にたって、
成長を支援できる大人を

H24

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

【№27】子育て・家族支援ネット
ワーク事業
【№23】子育て・家族支援ネット
ワーク事業
【№17】子育て・家族支援ネット
ワーク事業

H25

【№29】子育て推進事業
（子ども市民憲章推進事業）
【№25】青少年健やか育成振興事業
（子ども市民憲章推進事業）
【№19】青少年健やか育成振興事業
（子ども市民憲章推進事業）

H23

【№30】子育て支援拠点事業

H24

【№26】子育て支援拠点事業

H25

【№20】子育て支援拠点事業

せ、子どもが健やかに育
つ環境を整えます。
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「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

① ② ③ ④

１）

①

③ ④

１）

① ② ③ ④

１）

①

１）

②

④

① ②

④

２）

２）

２）

１）

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★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。
H23【№25】放課後居場所事業
H24【№21】放課後居場所事業
H25【№15】放課後居場所事業

担当部・グループ

何を・どうした（どうする）

こども未来部
文化スポーツグループ

※箇条書きで記載する

①全小学校での本格実施を踏まえ、専任コーディネーターを配置した。

いつ（年月）
H23.４

（シルバー人材センターに委託）
②平成２２年９月からの高浜小学校でのモデル事業を踏まえ、全ての小学

H23.５

校で実施した。
平成２３年度

③モデル事業での課題や要望を踏まえ、予め承諾書を提出すれば自宅に帰

H23.5

らず事業に参加できるよう見直した。

平成２４年度

④関係者（学校・シルバー・行政）による連絡調整会議を実施した。

H24.２

①昨年度に引き続き、５小学校のグランドを中心に実施した。

H24.４

②事業参加者を把握するため、バンドを装着することとした。

H24.４

③子どもたちが、より参加しやすい事業にしていくため、参加している生

H24.12

徒に対しアンケートを実施した。
④アンケート結果等を踏まえ、関係者（学校・シルバー・行政）による連

H25.2

絡調整会議を実施した。

①アンケート結果や連絡調整会議での意見をできる限り反映させ、子ども
たちが気軽に参加しやすい事業の実施に向け取り組む。
（例：遊び道具・
プレイングマネージャー（遊びを教えてくれる人）等の充実、実施時間、
平成２５年度

雨天時の対応 等）

（予定）

特記事項
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H25.4

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名

★ 「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。
H23【№26】保育サービス充実事業
H24【№22】保育サービス充実事業
H25【№16】保育サービス充実事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

こども未来部
こども育成グループ

※箇条書きで記載する

①吉浜保育園の民営化の準備をした。

いつ（年月）
H23.4.
～H24.3

②家庭的保育の１カ所拡充を準備した。
平成２３年度

H23.4.
～H24.3

③幼稚園夏季預かり保育を継続実施した。

H23.7～８

①吉浜保育園の民営化を開始した。

H24.4

②中央保育園の民営化の準備をした。

H24.4.
～H25.3

平成２４年度

③家庭的保育「おひさま」を開所した。

H24.4

④家庭的保育の１カ所拡充を準備した。

H24.4.
～H25.3

⑤事業所内保育新モデルに係るニーズ調査及び国への提言内容を策定し

H24.7

た。

平成２５年度

⑥幼稚園夏季預かり保育を継続実施した。

通年

⑦幼稚園預かり保育の拡充準備をした。

H24.10～

①中央保育園の民営化を開始する。

H25.4

②家庭的保育を１カ所、新規に開所する。

H25.4

③幼稚園預かり保育の拡充を開始した。

H25.4

（予定）

・子ども・子育て関連３法が公布され、平成 27 年度より本格施行となるため、それを踏
まえた事業計画策定が必要になる。
特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名

★ 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。
H23【№27】子育て・家族支援ネットワーク事業
こども未来部
H24【№23】子育て・家族支援ネットワーク事業 担当部・グループ
こども育成グループ
H25【№17】子育て・家族支援ネットワーク事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

①「子育て支援ネットワーク」ポータルサイトの運営により各種子育て関
連の情報を随時配信した。

いつ（年月）
H23.4.
～H24.3

②メールマガジンを週１回程度配信し、情報提供に努めた。

H23.4.
～H24.3

平成２３年度
③ポータルサイト新規掲載希望者の調査をした。

H23.9～10

①「子育て支援ネットワーク」ポータルサイトの運営により、各種子育て H24.4.
関連の情報を随時配信した。

～H25.3

②メールマガジンを週１程度、配信し、情報提供に努めている。

H24.4.
～H25.3

平成２４年度

③子育ち・子育て支援ネットワーク会議によりポータルサイトの拡充につ
いて検討した。

H25.1

④ポータルサイト新規掲載希望者を募集した。

H25.1

①「子育て支援ネットワーク」ポータルサイトの運営により、小中学生ま

H25.4.

で拡充した子育て関連の情報を随時配信する。
②メールマガジンを過大な情報提供とならないよう、対象年齢ごとに配信
平成２５年度
（予定）

H24.8、

する。

～H26.3
H25.4.
～H26.3

③子育ち・子育て支援ネットワーク会議で、ポータルサイトや各活動に係
る改善点や促進手法について検討する。

特記事項

6-6

年３、４回

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№28】子ども医療事業
H24【№24】子ども医療事業
H25【№18】子ども医療事業

実施内容

担当部・グループ

何を・どうした（どうする）

市民総合窓口センター
市民窓口グループ

※箇条書きで記載する

①中学校卒業までの医療費の無料化を実施した。
②出生届出時等、住民票担当を通じて制度を周知し、証交付につなげた。
平成２３年度

③毎月月末に勧奨通知を発送し、申請率向上に努めた。

H23.7,10

①中学校卒業までの医療費の無料化を実施した。

H24.4
～H25.3
H24.4
～H25.3
H24.4
～H25.3

③毎月月末に勧奨通知を発送し、申請率向上に努めた。
④広報による周知を行った。

H24.7,10

⑤母子手帳配布時にチラシを配布した。

H24.4～

①中学校卒業までの医療費の無料化を実施する。

H25.4
～H26.3
H25.4
～H26.3
H24.4
～H25.3

②出生届出時等、住民票担当を通じて制度を周知し、証交付につなげる。
平成２５年度

H22.1
～H24.3
H22.1
～H24.3
H22.11
～H24.3

④広報による周知を行った。

②出生届出時等、住民票担当を通じて制度を周知し、証交付につなげた。
平成２４年度

いつ（年月）

③毎月月末に勧奨通知を発送し、申請率向上に努める。

（予定）
④広報による周知を行う。

H25.7,10

⑤母子手帳配布時にチラシを配布する。

H25.4～

・未就学児の入院・通院及び小中学生の入院に係る医療費については、県補助事業として
無料化の実施を行っているが、平成 26 年度より県補助制度の見直しが図られる見込み
特記事項

である。
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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

取り組みます！

います。
H23【№29】子育て推進事業
（子ども市民憲章推進事業）
こども未来部
H24【№25】青少年健やか育成振興事業
担当部・グループ 文化スポーツグルー
（子ども市民憲章推進事業）
H25【№19】青少年健やか育成振興事業
プ
（子ども市民憲章推進事業）
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）

アクションプラン
事業名
実施内容

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

①高浜市在住の漫画家 たかはまこ さんに協力いただき、毎月１日号広報に、
子どもと大人の意識のズレのエピソードを紹介した４コマ漫画を掲載した。
（エピソードは公募）
②５歳児検診やいちごプラザ等で、啓発本「おとなもね・・・」
「わたしはね・・・」
の読み聞かせや絵本を配布し、普及啓発に努めた。
③幼稚園や保育園で開催されるＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）の際
に、参加している親子に対し、子ども市民憲章のチラシ配布や絵本の紹介な
どを行った。
④子どもと大人の関係を考える委員会を開催し、子どもを取り巻く環境や問題
等について委員間で意見交換・情報共有を図った。また、笑顔の写真展の企
画等を行った。
⑤各小学校に放課後居場所事業の案内（同意書）を配布する際に、併せて子ど
も市民憲章のチラシと４コマ漫画のエピソード募集のチラシを配布した。
⑥家族でのコミュニケーションを深めるきっかけづくりとして、家族の笑顔を
発見できるような写真を募集し、多くの人たちが集まるいきいき広場で「笑
顔の写真展」を実施し、併せて人気投票を行った。
①４コマ漫画の掲載、５歳児検診等での啓発本の読み聞かせと絵本の配布、子
どもと大人の関係を考える委員会の開催などを行った。
②各小学校に放課後居場所事業の案内（同意書）を配布する際に、併せて子ど
も市民憲章のチラシと４コマ漫画のエピソード募集のチラシを配布した。ま
た、本年度より幼稚園・保育園にも同様のチラシを配布し、子ども市民憲章
の啓発普及・四コマ漫画のエピソード募集に努めた。
③子ども市民憲章を知る週間（１１月１日から１週間）に、全小学校に子ども
市民憲章や笑顔の写真などが掲載されたパネルを配布し、子どもたちが集ま
る下駄箱付近などに掲示してもらい普及啓発に努めた。また、学校によって
は全校集会等で校長先生から話をしていただいた。
④笑顔の写真展の展示場所を、本年度は「いきいき広場」と「青少年ホーム」
の２箇所とし、多くの人たちの目に触れる機会を増やすことで、更なる啓発
普及に努めた。また、青少年ホームでは、啓発本を１ページずつ拡大したラ
ミネートパネルを掲示し、併せて条文の掲示も行った。また、高浜市で開催
した家庭教育推進大会西三河大会において、同様の展示と投票を行い、市外
を含む参加者に対しＰＲを行った。
①100 号を迎える予定の４コマ漫画を中心とした啓発冊子を作成し、教育施
設等に設置するなど新たな啓発本として活用、普及啓発に努める。
②これまでの活動に加え、「高浜市の未来を創る市民会議・生涯学習分科会」
からの提言や「子どもと大人の関係を考える委員会」での意見等を踏まえ、
新たに「子による親の撮影」や「ご近所同士の撮影」などの部門を新設し、
多くの人たちに写真展に応募してもらい、目に触れ、身近な写真展として定
着を図っていくことで、普及啓発に繋げる。また、応募作品のＤＶＤを放映
したり、表彰式の際に、市民憲章の読上げや啓発本の読み聞かせなども行う。
③子ども市民憲章を知る週間において、各小学校の給食時間などを活用して、
子ども市民憲章の校内放送を行い、普及啓発を図る。

特記事項
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H23.4
～H24.3
H23.4
～H24.3
H23.4
～H24.3
H23.4
～H24.3
（月 1 回）
H23.4
H23.11

H24.4
～H25.3
H24.4

H24.11

H24.11

H25.6
H25.11

H25.11

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆ 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。
H23【№30】子育て支援拠点事業
H24【№26】子育て支援拠点事業
H25【№20】子育て支援拠点事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

こども未来部
こども育成グループ

※箇条書きで記載する

①いちごプラザ、各支援センターによる各種講座や相談事業を実施した。

いつ（年月）
H23.4
～H24.3

②ポータルサイト等を利用したＰＲ活動を行った。
平成２３年度

H23.4
～H24.3

③いちごプラザを中心とした各施設等との合同イベントを開催した。

H23.８、12

①いちごプラザ、各支援センターによる各種講座や相談事業を実施した。

H24.4
～H25.3

②ポータルサイト等を利用したＰＲ活動を行った。
平成２４年度

H24.4
～H25.3

③いちごプラザを中心とした各施設等との合同イベントを開催した。

H24.８、12

①いちごプラザ、各支援センターによる各種講座や相談事業を実施する。

H25.4
～H26.3

②ポータルサイト等を利用したＰＲ活動を行う。

～H26.3

平成２５年度
（予定）

H25.4

③いちごプラザを中心とした各施設等との合同イベントを開催する。

特記事項
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H25.８、12

Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）多様化する保育ニーズへの支援施策の展開

・待機児童の解消には前期で取り組んだ施設の有効活

・待機児童が前期基本計画期間中３歳未満児で発生し

用である定員の弾力運用や家庭的保育の拡充も有

ており、３歳以上児では保育園のニーズが高くほぼ

効であったが、保育ニーズへの柔軟な対応が硬直的

定員一杯の受け入れを実施しているのに対し幼稚

となるため、新たに民間活力による対応を図る。ま

園では定員の約 3／4 程度の受け入れとなってい

た、多様化する保育ニーズに対し、効率的に対応す

る。子ども・子育て関連３法の施行により、平成２

るため基礎自治体である市町村は子ども・子育てに

７年度以降には、基礎自治体は、保育園・幼稚園・

係る地域ニーズを調査・把握した上で、新制度の給

認定こども園には施設型給付による幼児の教育・保

付並びに事業の需要見込量、供給体制の内容及びそ

育の一体的な提供と、家庭的保育等の小規模保育な

の実施時期を盛り込んだ「高浜市子ども・子育て支

どは地域型給付による多様な保育サービス展開に

援事業計画」を平成２６年度中に策定することが義

加え、地域の子ども・子育て支援を地域の状況や特

務付けられており、新制度を活用した保育サービス

性により総合的に実施することが可能となる。

を充実するため、当該計画の策定及びその実施に取
り組んでいく。

（２）子育て活動団体の継続的な活動支援

・生涯学習や高齢者支援の分野でも、その活動の情報

「子育て支援ネットワーク」ポータルサイトの設置

を一元的に収集・発信するポータルサイトの立ち上

により、子どもに関わる様々な情報や、子育て支援

げが計画されていることから、これらのポータルサ

活動に携わる団体の活動情報を一元的に収集し、発

イトの情報が高浜市の一つのトータルデータベー

信するインフラ整備が前期に完了しつつある。しか

スとして、子どもから高齢者の活動を支援するもの

し、子育て活動団体の活動が連携し、継続的な活動

として運営していくことが必要であるとともに、行

を支援できる活動には至っていない。

政から市民活動団体まで様々な団体の活動の連携
につながるよう活用していく。

（３）地域等による子どもの自主・自立の支援

・地域の達人やまちづくり協議会などに放課後居場所

みんなで目指すまちづくり指標の数値を上げてい

事業のプレイングマネージャー（遊びを教えてくれ

くためにも、全小学校で実施している放課後居場所

る人）として参画してもらえるよう調整をするな

事業などに、多くの地域の人たちに参画してもら
い、子どもたちの自主・自立を支援していくことが
重要であるが、現状では、これらの事業に対し、地

ど、地域で子どもを育む環境づくりに努めていく。
・将来的に、放課後居場所事業については、学校のグ
ランド以外にも、児童センターや公園など地域の財

域や大人の関わりが少ない状況である。

を活用し、子どもたちが自由に遊べるような環境づ
くりに努めていく。
（４）こども市民憲章の認知度

・子ども市民憲章を普及啓発するための手段として開

子育て・子育ちを推進するうえで、子ども市民憲章

催している「笑顔の写真展」の実施内容を見直すと

の想いを、多くの市民に広く伝えていくことは、親

ともに、親子が集まる地域のイベントなどを活用

子の良好な関係性を構築する上でも効果的な取り

し、啓発本（絵本）の読み聞かせやチラシの配布な

組みであるが、各種イベントなどで確認すると、そ

どを積極的に行っていく。また、学校や幼稚園・保

の認知度は年々低下している傾向にある。

育園等とも連携した取り組みを行っていく。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１） 高浜市では第６次総合計画において年少人口の緩やかな減少が見込まれているが、保育ニーズについ
ては増加の傾向が続くと見込まれるため、施設や制度の効率的な活用、整備を図り待機児童対策に柔軟
な対応をすることが重要である。子ども子育て新システムは、地域の実情に応じた地域子ども・子育て
支援事業の展開を基礎自治体がその責任において、地域に根差した施策として実施できるよう、財源確
保も含めて法令化されたものであり、本市における保育需要と供給量を適切に把握し、様々な保育ニー
ズに効果的、効率的に対応する市町村計画を策定することが求められる。
特に、幼保一体化、認定こども園の誘致、地域の保育力を活用した家庭的保育の設置など、従来より
地域の実情による保育施策を積極的に取り組んできた本市にとっては、子ども子育て新システムの導入
により現存の施設の活用を踏まえた質の高い幼児期の学校教育と保育の総合的な提供、多様な保育ニー
ズに対応した保育サービスの提供など今後も取り組んでいく必要がある。
（２） 各地区のまちづくり協議会の活動では子どもに重点を置いた活動が展開されており、今後もその傾向
は強くなってくると思われるため、高浜市における子育て支援事業の展開については子どもの最善の利
益を考えて地域の保育力を活用することが必要である。
併せて、地域との関わりを持ちながら事業を展開していく中で、希薄化した親子関係の修復にも努め
ていく必要がある。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）民間活力の活用及び幼稚園の認定こども園移行の検討
子どもの数はゆるやかに減少していく見込みであるが、保育を必要とする保育ニーズは年々高まっているな
かで、３歳未満児については民間活力を活かした新たな対策を講じるとともに３歳以上児の保育ニーズの平
準化を図るため、子ども子育て関連３法を踏まえ既設の幼稚園施設の活用を検討する。
（２）放課後居場所事業の展開
子どもたちの自主・自立を支援するため、地域の達人やまちづくり協議会、児童センターなどと連携し、新
たなプレイングマネージャーの発掘や見守りの方法など、子どもが参加しやすい環境づくりを目指し、地域
の中で子どもたちを育んでいく仕組みづくりに取り組んでいく。
（３）地域保育力の連携・強化
子育ち・子育てにおいて人との関わりを強固にする地域社会とのつながりは必要不可欠なものであり、情報
の連携をきっかけとした顔のつながる連携へとつなげていく。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
なし
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

産業・観光チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方
目標が
達成された姿

（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
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。
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 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。
現状値
実績値
実績値
目標値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

１）製造品出荷額等

4,923.4 億円

２）小売商店の店舗数

390 店舗

３）組織化・法人化した農業者団
体の数

０団体

４）企業誘致制度を利用した件数

5件

（H23）

（H24）

3,952.6 億円

387 店舗
０団体
6件

（H25）

4,923.4 億円

390 店舗
１団体
11 件

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

まちの成長を支えるエンジンとして、産業が元気
なまちだと思う
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17.7％

21.7%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 市民意識調査結果では上昇傾向を示しているが、第２次産業就業者の割合が高い本市の特性として、こ
のような数字として表れているものと考える。しかし、景気の動向によっては、将来的に産業の空洞化
が懸念されるため、楽観は禁物と考える。
・ 成果指標のうち、製造品出荷額及び小売商店の店舗数が減少している。これは、リーマンショック後の
急速な景気の後退によるものと考えるが、現在は景気も回復傾向にあり、このことは、企業誘致制度利
用件数の伸びに表れている。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 製造品出荷額等

設定根拠

指標の
適切性
目標値の
適切性

・各種製造製品の出荷額等は、製造業者の事業活動により発生する額等で、
「工業力の指数」とも呼ばれているものです。
この出荷額等が安定し、向上が図られることが、ものづくりを中心とする本市の経済活動の活性化の指標と捉えています。
・地場産業への支援として、窯業展出展事業、国内外販路開拓事業等の展開、また、中小事業者への支援策として経営基盤
の強化、技術競争力の強化を促すがんばる応援補助事業、商工業振興資金融資制度による信用保証料補助金の実施、更に
は製造業を対象とした工場の新・増設に対する奨励措置等により、企業活動を側面から支援することにより、活性化を促
し、製造品の出荷額の安定・向上につなげます。目標値は、現状の景気動向に配慮して、現状値維持としました。
・ものづくりを中心とする本市においては、中小企業の支援、雇用の安定施策の評価をするうえでの指標として適正と
考えるが、外的要因に大きく影響を受けることもあり、中期では工業力指数以外の指標も考慮する必要がある。

・目標値は平成１９年度の数値であるが、以後リーマンショック等の外的要因が多い数値となっ
ているため、現行の数値が適正と考える。

指標２） 小売商店の店舗数

設定根拠

指標の
適切性
目標値の
適切性

・小売商店の減少は、空き店舗の増加を加速させ、まちとしての魅力や機能を低下させることにつながります。そうし
たことから、小売店の店舗数の現状維持を指標として掲げました。
・卸売・小売商店の過去の実績店舗数の推移から現状の店舗数の維持を目標値としました。
・目標達成のために、既存事業者への支援策として経営基盤の強化を図るためのがんばる応援補助事業、販路拡大を目
指す地域商店情報発信事業を創設し、小売商 店 の 活 力 低 下 を さ せ な い た め の 取 り 組 み を 実施いたします。また、
やむえない事情により廃業されたしまった商店数を補うため、新たなる創業者に対する支援策として、①創業支援補
助事業（たかはま経営塾）②創業支援融資制度 ③空き店舗活用創業支援事業 ④創業支援資金利子補給金事業を商工
会並びに地元金融機関との連携により実施し、市内で創業しやすい環境を整えます。

・身近な場所で買い物ができる環境を保つには、今以上に小売店舗を減少させないことが大切で
あり、指標は適切と考えるが、中期では、売上増加につながる指標を考慮する必要がある。
・目標数値は平成１９年度の数値であるが現行の数値とは大きく乖離していないため、現行の目
標値で適正と考える。

指標３） 組織化・法人化した農業者団体の数
設定根拠
指標の
適切性
目標値の
適切性

・農業経営のための優秀な人材の確保や農業経営の多角化・法人化を目指す。
・法人化を目指す中で、現在、個人営農者の高齢化が加速しており、今後、生産調整を行っていくことが困難な状況に
なってくる。平成２０年１２月に「将来の高浜の農業を考える会」が発足し、協議を重ね平成２２年度中に吉浜地区
で任意営農組合を設立していくこととなりました。本来であれば法人組織の一元化により農作業の共同化により経営
の合理化や経営規模の拡大が図れる。今後、定期的に担い手（後継者）とも協議して法人化を目指して行く。

・安定的な農業経営には、農作業の効率化と人材の確保が不可欠のため農事組合の法人化の目標
は適切と考える。
・平成２２年度に吉浜地区で任意の営農組合が設立しているため、市内を一つの農事組合法人化
とする目標数値は適切と考える。

指標４） 企業誘致制度を利用した件数
設定根拠

指標の
適切性

目標値の
適切性

・新たな税収の確保並びに市民の雇用機会の拡大等を図ることを目的としている奨励制度を利用する件数を把握するため。
・持続可能な自立した自治体経営のためには、地域産業の振興が重要であり、安定した財源の確保が必要です。このよ
うなことから、平成 19 年 9 月、企業の誘致に関する条例を制定し企業の誘致に努めています。目標値の設定は、制
定当時の長期目標、現在までの利用実績と現状の景気動向に配慮し、目標値の利用件数を設定しました。

・本指標は、新たな税収の確保や市民の雇用機会の拡大等を図ることを目的として、工場の
新増設等を対象にした企業誘致奨励制度の利用件数を指標とすることで、現在の土地利用
において、奨励制度活用による企業の活動や雇用機会の確保に繋がっているかを判断する
もので、産業が元気になっているかを評価する指標であると考える。
・これまでの利用実績と現状の景気動向を踏まえた目標値を設定したが、厳しい社会経済情
勢の中、企業において投資をした、あるいは計画している状況を踏まえ、目標値を達成で
きる状況である。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！

アクションプラン事業名
H23

【№31】企業誘致事業

H24

【№27】企業誘致事業

H25

【№21】企業誘致事業

H23

【№32】がんばる事業者応援事業

H24

【№28】がんばる事業者応援事業

H25

【№22】がんばる事業者応援事業

H23

【№33】農業経営安定推進事業

H24

【№29】農業経営安定推進事業

H25

【№23】農業経営安定推進事業

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

★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。

★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。
★時代に即した地場産業へ
の支援を行います。
☆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。

H23
H24
H25

①

４）

① ②

③

【№34】地元企業優先発注入札契約
制度推進事業
【№30】地元企業優先発注入札契約
制度推進事業
【№24】地元企業優先発注入札契約
制度推進事業

H23

【№35】中小企業振興推進事業

H24

【№31】中小企業振興推進事業

H25

【№25】中小企業振興推進事業

H23

【№36】中小企業就労促進支援事業

H24

【№32】中小企業就労促進支援事業

H25

【№26】中小企業就労促進支援事業

H23

【№37】地域商店情報発信事業

H24

【№33】地域商店情報発信事業

H25

【№27】地域商店情報発信事業
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１）

３）

④

①

④

①

―

１）

―

②

④

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№31】企業誘致事業
H24【№27】企業誘致事業
H25【№21】企業誘致事業

実施内容

担当部・グループ

何を・どうした（どうする）

企画部
経営戦略グループ

※箇条書きで記載する

①企業訪問を６２回実施し、企業との信頼関係を築いた。

いつ（年月）
H23.4
～H24.3

②制度紹介の概要パンフレットを作成し、各窓口（市役所、県企業誘致関
係部局、高浜市商工会、各金融機関）での配布依頼及び全国規模のセミ
平成２３年度

H23.4
～H24.3

ナーでの配布を依頼し、制度普及のためのＰＲを行った。
③企業誘致に関する審査会を開催し、奨励審査指定の変更報告、可否審査
を行った。

H23.5
H24.1

④奨励制度について、新設４件、増設１件、設備投資１件の申請事務を行
った。

H23.4
～H24.3

⑤愛知県産業立地フォーラム会場にて、職員により制度ＰＲを実施した。

H23.11

①企業訪問を６０回実施し、企業との信頼関係を築くとともに、企業ニー

H24.4

ズを把握した。

～H25.3

②制度紹介の概要パンフレットを各窓口（市役所、高浜市商工会、各金融
機関）での配布依頼及び全国規模のセミナーでの配布を依頼し、制度普

H24.4
～H25.3

及のためのＰＲを実施した。
平成２４年度

③金融機関外回り職員に対して制度説明会を開催し、取引企業に対して制

H24.5、９

度のＰＲを依頼した。
（岡崎信用金庫、碧海信用金庫）
④新たな工業用地の創出に向け、工業立地検討業務委託を発注した。

H24.10

⑤企業誘致に関する審査会を開催し、奨励審査指定の可否審査を行った。

H24.10
H25.3

⑥奨励制度について、新設６件の申請事務を行った。

H24.4
～H25.3

①企業ニーズの把握のための企業訪問を実施する。

H25.4
～H26.3

②工場の新増設、設備投資を行った企業に対して奨励金を交付する。

H25.4
～H26.3

平成２５年度
（予定）

③企業誘致に関する審査会を四半期に１回（予定）開催する。

年４回

④各年度の事業評価を実施し、市民に事業実績・成果等を公式ホームペー
ジにより公表する。
⑤工業立地検討業務委託の結果を踏まえ、工業立地を具現化するために、

H25.4～

関係機関との調整、事業計画や事業スケジュール等を検討する。
⑥愛知県の制度化した減税基金事業の「新あいち創造産業立地補助金（Ａ
タイプ）
」を活用した新たな制度を構築する。
特記事項
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H25.4～

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★ 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。

H23【№32】がんばる事業者応援事業
企画部
担当部・グループ
H24【№28】がんばる事業者応援事業
経営戦略グループ
H25【№22】がんばる事業者応援事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①がんばる事業者応援事業を実施し、12 件の申請事務を行った。

H23.4
～H24.3

②高浜市商工会との連携を図り、積極的なＰＲ活動・相談者に対する個別
訪問を 26 回実施し、制度普及を行った。
平成２３年度

③平成２１年度に制度を利用した事業者に対してアンケートを実施し、制

H23.4
～H24.3
H23.5

度の効果を検証した。
④アンケート結果のとりまとめを行うとともに、その結果の公表と制度の

H23.6

ＰＲをホームページに掲載し、情報提供を行った。

①経営革新計画に基づく設備導入や販路拡大を目指した展示会等への出展
に要した費用の一部を補助する「新がんばる事業者応援制度」を開始し、

H24.4
～H25.3

１２件の申請事務を行った。
②新がんばる事業者応援制度普及のため、高浜市商工会との連携を図り、
事業者に対して 24 回の個別訪問を実施するとともに、積極的なＰＲ活

H24.4
～H25.3

動及び申請に係る相談に対応した。
平成２４年度

③金融機関外回り職員に対して制度説明会を開催し、取引企業に対して制

H24.5、9

度のＰＲを依頼した。
（岡崎信用金庫、碧海信用金庫）
④平成２３年度に制度を利用した事業者に対してアンケートを実施し、事

H24.9

業効果の検証を行った。
⑤アンケート結果のとりまとめを行うとともに、その結果の公表と制度の

H24.10

ＰＲをホームページに掲載し、情報提供を行った。
①経営革新計画に基づく新たな取組み、販路拡大を目指した展示会等への
出展費用に対して補助金を交付する。
②「新がんばる事業応援制度」が平成２５年度で終了することから、現行
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.3
H25.4～

の制度の見直しを図るとともに、新たな制度について、企業ニーズを把
握しながら、高浜市商工会と連携して検討を行う。
③制度活用事業者に対するアンケートを実施し、事業効果の検証を行う。

H25.9

④アンケートの結果をホームページに掲載し、情報提供する。

H25.10

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 安定的な農業経営に向けての支援を行います。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№33】農業経営安定推進事業
H24【№29】農業経営安定推進事業
H25【№23】農業経営安定推進事業

実施内容

平成２３年度

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
地域産業グループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①特産物開発プロジェクト会議を発足させ、年間事業計画を作成した。

H23.6

②特産物開発に係る８品目（候補）野菜を選定した。

H23.10

③特産物候補野菜の試食会を実施し、今後の栽培計画に繋げた。

H24.3

④吉浜地区での任意営農組合設立を支援し、任意組合が設立した。

H23.10

①特産物開発プロジェクト会議で市外の農産物加工工場を視察し、今後の

H24.6～10

加工品販売の検討をした。

平成２４年度

②農業まつりなどで青茄子の試食会を実施し、市民からは好評を得た。

H24.11

③農地流動化委員会で法人化に向けた話し合いを実施した。

H24.6

④ＪＡあいち中央営農企画で高浜地区営農者による法人化の検討及び法人

H24.8～10

設立準備室の設置へ関係機関と調整した。

①青茄子を特産野菜として栽培、試食、販売するとともに新たな特産野菜

H24.5～8

の発掘に努める。
②ＪＡあいち中央等との関連機関と連携して農事組合の法人化を促進す
平成２５年度

る。

H25.4.
～H26.3

（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№34】地元企業優先発注入札契約制度
推進事業
総務部
H24【№30】地元企業優先発注入札契約制度
担当部・グループ
推進事業
財務グループ
H25【№24】地元企業優先発注入札契約制度
推進事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①市内業者を対象とした小規模工事等参加登録申請制度について、広報に

H23.6

掲載した。
②高浜市商工会にて市内業者を対象とした「小規模工事等参加登録申請制

H23.6

度」及び「物品・その他委託」の受注機会増大のため、入札参加資格申
請を勧奨する説明会を実施した。
③条件付一般競争入札の入札参加資格に係る履行成績評定を改正した。
平成２３年度

H23.7

（８０点から７５点に変更）
④市内業者を対象とした小規模工事等参加登録申請制度について、広報に

H23.12

掲載した。
⑤高浜市商工会にて市内業者を対象とした「小規模工事等参加登録申請制

H23.12

度」及び「物品・その他委託」の受注機会増大のため、入札参加資格申
請を勧奨する説明会を実施した。
⑥前金払制度を拡充した。

H24.3

①広報７月１日号にて「小規模工事等参加登録申請制度」及び「物品・そ

H24.7

の他委託」の入札参加資格申請について掲載した。

平成２４年度

②市内業者へ物品登録依頼の訪問を実施した。

H24.8

③小規模工事等参加登録業者の契約実績調査を実施した。

H24.10

④「小規模工事等参加登録申請制度」及び「物品・その他委託」受注機会

H24.11

増大のための入札参加資格申請の PR 資料を高浜市商工会へ配布した。
⑤「小規模工事等参加登録申請制度」の PR 資料を、愛知県建設組合連合

H24.11

高浜支部へ配布した。
①小規模工事等参加登録業者の契約実績調査を実施する。
（24 年度下半期 H25.4
分）

平成２５年度
（予定）

②市内業者へ物品登録依頼の訪問を実施する。

随時

③広報７月１日号にて「小規模工事等参加登録申請制度」及び「物品・そ

H25.7

の他委託」の入札参加資格申請について掲載する。
④小規模工事等参加登録業者の契約実績調査を実施する。
（２５年度上半期

H25.10

分）
⑤「小規模工事等参加登録申請制度」及び「物品・その他委託」受注機会

H25.11

増大のための入札参加資格申請の PR 資料を高浜市商工会へ配布する。
⑥「小規模工事等参加登録申請制度」の PR 資料を、愛知県建設組合連合
高浜支部へ配布する。

特記事項
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H25.11

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！

★ 時代に即した地場産業への支援を行います。
☆ 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。

アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№35】中小企業振興推進事業
H23【№31】中小企業振興推進事業
H25【№25】中小企業振興推進事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
地域産業グループ

※箇条書きで記載する

①三州瓦販路拡大のため札幌市、シンガポール、東京都の展示会の出展に
対して支援を実施し、三州瓦のブランド強化を図った。
②三州瓦屋根工事奨励補助を実施し、三州瓦の産地である自治体として地
場産業を支援した。
平成２３年度

いつ（年月）
H23.6、９
H24.3
H23.4
～H24.3

③シャモットのあいくる材認定に向け愛知県陶器瓦工業組合と連携し、愛
知県との調整に努めた。

H23.4
～H24.3

①三州瓦販路拡大のため札幌市、仙台市、東京都、郡山市の展示会出展に
対して支援を実施し、三州瓦のブランド強化を図った。
②宮城県岩沼市へ市長のトップセールスを実施し、愛知県陶器瓦工業組合

H24.6,９
H25.3
H24.8

において今後、東北地域を三州瓦の販路拡大の重点地区とした。
平成２４年度

③三州瓦屋根工事奨励補助を実施し、三州瓦の産地である自治体として地
場産業を支援した。

H24.4
～H25.3

①三州瓦販路拡大のため北海道、東北地区、東京都の展示会出展に体背し

未定

て支援を実施し、三州瓦のブランド強化を図る。
②三州瓦屋根工事奨励補助を実施し、三州瓦の産地である自治体として地
平成２５年度

場産業を支援する。

H25.4
～H26.3

（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆ 誰もが働きやすい仕組み・環境を整えます。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№36】中小企業就労促進支援事業
都市政策部
担当部・グループ
H24【№32】中小企業就労促進支援事業
地域産業グループ
H25【№26】中小企業就労促進支援事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①愛知県陶器瓦工業組合が実施した新規学卒就職情報交換会等への支援を

H23.7

することにより地場産業の雇用の安定に努めた。
②緊急雇用創出事業基金事業、中小企業緊急雇用安定補助事業などを実施
平成２３年度

し、市内の雇用の安定に努めた。

①愛知県陶器瓦工業組合が実施した新規学卒就職情報交換会等への支援を

H23.4
～H24.3

H24.7

することにより地場産業の雇用の安定に努めた。
②愛知県と連携しワークライフバランス推進セミナーを開催し、仕事と生

H25.2

活の調和がとれた労働環境の充実を啓発し、市内の雇用の安定に努めた。
平成２４年度

③緊急雇用創出事業基金事業を実施し、市内の雇用の安定に努めた。

H24.4
～H25.3

①愛知県陶器瓦工業組合が実施した新規学卒就職情報交換会等への支援を

H25.7

することにより地場産業の雇用の安定に努める。
②愛知県と連携し、ワークライフバランスの推進に努める。
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.3

③緊急雇用創出事業基金事業を実施し、市内の雇用の安定に努める。

H25.4
～H26.3

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆ 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。

H23【№37】地域商店情報発信事業
都市政策部
担当部・グループ
H24【№33】地域商店情報発信事業
地域産業グループ
H25【№27】地域商店情報発信事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①高浜市商工会のホームページのリニューアルを支援し、小売店舗及び小

H24.3

規模事業者の商品等の情報発信に努めた。

平成２３年度

①高浜市商工会のホームページの認知度を調査した。

H24.12

②逸品一店運動にて作成したパンフレットを各店に配布し、頒布を依頼し

Ｈ24.4

た。
平成２４年度

平成２５年度
（予定）

③秋の鬼みちまつりにて逸品一店運動参加加盟店の紹介をした。

Ｈ24.10

④商工会主催の経済講演会にて、逸品一店参加加盟店の商品を販売した。

Ｈ25.2

①市内消費促進事業を関係機関と連携して発掘する。

Ｈ25.9

②高浜市商工会報でホームページの利用促進を啓発する。

Ｈ25.10

③商工会が展開している逸品一店の周知や、伝統文化の鬼瓦等、高浜市の

Ｈ25.8

自慢を情報発信する。
④新商品の開発やオリジナルブランドの商品化を検討している事業主や商
店主に対して、商品化やブランドの確立に対して、支援の手法を検討す
る。

特記事項
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Ｈ25.11

Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）農業経営の安定
・農業の経営安定化及び人材育成を図るには、農事組

・農事組合の法人化については、ＪＡあいち中央及び

合の法人化と地域の特産野菜の発掘が必要不可欠

農用地利用改善組合と連携を密にし、地区営農者を

と考える。

交えた話し合いを積極的に進める。
・特産野菜については、農産物開発プロジェクト会議
及び農用地利用改善組合と連携し、特産野菜（青茄
子）推進及び発掘に努める。

（２）地場産業への支援
・三州瓦のブランド化を認識していたが、まだまだＰ

・当分の間、東北地域を三州瓦ブランド力と出荷の重

Ｒが不足しているところであり、三州瓦の出荷量の

点地区と位置付け、愛知県陶器瓦工業組合と及び関

拡大につながる事業の展開が必要と考える。

係機関と連携し、展示会等への支援を実施する。

（３）雇用の安定
・小規模企業への雇用安定施策が今以上に必要と考え

・愛知県等の関係機関と連携し、ワークライフバラン

る。

ス講演会等により事業主に対し、職場環境の改善等
を啓発する。

（４）市内消費の推進
・小売店舗等の減少で将来、買い物難民等が発生する

・市内消費が促進される事業の発掘を関係機関と連携

ことを懸念する。

し早急に事業を立ち上げる。

（５）工業用地創出
・雇用の確保、財政の安定を図るためには、産業の活 ・平成２４年度に実施した工業立地検討業務委託の結
性化が必要であり、そのためには、新たな工業用地

果を踏まえ、工業立地を具現化するために、関係機

として、第６次高浜市総合計画や都市計画マスター

関との調整、事業計画や事業スケジュール、また、

プランに工業用地として位置づけのある豊田町三

体制整備等を検討する。

丁目地内での工業用地の創出に向け、関係機関との
調整を図りながら事業実施のための調査・研究が必
要である。
（６）事業者ニーズの把握
・企業訪問や制度を活用した事業者に対するアンケー

・企業訪問、アンケート及び経営動向調査等を実施す

ト結果に加え、高浜市商工会が実施する経営動向調

る中で、現行の新がんばる事業者応援制度の見直し

査結果等から事業者が求めているニーズを的確に

を行うとともに、事業者ニーズを踏まえた新たな制

捉えながら現行の制度の見直しを図るとともに、平

度を検討する。

成 26 年度以降の新たな支援策等の検討を進める必
要がある。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）農業においては、ＴＰＰを始めとする諸問題により大きな影響がでる可能性を秘めている。
（２）地場産業においては、円安等で原油の高止まりとなり経営を圧迫する可能性がある。
（３）小売店舗の減少及び高齢化等による買い物難民が発生する可能性がある。
（４）経済情勢の変化によっては、企業が国内外へ流出することも想定され、特に製造業を中心とした市の産
業構造にあっては、その影響は多大である。企業の流出を防ぐための制度の構築が今後も必要となる。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）農事組合法人化については、営農者が高齢化している中、農業経営のための人材の確保や多角化が不可
欠であり、そのためにＪＡあいち中央及び農用地利用改善組合と連携を密にして、法人化に向けて支援
を行う。
（２）ものづくりを中心とした本市の産業は、社会経済情勢の変化により税収に大きく影響を及ぼすものであ
り、市の安定した財政基盤を支えるうえで、商工会や愛知県陶器瓦工業組合との情報交換を密にし、課
題を共有する中で産業振興を図る。
（３）限られた市域にあって、既成の市街化区域内での新たな工業用地の創出は見込めないため、総合計画や
都市計画マスタープランに位置づけのある新たな工業用地の創出に向け、具現化するための検討を行
う。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・特になし
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
目標

（８） 地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます

中期基本計画策定プロジェクト

産業・観光チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（８） 地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます
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。
① 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

目標が
達成された姿

とする市民が自発的に行動しています。
② 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。
③ 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。
現状値
実績値
実績値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

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）

０件
128,400 人

（H23）

（H24）

０件

目標値
（H25）

２件

165,000 人

131,000 人

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

地域に根ざした新たなビジネスの芽を育んでいる

16.2%

まちだと思う
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19.1%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ コミュニティ・ビジネスの事業数については、セミナーの開催により起業の下地ができつつあるものの、
起業に向けたさまざまな課題もあり、具体化に至っていない。
・ まつり、イベントの来場者数については、Ｂ級グルメとして「とりめし」参戦への支援を行ったことに
より、新たな観光資源として定着し、その情報を県内外に発信したことや、鬼みちまつりの春・秋開催
などにより、大きく伸びている。
・ 市民意識調査結果については、これらの取り組みにより、上昇したものと考える。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） コミュニティ・ビジネスの事業数（試験的運営含む）
・コミュニティ・ビジネスには、潜在的に地域社会を持続可能な方向に導く力があります。中身は小さな
事業であっても住民が地域に誇りを抱き、助ける思いやりの気持ちが形となった姿と考えています。試
行的な運用も含んで事業数を指標としました。
・基本シートの目標に記載しましたように、小さな芽であっても、地域の住民自らが主体となった地域密

設定根拠

着型のビジネスとして、立ち上がることが大切であると考えています。一般の方にはなじみのない言葉
であることから、このコミュニティ・ビジネスを知り、関心を持ってもらうための講演会、更には必要
性に気づき、学ぶためのワークショップの開催と先進事例の調査、創出に向けたセミナーの開催、起業
時の支援策などの段階的な仕掛けにより、創出された事業の数としました。なお、試験的な運営も含む
こととしています。

・市民が主体となって地域の課題解決に向けて、事業を継続するため、ビジネス手法を用い
指標の

て新たなビジネス（コミュニティ・ビジネス）の芽を育むために設定した事業数（試験的

適切性

運営含む）は、市民が課題解決に向けての自発的行動の推進力や、きめ細かなサービスが
市民の手により展開される判断となるものである。
・新たなビジネスの芽ということで、地域の課題解決に向けて、地域資源を生かしながらビ

目標値の

ジネス手法を用いるコミュニティ・ビジネスが事業化された数の設定は、コミュニティ・

適切性

ビジネスの周知を進める中で地域密着型のビジネスを立ち上げていく必要があり、適切な
数値と判断している。

指標２） まつり、イベントの来場者数（年間）
・行催事には、毎年行われ既に風物詩として定着したもの、一方、イベント情報が十分発信されていない
ものがあります。そこで、ネット環境を活用した情報提供の充実を図り、指標は行催事の成果の評価要
件の一つである来場者数としました。

設定根拠

・来場者数の増加を図るためには、行催事の魅力を伝える情報の発信が必要不可欠であります。観光協会、商
工会のホームページ作成に対する支援措置を通じて、市外からの集客を図るよう、相乗効果のある内容とし
て情報の提供の充実を図ることにより、来場者数の増加を目指します。なお、来場者数の実績の推移から増
加率 2％を目標値としました。

指標の
適切性
目標値の
適切性

・高浜市の地域資源の一つである、まつり、イベントの来場者数を増させることで、高浜市
のイメ－ジアップ・活性化に繋がる。来場者数を把握し、増を図るのに、まつり、イベン
トの来場者数（年間）を指標としたのは、適切と思われる。
・まつり、イベントでの来場者数が年々着実に増えており、高浜市のイメ－ジアップ・活性
化に繋がっているので、来場者数を増させるため、第６次高浜市総合計画策定時のＨ２２
現状値の２％アップを目標値としたのは適切と思われる。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！

アクションプラン事業名
H23

★ コミュニティ・ビジネス
の創出に向けて、ＰＲ及

H24

び支援を行います。
H25

☆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。

【№38】コミュニティ・ビジネス
創出・支援事業
【№34】コミュニティ・ビジネス
創出・支援事業
【№28】コミュニティ・ビジネス
創出・支援事業

H23

【№39】観光推進事業

H24

【№35】観光推進事業

H25

【№29】観光推進事業
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「目標が達成さ
れた姿」との対応

①

② ③

③

「指標」との
対応

１）

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№38】コミュニティ・ビジネス創出・
支援事業
企画部
H24【№34】コミュニティ・ビジネス創出・
担当部・グループ
支援事業
経営戦略グループ
H25【№28】コミュニティ・ビジネス創出・
支援事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①コミュニティ・ビジネスの普及啓発等の委託業務を発注した。

H23.10

②コミュニティ・ビジネスを理解するためのフォーラムを開催し、地域に

H23.10

おけるチャレンジ意識の醸成を図った。
（６６名参加）
平成２３年度

③先進事例の現地調査（視察研修、三重県四日市市）を実施し、地域住民

H23.11

の居場所と役割を生み出すことで、地域のつながりづくりへと拡がって
いる実践例を体感した。
（３７名参加）
④コミュニティ・ビジネスの創業支援のためのセミナー（前期）を３回開
催し、始めの一歩が踏み出された。
（１０名の受講生）

H23.12
～H24.2

①コミュニティ・ビジネス創出のための支援業務委託を発注した。

H24.4

②コミュニティ・ビジネスの創業支援のためのセミナー（後期）を４回開

H24.5～7

催し、創業に向けた事業計画書を作成した。
（１０名の受講生）
③セミナー受講生に対して個別相談を１０回開催し、創業に向けた具体的
平成２４年度

H24.7～11

な調整を行った。
（全１０回）
④コミュニティ・ビジネスアイデアプラン発表会を開催し、事業計画及び

H25.1

アイデアを発表することにより、協力者や情報共有を得る機会に繋がっ
た。（１０５名参加）
⑤コミュニティ・ビジネスの創業に向けた財政支援策を検討し、制度化を
図った。

H24.5
～H25.2

①コミュニティ・ビジネス創業支援制度の運用を開始する。

H25.4
～H26.3

②創業者に対するフォローアップを実施する。

H25.4
～H26.3

平成２５年度
（予定）

③コミュニティ・ビジネスの担い手と地域との連携の掘り起しを行うとと
もに、ネットワーク化を図る。

H25.4
～H26.3

④新たなコミュニティ・ビジネスの芽を育むため、コミュニティ・ビジネ
スの必要性などの周知や取り組みを実施する。

H25.4
～H26.3

⑤コミュニティ・ビジネス創出支援業務委託を発注する。

H25.4

⑥審査委員会を２回開催し、コミュニティ・ビジネスの創業支援制度の提

H25.5、12

案に係る審査を行う。
特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆ 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。
H23【№39】観光推進事業
H24【№35】観光推進事業
H25【№29】観光推進事業

担当部・グループ

何を・どうした（どうする）

都市政策部
地域産業グループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①春の鬼みちまつりを実施し、各種関連団体と事業連携を図った。

H23.4

②豊川市で開催された２０１１中日本・東海Ｂ－１グランプリ参戦へ支援

H23.6

し、新たな関係者と連携を図ることができた。
平成２３年度

③秋の鬼みちまつりを実施し、高浜の自慢を紹介した。

H23.10

①観光協会の案内所を名鉄高浜港駅前に設置し、観光情報の発信拠点とし

H24.4

てスタートさせた。

平成２４年度

②新たな高浜市の財となる「タカハマ物語」フェスタを実施した。

H24.5

③北九州市で開催されたＢ－１グランプリ参戦へ支援し、高浜市の自慢で

H24.10

ある地場産業と連携して実施ができた。
④秋の鬼みちまつりにおいて、定住自立圏内の自治体に対する調整協力を

H24.10

し、出店するなどの連携ができた。

平成２５年度
（予定）

①観光協会主催の春の鬼みちまつりに対する支援を行う。

H25.4

②観光協会主催の秋の鬼みちまつりに対する支援を行う。

H25.10

③豊川市で開催されるＢ－１グランプリ参戦への支援を行う。

H25.11

④人形小路、大山桜、おまんと祭りといった観光資源を、観光協会と協力

H25.4

し、市内外への一層のＰＲに努める。

特記事項
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）地域資源の発掘
・高浜市が自慢できる地域資源の発掘とそれらの連携

・各種団体及び関係機関と連携し、高浜自慢の発掘に

による相乗効果が必要と考える。

努める。

（２）コミュニティ・ビジネス運営の支援
・創業したコミュニティ・ビジネスが自立した継続的 ・創業しようとする事業者に対する相談に応じ、また、
な運営ができるよう、経営に関するアドバイスや地

継続的に事業が運営できるようアドバイスやネッ

域とのネットワークの形成などが図れるようフォ

トワーク形成などを行うことにより、フォローアプ

ローアップが必要である。

を行う。

（３）コミュニティ・ビジネスを育む土壌づくり
・アイデアプラン発表会で発表されたプランの芽を育

・コミュニティ・ビジネスの認知度がまだまだ低いこ

むとともに、更なるコミュニティ・ビジネスの芽を

とから、継続的なＰＲ活動を実施するとともに、ア

発掘するため、コミュニティ・ビジネスの必要性な

イデアプランで発表されたプランの芽を育て上げ

どの周知や取り組みを実施する必要がある。

ていくためのフォローアップを実施する。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）各地で同時期に開催されるイベントの中で、高浜自慢を大切に育てていくことが必要である。
（２）新たなビジネスの芽を育てていく中で、民業を圧迫しないよう、市と地域と住民とが互いに協力し合い
ながら、コミュニティ・ビジネスの展開を進めていく必要がある。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）企業の観光行政への理解を深めるとともに、高浜自慢をしっかりと育てて交流人口の増加につなげてい
く。

（２）地域の課題を解決するためのコミュニティ・ビジネスの創業者の発掘や地域や事業が繋がることができ
るよう、ネットワークの形成を図る。

（３）

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・目標（８）「地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます」では、コミュニティ・ビジネスや産業観光に
関わる取り組みを進めてきており、コミュニティ・ビジネスの創業支援制度や来場者数等、一定の成果を果
たしていると考える。
・これまでの取組みは、地域のまちづくり活動や産業を支えることにもつながるため、中期では、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」に統合する。
・統合にあたっては、まちを元気にするといった観点を取り入れた目標とする。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
目標

（９） みんなでまちをきれいにします

中期基本計画策定プロジェクト

環境チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（９） みんなでまちをきれいにします
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。
① 地球環境に対する意識が高まっています。

目標が
達成された姿

② 資源化が進み、ごみの量が減っています。
③ 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。
④ 環境に配慮して行動する市民、事業者が増えています。
現状値
実績値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

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
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

79.2％
556g
1,791 人

（H23）

実績値

目標値

（H24）

（H25）

83.7％
547ｇ
1,861 人

85%
400g
2,100 人

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

みんなで環境美化・保全に取り組んでおり、きれい
なまちだと思う
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58.6%

61.6%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 「指標」結果はともに目標値に向かって伸びており、市民意識調査の結果も前年より５.１％アップし、
目標の「みんなでまちをきれいにします。」が着実に進んでいるが、1 人 1 日あたりのごみ排出量の達
成は困難な状況である。
・ 「指標１」は前年より 4.5％アップしており、全国的な節電を背景に公式ホームページで環境省の「み
んなで節電アクション」
、
「家電の節電対策メニュー」を紹介したことによるものと捉えており、継続的
な情報提供が必要である。
・ 「指標２」は前年より 9ｇ削減されており、平成 23 年度に作成した「高浜市ごみ分別便利帳」により
一定の効果があったものと考えるものの、さらなる資源回収のＰＲ強化が必要である。
・ 「指標３」は前年に比べ 70 人増となっており、事業者の登録が主な増加要因である。
（登録 23 団体中８
団体が事業者）目標達成のためには事業者の地域貢献意識の高まりから事業者への PR 強化が必要である。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
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している人の割合

設定根拠

指標の
適切性

・
「日ごろから省エネや省資源など環境に配慮した生活をする」という環境意識を持った市民が増えていくことを把握す
るため。
・環境意識を持った市民を増やすため、高浜市エコハウスを拠点とした環境学習・ごみ分別学習の開催、エコニコツア
ーの開催、水生生物調査の実施、ごみの分別収集・減量化への取り組みを進める。これらの取り組みを通じて、現状
値よりも３．３％増加させる。
・環境学習（小４）を開催し、環境意識を持った市民を増加
７９．２％+1.1％（2011）+1.1％（2012）+1.1％（2013）＝８２．５％

・みんなでまちをきれいにするためには、行政だけでなく、市民の協力が不可欠であること
から、同指標の設定は適切であると考える。
・現状値が７９．２％（Ｈ２２）と、高い水準であることから、急激な値の上昇ではなく、

目標値の
適切性

着実に目標に向かって向上させる必要があるため、現在の目標値の設定は適切であると考
える。

指標２） １人１日あたりの家庭系ごみ排出量

設定根拠

指標の
適切性

・高浜市ごみ処理基本計画（2004～2013）に定めた家庭系ごみの数値目標の達成状況を把握するため。
・高浜市ごみ処理基本計画におけるごみの減量目標である、可燃ごみと不燃ごみを合わせた家庭系ごみでの１人１日当
たりの排出量を基準年度である平成 14 年度の 653g から、目標年度である平成 25 年度には、当該排出量を 400g
にすることとしている。
・この目標を達成するために、
「ごみ袋は、毎年小さくしていきます そして有料化にしましょう」
、
「資源化できるもの
は、
「ごみ」にはしません」、
「適正なごみ処理に努めます」等の柱を掲げ、市民、事業者の皆様と協働で推進している。

・高浜市ごみ処理基本計画で設定された指標であり、全ての方にとって、わかりやすい指標
であるため、同指標の設定は適切であると考える。
・平成２５年度に高浜市ごみ処理基本計画の改定を予定していることから、目標値が変更と

目標値の
適切性

なることを想定しているが、現時点においては適切な目標値であると考える。

指標３） 環境美化推進員の人数
設定根拠

指標の
適切性

・高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例に基づく、環境美化推進員が増えていくことを把握するため。
・環境美化推進員の登録状況（平成２２年１０月末日現在）
１，７９１人
・目標年度（2013）までに１７．３％（３０９人）増員
（１，７９１人×５％（2011）×５％（2012）×５％（2013）≠２，１００人）

・高浜市みんなでまちをきれにしよう条例の主要施策であり、条例普及の観点からも同指標
の設定は適切であると考える。
・環境美化推進員の登録状況は、事業所がほとんどであることから、今後、学校関係の登録

目標値の
適切性

を推進する必要があることから、現在の目標値の設定は適切であると考える。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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。
★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。

アクションプラン事業名
H23

H24

H25

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

【№40】
みんなでまちをきれいにします事業
【№36】
みんなでまちをきれいにします事業

① ② ③ ④

１）

３）

【№30】
みんなでまちをきれいにします事業

H23

【№41】環境に配慮した防犯灯整備事業

H24

【№37】環境に配慮した防犯灯整備事業 ①

H25

【№31】環境に配慮した防犯灯整備事業

H23

【№42】ごみ減量リサイクル推進事業

H24

【№38】ごみ減量リサイクル推進事業

H25

【№32】ごみ減量リサイクル推進事業
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① ②

④

④

１）

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★「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。
H23【№40】みんなでまちをきれいにします
事業
市民総合窓口センター
H24【№36】みんなでまちをきれいにします
担当部・グループ
事業
市民生活グループ
H25【№30】みんなでまちをきれいにします
事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①市内小学校での環境学習を実施した。

H23.６

②高浜エコハウスでの小学生を対象とした環境学習（分別大相撲）を実施

年４回

した。
平成２３年度

③環境美化推進員の活動を周知した。

H23.11

④樹木等の適切な管理のための啓発活動を行った。

随時

⑤環境美化推進員登録のための啓発活動を行った。

随時

①市内小学校での環境学習を実施した。

H24.6

②高浜エコハウスでの小学生を対象とした環境学習（分別大相撲）を実施

年４回

した。
平成２４年度

③環境美化推進員の活動を周知した。
④樹木等の適切な管理のための啓発活動を行った。

随時

⑤犬の飼育マナー向上のための啓発活動を行った。

年５回

⑥環境美化登録のための啓発活動を行った。

平成２５年度
（予定）

H24.11

随時

①市内小学校での環境学習を実施する。

H25.6

②高浜エコハウスでの小学生を対象とした環境学習（分別大相撲）を実施

年４回

する。
③環境美化推進員の活動を周知する。（活動マップを追加予定）

H25.11

④樹木等の適切な管理及び犬の飼育マナー向上のための啓発活動を行う。

随時

⑤環境美化推進員登録のための啓発活動を行う。

随時

⑥ごみステーションの重点監視地区を巡回する。

随時

環境美化推進員の登録については、登録を検討される団体等からの要望に応じて、随時、
特記事項

出張説明を実施している。
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★環境に配慮した街灯・防犯灯・公園灯を設置します。
H23【№41】環境に配慮した防犯灯整備事業
H24【№37】環境に配慮した防犯灯整備事業
H25【№31】環境に配慮した防犯灯整備事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
都市防災グループ

※箇条書きで記載する

いつ（年月）

①町内会、まちづくり協議会と防犯灯等の設置位置の調整を実施した。

H23.６～8

②防犯灯を 20 ㍗蛍光灯から 10 ㍗ LED 灯に切り替えた。（535 灯）

H23.12
～H24.3

平成２３年度

①町内会、まちづくり協議会と防犯灯等の設置位置の調整を実施した。

H24.６～8

②防犯灯を 20 ㍗蛍光灯から 10 ㍗ LED 灯に切り替えた。
（640 灯）

H24.12
～H25.3

平成２４年度

①新規の防犯灯を消費電力の少ないＬＥＤ灯で設置する。

H25.4
～H26.3

平成２５年度
（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆「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。
H23【№42】ごみ減量リサイクル推進事業
H24【№37】ごみ減量リサイクル推進事業
H25【№32】ごみ減量リサイクル推進事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

※箇条書きで記載する

①ごみ分別収集を実施した。

市民総合窓口センター

市民生活グループ
いつ（年月）
H23.4
～H24.3

平成２３年度

②市指定袋を配布した。

H23.6、12

③リサイクルカレンダーを配布した。

H23.6

④高浜市ごみ分別便利帳（平成２３年改訂版）を配布した。

H23.12

⑤資源ごみ集団回収を奨励した。

H23.4
～H24.3

⑥高浜エコハウスでの分別学習を実施した。
①ごみ分別収集を実施した。

随時
H24.4
～H25.3

平成２４年度

②市指定袋を配布した。

H24.6、12

③リサイクルカレンダーを配布した。

H24.6

④資源ごみ集団回収を奨励した。

H24.4
～H25.3

⑤高浜市新ごみ処理基本計画策定体制を検討した。
⑥高浜エコハウスでの分別学習の実施と参加の啓発を行った。
①高浜市新ごみ処理基本計画を検討する。

H25.1
随時
H25.4
～H26.3

平成２５年度
（予定）

②市指定袋を配布する。

H25.6、12

③リサイクルカレンダーを配布する。

H25.6

④資源ごみ集団回収を奨励する。

H25.4
～H26.3

⑤高浜エコハウスでの分別学習の実施と参加の啓発を行う。
⑥ごみ分別Ｑ＆Ａの作成と周知を行う。

随時
年４回

・高浜市の新しい「ごみ処理基本計画」は、平成２６年度から１０年間の高浜市のごみ処
理の方向性を示す計画である。
特記事項

・計画の改定には、女性、子どもの視点を取り入れた体制により検討を進める予定である。
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）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。
」について
・地球環境問題について、子どもから大人まで、各世

・新学習指導要領に環境学習が加わったことにより、

代が学べる環境づくりが必要であるが、問題の範囲

市内小中学校と連携した環境学習体制を整備して

が大きすぎるため、国、愛知県と連携し地球環境問

いく。

題について学べる体制づくりが必要である。

・平成２６年度に愛知・名古屋を開場とする国際会議
「持続発展教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会
議」が開催されることを契機に、愛知県と連携した
環境教育体制を確立していく。

（２）目標が達成された姿「資源化が進み、ごみの量
が減っています。
」について
・ごみの減量には、「ごみの発生を減らす（リデュー ・
「ごみの発生を減らす（リデュース）」の取り組みと
ス）
」
「繰り返し使う、再利用する（リユース）
」
「資

して、生ごみの減量について「高浜市新ごみ処理基

源として再び利用する（リサイクル）」という３つ

本計画」で検討する。

の行動を一体的に実施する必要があるが、市民の皆

・
「繰り返し使う、再利用する（リユース）」の取り組

様の協力により、分別収集によるリサイクルは着実

みとして、高浜エコハウスで実施しているフリーマ

に進んでいるものの、生ごみのたい肥化などによる

ーケット（エコステーション）及び衣浦衛生組合の

「ごみの減量（リデュース）」とフリーマーケット

リサイクルプラザと連携しリユースの推進を図る。

などの「再利用（リユース）」のさらなる取り組み ・
「資源として再び利用する（リサイクル）」について、
が必要である。

分別品目などについて「高浜市新ごみ処理基本計
画」で検討し資源化率の向上を目指す。

（３）目標が達成された姿「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。
」について
・ごみの不法投棄は、違法なもの、可燃ごみステーシ

・ごみの散乱がひどい、ごみステーションなどの現場

ョンの散乱などを含めると認知件数だけで年間

について、定期巡回、スポットライトの設置など地

100 件以上あり、年々増加傾向にあるものの、ご

元の方と連携しながら試行的な対策を実施し、効果

みを捨てた者を特定することが難しく、年１～２件

のあったものについて、他の現場において、広く展

程度、指導できるのが現状である。

開する。

・不法投棄する者が特定できるよう、不法投棄の多い

・個人情報の保護に配慮しながら、不法投棄情報を公

現場の監視体制を検討する必要がある。

開する仕組みを検討する。

・不法投棄の情報を公開し、地元の皆さんと協力して

・小中学校と連携し、不法投棄に関する環境学習を展

不法投棄を無くす取り組みが必要である。

開し、不法投棄の現状を知ってもらうとともに、各

・不法投棄に関する環境学習を実施し、子どもたちの

校が行っている学校周辺の清掃活動を広く周知す

力を借りた対策を検討する必要がある。

ることにより不法投棄の抑止を図る。

（４）目標が達成された姿「環境に配慮して行動する
市民、事業者が増えています。
」について
・高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の主要施

・環境美化推進員の活動内容について活動場所、活動

策である環境美化推進員は登録件数が着実に増加

スケジュールなどを公開する啓発活動を展開する。

しているものの、各登録団体の活動内容の見える化

・小中学校単位の登録を促すため、子ども向けに制度

を図り、条例の普及に努める必要がある。

を周知し、子どもたちの視点による環境美化活動の
あり方を探る。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）平成２５年４月より施行される「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」いわゆる小型
家電リサイクル法など、資源化の範囲の拡大と細分化は今後も進むと予想される。また新学習指導要領
に環境学習が盛り込まれたことからも、環境については、将来世代にわたる長期的な取り組みが必要と
なってくる。
（２）このような状況のなか、本市では平成７年より市民の皆様のご理解とご協力のもと、ごみの分別収集を
実施し、リサイクルの制度は格段に向上しているものの、ご協力いただいている市民の高齢化により、
将来にわたり持続可能なごみの減量、再利用、リサイクルの体制を検討する必要がある。
（３）また、将来のまちづくりを担う子どもたちに対して、継続的な環境学習を実施し、子どもたちが大人に
なるとき、当たり前のように環境に配慮した生活を送るような学習体制を検討する必要がある。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）継続した環境学習の実施
子どもの頃から環境に関心を持ち、自ら行動できるようなカリキュラムの作成。

（２）新ごみ処理基本計画の作成と推進
核家族化の進展、高齢化などに対しても分別収集が継続できるよう持続可能な分別収集のあり方を検討す
る。
（３）マナー向上のための取り組み
自らの地域は自らで守れるよう、ごみの不法投棄、ごみの散乱などについて地元の方と連携し、きれいなま
ちが維持できるような取り組みを実施する。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・施策を構成する「みんなでまちをきれいにします事業」及び「ごみ減量リサイクル推進事業」については「高
浜市みんなでまちをきれいにしよう条例」に基づく事業であること及び、今後の取り組みの方向性としては、
子どもを切り口とした事業展開を想定していることから、事業を統合して実施したほうが効果的であると考
える。
・また、「環境に配慮した防犯灯整備事業」については、平成２４年度に事業が完了し、以後は、設備の維持
管理事業となることが想定されるため、本施策（目標）構成の事業にはなじまないと考える。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

都市基盤・防犯・防災チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（１０） ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります
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。
① 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。

目標が

② 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。

達成された姿

③ 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

１）長く住み続けたいと思う人の
指標の状況

割合
２）歩きやすい、運転しやすいと
感じている人の割合

現状値

実績値

実績値

目標値

（H22）

（H23）

（H24）

（H25）

76.9%

52.1%

79.1％

51.7%

82%

57％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

調和の取れた土地利用が図られ、安全・快適で移動
しやすいまちだと思う
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42.8%

43.3%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 指標１の上昇については、総合計画によって展開されている様々な事務事業の取り組みに加えて、安心
で快適な生活の要件である水道事業の水道管の耐震化、下水道事業（汚水）の使用区域の拡大等の取り
組みが、計画的に進んでいるためと考えられる。
・ 一方、指標２では、0.4％のマイナスとなっているが、現在事業を進めている、国道 419 号、市道港

線等の道路事業は、事業期間が中長期にわたるため、短期期間での効果が現れにくいと考えられる。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 長く住み続けたいと思う人の割合
・住民に、
「住んでみたい」
、
「住み続けたい」といわれること、また、いわれ続けることは、都市づくりの
基本理念であり最終目標である、そのような意識を持った市民が増えることは、まちづくりにおける一
定の成果であると考える。

設定根拠

・日常生活に必要な生活道路・公園の整備やライフライン(上下水道・都市ガス供給)を充実させる等、地域
の実情に応じた整備を計画的に進めることで「市民意識調査」で定住志向の低かった市民の方もまちに
愛着を持てるよう働きかけ、現状値より約５ポイントの増加を目指す。

・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。の指標として、「長く住
指標の

み続けたいと思う人の割合」は、安心して楽しく暮らせる住環境、ライフラインの整備が

適切性

推進する上では、適切な指標である。
・目標値（Ｈ２５）の８２％は、概ね適切な数値である。

目標値の
適切性

指標２） 歩きやすい、運転しやすいと感じている人の割合
・道路整備に当たっては利用者(市民)を顧客と考えると、歩道にあっては歩きやすい、道路にあっては運転
しやすいと感じている人がどれくらいの割合になるかということは、顧客満足度であり、それを把握す

設定根拠

る必要があるため。
・住民の交流促進や生活の利便性の向上と産業等の活性化につながるよう、長期的な視点に立った計画的
な生活道路の整備・歩道の改良などで、現状値よりも約５ポイント上昇させる。

・指標である「歩きやすい、運転しやすいと感じている人の割合」は、長期的な視点に立っ
指標の

た計画的な生活道路整備・歩道整備を進める上で、適切な指標である。

適切性
・目標値（Ｈ２５）の５７％は、（Ｈ２３）の実績値が５１．７％と現状値より下がってい
目標値の

るが、計画的な生活道路整備・歩道整備を行っているので、概ね適切な数値である。

適切性
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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

アクションプラン事業名
H23

【№43】一般国道 419 号高浜立体事業

H24

【№39】一般国道 419 号高浜立体事業

H25

【№33】一般国道 419 号高浜立体事業

H23

【№44】快適な都市空間をつくる事業

H24

【№40】快適な都市空間をつくる事業

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

２）

②

① ② ③

１）

２）

H25
H23
H24
H25
H23
H24
H25

【№45】水道事業
【№46】公共下水道事業（汚水）
【№41】水道事業
【№42】公共下水道事業（汚水）
【№34】水道事業
【№35】公共下水道事業（汚水）
【№47】市道港線整備事業
【№48】いきいき号循環事業
【№43】市道港線整備事業
【№44】いきいき号循環事業
【№36】市道港線整備事業
【№37】いきいき号循環事業
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１）

①

②

１）

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№43】一般国道 419 号高浜立体事業
H24【№39】一般国道 419 号高浜立体事業
H25【№33】一般国道 419 号高浜立体事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
都市整備グループ

※箇条書きで記載する

① 愛知県知立建設事務所からの発注で橋脚工事を行った。
（橋脚１７基中１１基完成）

いつ（年月）
H23.4
～H24.3

② 衣浦豊田道路建設推進協議会（６市／豊田・碧南・刈谷・安城・知立・ H23.4
平成２３年度

高浜市）として国・県へ要望した。

① 愛知県知立建設事務所からの発注で桁製作・橋脚工事を行った。
（橋脚１７基中１５基完成見込み）

～H24.3

H24.4
～H25.3

② 衣浦豊田道路建設推進協議会（６市／豊田・碧南・刈谷・安城・知立・ H24.4
高浜市）として国・県へ要望している。
平成２４年度

③ 第 3 回高浜市の未来を創る市民会議で衣浦大橋の立体橋の桁色のアン

～H25.3
H24.9

ケートを実施。開票の結果「黄土色」に決定した。

① 愛知県知立建設事務所からの発注で橋台と桁製作工事を行う。
（橋脚１７基中１７基完成予定）

H25.4
～H26.3

② 衣浦豊田道路建設推進協議会（６市／豊田・碧南・刈谷・安城・知立・ H25.4
平成２５年度

高浜市）として国・県へ要望する。

(予定)

高浜立体の事業概要
※立体部の延長・幅員等
特記事項

・延

長 １，３８０ｍ（橋梁区間８８７ｍ・擁壁区間等４９３ｍ）

・幅

員 ８．５ｍ ２車線（片側１車線）

※平成２４年度の目標としては平成２７年度には一部桁製作完了予定
（県予算繰越の可能性有）
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～H26.3

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

☆ 「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。
H23【№44】快適な都市空間をつくる事業
H24【№40】快適な都市空間をつくる事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
都市整備グループ

※箇条書きで記載する

①都市計画マスタープランの土地利用方針を受けて、市街化区域の未利用
地についての調査を実施した。

いつ（年月）
H23.4
～H24.3

②都市計画道路の未整備区間についての調査を実施した。
平成２３年度

①新たな工業用地の創出に向け、工業立地検討業務委託を発注し、調査・
検討を行った。

平成２４年度

平成２５年度
(予定)

特記事項
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H24.10～

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆安心で快適な住環境やライフラインの整備を進めます。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№45】水道事業
【№46】公共下水道事業（汚水）
都市政策部
H24【№41】水道事業
担当部・グループ
【№42】公共下水道事業（汚水）
上下水道グループ
H25【№34】水道事業
【№35】公共下水道事業（汚水）
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
【水道事業】
①耐震管の入れ替えなど、水道施設の近代化を進めた。
・水道耐震管埋設延長 ４，９２１ｍ

平成２３年度

H23.4～
H24.3

・水道管総延長に対する耐震管の割合 １０．３％
【公共下水道（汚水）
】
①汚水管の整備を行った。
・公共下水道整備済面積

H23.4～
約４２８．８ｈａ

H24.3

・下水道整備計画区域面積に対する整備率 ４８．２％
【水道事業】
①耐震管の入れ替えなど、水道施設の近代化を進めた。
・水道耐震管埋設延長 ３，８３０ｍ
平成２４年度

H24.4～
H25.3

・水道管総延長に対する耐震管の割合 １２．０％
【公共下水道（汚水）
】
①汚水管の整備を行った。

H24.4～

・公共下水道整備済面積 約４４０．９ｈａ

H25.3

・下水道整備計画区域面積に対する整備率 ４９．５％
【水道事業】
①耐震管の入れ替えなど、水道施設の近代化を進める。
・水道耐震管埋設延長 ２，９００ｍ
平成２５年度
(予定)

H25.4～
H26.3

・水道管総延長に対する耐震管の割合 １３．３％
【公共下水道（汚水）
】
①汚水管の整備を行う。

H25.4～

・公共下水道整備済面積 約４５５．６ｈａ

H26.3

・下水道整備計画区域面積に対する整備率 ５１．２％
・水道管総延長（平成２３年度末）２１９．７５㎞
特記事項

・水道管耐震目標（平成２０年度策定高浜市地域水道ビジョン）１０年後の目標２５％
・下水道全体計画面積 ８９０ｈａ
・下水道（汚水）概算総事業費３０３．５億円（平成２２年度下水道事業全体計画）
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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。

取り組みます！

アクションプラン
事業名

H23 【№47】市道港線整備事業
【№48】いきいき号循環事業
H24 【№43】市道港線整備事業
【№44】いきいき号循環事業
H25 【№36】市道港線整備事業
【№37】いきいき号循環事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

都市政策部
都市整備グループ
担当部・グループ
市民総合窓口センター

市民生活グループ
※箇条書きで記載する

いつ（年月）

【市道港線】
①市道港線測量・設計・調査業務委託を発注した。
【いきいき号】
①広報 5/15 号で新路線運行に関する意見募集(パブリックコメント)結
平成２３年度

果について公表した。

Ｈ23.5

②いきいき号コース変更を周知した。

H23.6

③いきいき号刈谷豊田総合病院直行便を開通した。

H23.7

④広報 9/1 号に啓発記事を掲載した。

H23.9

⑤地域公共交通会議（いきいき号）を開催した。

H23.12

⑥いきいき号新年度コース１部変更内容を周知した。

H24.３

【市道港線】
①市道港線物件調査委託を発注した。
②市道港線用地取得・物件補償を行った。
平成２４年度

【いきいき号】
①いきいき号コース見直し（県営吉浜住宅停留所の増設）を行った。

H24.４

②いきいき号利用者アンケートを実施した。

H24.10

③広報 12/1 号に啓発記事を掲載した。

H24.12

④地域公共交通会議（いきいき号）を開催した。

H25.3

【市道港線】
①市道港線用地取得・物件補償を行う。
平成２５年度
(予定)

【いきいき号】
①いきいき号利用者アンケートを実施する。

H25.7

②地域公共交通会議（いきいき号）を開催する。

H26.1

※市道港線の全体事業概要
特記事項

・全体事業延長 Ｌ＝７７０ｍ
・幅

員 Ｗ＝１２．０ｍ（車道３．０ｍ×２ 歩道２．５ｍ×２）
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

・日常生活を快適にする環境整備として、重要な道

・高浜市の財政状況、水道事業の健全経営を考慮して

（１）着実な進捗
路・公園整備及び水道・下水道のライフライン整備

計画的に整備を進める。

は、着実に事業が進んでいる。

（２）長期的な視点と国・県等との連携
・道路、公園、水道、下水道整備は法律等で決められ

・目標達成に向け、今後も高浜市と国、愛知県等の関

た手続きが必要で計画協議や財政援助等、高浜市と

係機関と連携していくとともに、公園整備は地域参

国、愛知県等の関係機関との連携が必要である。

加型で地域に愛される公園づくりを進める。

・下水道（汚水）事業は事業完了まで長期間かかる。

（３）行政バスの広域利用の促進
・衣浦定住自立圏共生ビジョンに基づく公共交通のあ

・衣浦定住自立圏圏域連絡バスの創設事業として刈

り方について検討する。

谷・知立・高浜・東浦の各市町の拠点間を結ぶバス
創設について研究を行う。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）水道事業の健全経営の継続と水道施設耐震化費用の確保
（２）衣浦大橋交差点の、慢性的な交通渋滞の緩和と関連する周辺道路を含めた交通の安全確保

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）地震に備えて水道管の耐震化や生活環境改善のため、下水道（汚水）の整備を計画的に進める。

（２）国・県が実施していく事業については、開通に至るまで継続して要望を行っていく。

（３）高齢者や障がい者の日常の足となるコースを策定するため、定期的に利用者アンケートを実施していく。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・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」と目標（１１）
「自然豊かな魅力あふれる
憩いの場を守り、育てます」は、関連性が強いことから、中期基本計画の策定において、統合することも検
討する必要がある。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

都市基盤・防犯・防災チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

（１１） 自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てます
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。
① 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

目標が
達成された姿

高まっています。
② 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。
③ 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。
現状値
実績値
実績値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

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%

２）公園をよく利用する人の割合

14.5%

（H23）

（H24）

24.0％

15.2%

目標値
（H25）

30%

20％

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

公園・緑地や水辺など自然豊かな魅力あふれる憩い
の場を守り、育てているまちだと思う
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58.0%

60.5%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 指標 1 の公園・緑地等の空間づくりに参加したことがある人の割合の微減については、地域活動を通
して実施されている、公園清掃、水辺(稗田川)の植栽活動、街路樹里親管理などの取り組みの情報の積
極的な提供が不足していたのではないかと思われる。
・ 公園づくりや水辺の維持管理等に汗を流す市民が増えていくことによって、「自分たちの公園・水辺・
緑」という愛着意識が高まるとともに、地域の特性に合った憩いの空間が育まれ、公園等の利用回数の
増加にもつながっていく。地域と連携しながら活動の輪を広げていくことが重要である。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
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
・市民協働のもと、緑を守り育て、緑に対する市民意識を高め、本市の魅力を維持・向上していくことは
「緑の基本計画」においても基本方針として掲げている。協働意識が向上し、参加する市民が増えるこ

設定根拠

とで、市民意識の向上を数値として把握したいため。
・
「緑を育てる緑化活動の推進」として環境学習の強化、環境保全美化活動の推進、緑化に関する顕彰制度
の検討、緑の普及・啓発活動などを実施して現状値よりも約５ポイント増加させる。

・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。の指数として、
「公園・
指標の

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」は、まちづくり協議会等、

適切性

愛護団体と連携し、気軽に参加できる仕組みづくりを進める上では、適切な指標である。
・目標値（Ｈ２５）の３０％は、概ね適切な数値である。

目標値の
適切性

指標２） 公園をよく利用する人の割合
・計画的に公園・緑地・水辺の空間などを整備・保全していくためには、地域との連携、ニーズの把握が
必要であり、公園利用回数を増加させることは、これらの一定の成果であると考えるため。

設定根拠

・公園に遊具を設置し、休憩施設を整備することで、利用しやすい環境を整えることで公園利用者を約５
パーセント増加させる。

・指標である「公園をよく利用する割合」は、公園が市民の憩いの場として愛されているか
指標の

の判断をするためには、適切な指標である。

適切性
・目標値（Ｈ２５）の２０％は、概ね適切な数値である。
目標値の
適切性
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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

アクションプラン事業名

【№49】
衣浦港高浜緑地スポーツ施設整備事業
（
【№45】緑のあるまちづくり事業
H24
①
（衣浦港高浜緑地スポーツ施設整備事業）
）
（
【№38】
H25
衣浦港高浜緑地スポーツ施設整備事業）
H23
H24

緑地、街路樹や水辺空間
の整備・保全を行います。

「指標」との
対応

H23

基づき、地域と連携しなが
ら、特性を活かした公園・

「目標が達成さ
れた姿」との対応

H25

②

③

１）

２）

②

③

１）

２）

【№50】緑のあるまちづくり事業
【№45】緑のあるまちづくり事業
①
（衣浦港高浜緑地スポーツ施設整備事業）
【№38】衣浦港高浜緑地整備事業
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№49】衣浦港高浜緑地スポーツ施設
整備事業
都市政策部
H24（
【№45】緑のあるまちづくり事業
担当部・グループ
（衣浦港高浜緑地スポーツ
都市整備グループ
施設整備事業）
）
H25（【№38】衣浦港高浜緑地整備事業）
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①衣浦港高浜緑地の造成工事について、平成 24 年 1 月に公共残土を利用

H24.1

した埋立工事が完了した。
②愛知県による埋立施設の用地測量(面積 21,318.58 ㎡)を行った。
平成２３年度

H24.1～3

③高浜市の陸地として、町名地番の認定(高浜市芳川町一丁目 164・165・ H24.3
166 番地)を行った。

①事業主体である県との協議を行う。

H24.4
～H25.3

②都市計画法に基づく都市計画区域に編入する手続きを行う。

Ｈ25.3 予定

①事業主体である県と地域の皆さんと協議を行う（予定）。

H25.4

平成２４年度

～H26.3
平成２５年度

②愛知県(衣浦港務所)からの発注で上部部分の詳細設計を行う。

(予定)

※衣浦港高浜緑地に係る愛知県主体事業費の推移（造成工事費）
特記事項

・平成８年度から平成２４年度までの事業費 ８１８，０００千円
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未定

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆「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

取り組みます！

水辺空間の整備・保全を行います。
H23【№50】緑のあるまちづくり事業
H24【№45】緑のあるまちづくり事業
都市政策部
（衣浦港高浜緑地スポーツ
担当部・グループ
都市整備グループ
施設整備事業）
H25【№38】衣浦港高浜緑地整備事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）

アクションプラン
事業名
実施内容

①市内や NPO 等の団体と連携を図り、公園・緑地・街路樹や水辺空間の
保全活動を実施した。

H23.4
～H24.3

平成２３年度

①市内や NPO 等の団体と連携を図り、公園・緑地・街路樹や水辺空間の
保全活動を実施した。

H24.4
～H25.3

平成２４年度

①市内や NPO 等の団体と連携を図り、公園・緑地・街路樹や水辺空間の
保全活動を実施した。

H25.4
～H26.3

平成２５年度
(予定)

特記事項
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）高浜緑地上部の有効活用方法の検討
・愛知県にて、衣浦港高浜緑地の整備計画が進んでい

・地域の方々に愛され、老若男女の憩いの場となるよ

る。その整備に併せて、同敷地内での緑地の整備等

うな緑地を整備するため、平成 25 年度に愛知県か

港湾整備の上部利用として、有効活用方法の検討が

ら高浜緑地の上部部分の詳細設計を発注していた

必要である。

だき、合わせて整備内容・維持管理の考え方を含め
て、住民の方の意見をいただくために、地域のボラ
ンティア団体、各種スポーツ団体等との調整を図り
ながら上部部分の整備を行っていく。

（２）高浜ベイサイド計画（高浜貯木場跡地）
活用方法の検討
・愛知県が行う衣浦港港湾計画の見直しに反映するに

・高浜ベイサイド計画におけるイベント・マリンレク

は、高浜ベイサイド計画（平成２１年３月改訂）の、

リエーションゾーンの事業推進に関する調査検討

具体的かつ効果的となる検討・調査が必要になる。

を行っていく。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）公園、緑地整備は法律で決められた手続きが必要で計画協議や財政援助等、高浜市と国、愛知県等の関
係機関との連携が必要である。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）目標達成に向け、今後も高浜市と国、愛知県等の関係機関と連携していくとともに、公園整備は地域参
加型で地域に愛される公園づくりを進める。

（２）

（３）

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・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」と目標（１１）
「自然豊かな魅力あふれる
憩いの場を守り、育てます」は、関連性が強いことから、中期基本計画の策定において、統合することも検
討する必要がある。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
目標

（１２） 安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます

中期基本計画策定プロジェクト

都市基盤・防犯・防災チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方
目標が
達成された姿

（１２） 安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます
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。
① 誰もが安心で安全だと感じながら暮らしています。
② 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。
現状値
実績値
実績値
目標値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

１）地震の備えができていると感
じている人の割合

22.3％

２）街頭犯罪発生件数（年間）

403 件

３）交通事故発生件数（年間）

220 件

指標の状況

（H23）

（H24）

22.5％

％

307 件

305 件

207 件

205 件

（H25）

25％
380 件
190 件

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

安全・安心が実感できる防災・防犯対策が進められ
ているまちだと思う

12-1

52.3%

49.7%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 市民意識調査結果では、平成 23 年 3 月 11 日に甚大な被害をもたらした東日本大震災への関心や不安
などの高まりもあり、2.6%低下したと考えられる。
・ 年代別の結果として、１０歳代の「そう思う」
「どちらかというとそう思う」が、21.4％と実績値を大きく
下回っている。逆に７０歳以上では、60.9％と実績値を上回っている。
・ １０歳代の「どちらかといえばそう思わない」
「そう思わない」と回答した割合は、78.5％となっており、

今後、１０歳代など若年層を対象とした防災・防犯対策が必要である。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 地震の備えができていると感じている人の割合

設定根拠

指標の
適切性

・地震に対して漠然とした不安を感じるのではなく、木造住宅の耐震補強、家具の転倒防止、食糧や飲料水の備蓄など
をとおして、地震への備えができていると感じる市民が増えていくことを把握するため。
・地震に対する備えができているかどうかの意識は、住宅の耐震性や家具の転倒防止対策、食糧・水の備蓄などいろい
ろな要素から形成されているが、木造住宅の耐震改修補助事業、家具転倒防止や防災の講習会をとおして、市民の意
識向上を図ることにより、現状値より
２．７％向上させる。
【参考】平成１９年度 高浜市耐震改修促進計画
平成２２年度の耐震診断・改修の案内件数 ２，４９５件
アクションプラン期間中の改修目標数
６０件
６０÷２，４９５＝２．４％→２．７％とする
平成２１年度 愛知県 「防災（地震）に関する意識調査」
３日分以上の食糧を備蓄する人の割合 ２９．０％、家具の固定をしている人の割合 ４４．０％

・目標（１２）
「安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます」の指標として、
「地震の備
えができていると感じている人の割合」は、市民の木造住宅耐震改修や食料の備蓄、防災
訓練、避難訓練への参加など、防災対策を進める上で、適切な指標である。
・目標値（H25）の 25％は、概ね適切な数値である。

目標値の
適切性

指標２） 街頭犯罪発生件数（年間）
設定根拠

指標の
適切性

・街頭犯罪件数が減少することは、誰もが安全で安心に暮らせる犯罪のないまちづくりを進める上でのメルクマールで
あり、地域コミュニティの中心的な組織である町内会やまちづくり協議会による防犯活動は犯罪のない街づくりの一
躍を担うと考えられる。該当犯罪件数が減少することは、その事業効果でもあり、把握する必要があるため。
・町内会やまちづくり協議会との連携による防犯活動、防犯パトロールなどの実施により現状値より約 5％減少させる。

・指標である「街頭犯罪発生件数（年間）
」は、定量化され、増減の比較も容易であるため、
適切な指標である。
・現在の目標値は、H21 年の 403 件より約 5％減少させる 380 件としているが、数値の

目標値の
適切性

平準化のため、単年度の数値から直近の過去 5 年間（H20 年～H24 年）の平均値（373
件）より 10％の減の 336 件以下を維持するに見直す必要がある。

指標３） 交通事故発生件数（年間）
設定根拠

指標の
適切性

・現代社会において、快適で便利な乗り物である車は、日常生活において必要不可欠なものであり、車の普及、人口の
増加に伴い交通事故が発生する確率はその供給台数とともに比例する。しかし安全・安心のまちづくりを目指すうえ
で 交通事故発生件数は、それらに反比例させる必要があり、その数値については、把握する必要もあるため。
・交通安全協会との連携により交通安全活動の啓蒙・啓発、小学校での出前講座の開催など、子どもから大人まで幅広
い交通安全啓蒙活動の実施で、過去５年間の平均値より約 10％の減を目指す。

・指標である「交通事故発生件数（年間）
」は、定量化され、増減の比較も容易であるため、
適切な指標である。
・目標値（H25）の 190 件は、近年の交通事故の発生状況からは厳しい目標値である。

目標値の
適切性

・過去 5 年間（H17 年～H21 年）の平均値（220 件）より 10％の減から、直近 5 年間
（H20 年～H24 年）の平均値（205 件）を維持するに見直す必要がある。
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
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。

アクションプラン事業名
H23

【№51】危機管理体制強化事業

H24

【№46】危機管理体制強化事業

H25

【№39】危機管理体制強化事業

H23

【№52】防災ネットワーク推進事業

H24

【№47】防災ネットワーク推進事業

H25

【№40】防災ネットワーク推進事業

☆事故・事件を未然に防ぐ
H23
とともに、発生後に適切
な対応を行うことができ
H24
るよう、情報収集に努め、
正確な情報を迅速に発信
H25
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。

H24

【№49】防犯・交通安全啓発事業

H25

【№41】交通安全啓発事業

H25

H23

☆治水対策や耐震化など、
災害に強い基盤整備を進
めます

【№48】防犯情報発信事業

【№54】防犯・交通安全啓発事業

H24

H24

H25

「指標」との
対応

①

②

１）

①

②

１）

①

②

２）

①

②

２）３）

②

２）３）

【№53】防犯情報発信事業

H23

H23

「目標が達成さ
れた姿」との対応

【№55】防犯・交通安全施設維持管理
事業
【№50】防犯・交通安全施設維持管理
①
事業
【№42】防犯対策推進事業
【№56】耐震改修促進事業
【№57】河川改修整備事業
【№58】公共下水道事業（雨水）
【№51】耐震改修促進事業
【№52】河川改修整備事業
【№53】公共下水道事業（雨水）
【№43】耐震改修促進事業
【№44】河川改修整備事業
【№45】公共下水道事業（雨水）
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①

②

１）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名

★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。
H23【№51】危機管理体制強化事業
H24【№46】危機管理体制強化事業
H25【№39】危機管理体制強化事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
都市防災グループ

※箇条書きで記載する

①災害時における食料品や医療品等の協定書を締結した。（7 協定）

いつ（年月）
H23.4
～H24.2

平成２３年度

②町内会、まちづくり協議会などと協力し、市総合防災訓練を実施した。

H23.9

③災害時における一斉通信手段である同報系防災行政無線の機種選定を実

H24.1

施した。
④災害時の「非常時優先業務」を明確化した高浜市版業務継続計画（ＢC

H24.2

Ｐ）素案を作成した。
①災害時における一時待避所や市町村災害時総合応援協定を締結した。
（5 協定）

～H24.7

②大規模災害時に都市インフラの整備を担う都市政策部に都市防災グルー
平成２４年度

H24.4
H24.4

プを設置した。
③町内会、まちづくり協議会などと協力し、市総合防災訓練を実施した。

H24.9

④職員非常召集訓練と業務継続計画（ＢＣＰ）素案の検証訓練を実施した。 H24.9
⑤沿岸部・稗田川周辺及び避難所に同報系防災行政無線を整備した。

H25.3

①広報 4/1 号で同報無線及び新メールシステムについて周知啓発を行う。 H25.4
②新メールシステムにより、住民に対し、防災情報（気象情報、緊急地震

H25.4

速報、津波情報、火災情報、Ｊ-アラート情報）を提供する。
平成２５年度
（予定）

③防災行政無線、小型無線機を活用した通信訓練を含む、市総合防災訓練

H25.9

を実施する。
④災害対策本部の立ち上げを含む、業務継続計画（ＢＣＰ）素案の検証訓

H25.10

練を実施する。
⑤防災ラジオを有償配布し、防災情報（気象情報、緊急地震速報、津波情
報、Ｊ-アラート情報）を提供する。

特記事項
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H25.10

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№52】防災ネットワーク推進事業
都市政策部
担当部・グループ
H24【№47】防災ネットワーク推進事業
都市防災グループ
H25【№40】防災ネットワーク推進事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①「タオル掛け」作戦などの自助の重要性を考慮した、市総合防災訓練の

H23.9

在り方の再確認・再検討を実施した。
②町内会、まち協、地元企業が参加した「防災ネットきずこう会」を立上
平成２３年度

H24.1

げた。
③ 市民会議防犯・防災分科会で仕様等について検討を行い、市内の電柱、 H24.3
避難所など、約 600 ヶ所に標高シール（標高の見える化）を設置した。
（第 1 ステップ）
①町内会、まち協、地元企業、消防団、高浜市の未来を創る市民会議（防

H24.6

災分科会）が参加した「防災ネットきずこう会 キックオフ講演会」を開
催した。
②「防災ネットきずこう会」モデル地区（碧海町、田戸町、南部まち協）

H24.11

において、早朝 5 時から津波避難訓練を実施した。参加者：430 人
平成２４年度

③非常食の備蓄や避難所資機材を計画的に整備するため、市の防災資機材

H24.12

等整備計画（5 ヶ年計画）を策定した。
④標高シール（標高の見える化）の第 2 ステップとして、医療機関、金融

H25.2

機関、コンビニなどに、
「標高シール」の設置を依頼した。（広報掲載、
高浜市の未来を創る市民会議（防犯・防災分科会）メンバー）

①「防災ネットきずこう会」の活動の一環として、被災体験者などによる、 H25.6
東日本大震災の体験を伝承するための講演会を開催する。
②市の防災資機材等整備計画（5 ヶ年計画）に基づき、非常食や避難所資
平成２５年度
（予定）

H25.7

機材などを整備する。
③「防災ネットきずこう会」モデル地区において、地域、学校、企業等が

H26.3

協働した津波避難訓練を実施する。
④「防災ネットきずこう会」の活動を通じて、地域行動計画を策定する。

H25.4
～H26.3

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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

取り組みます！

め、正確な情報を迅速に発信します。

アクションプラン

H23【№53】防犯情報発信事業
H24【№48】防犯情報発信事業
（H25【№42】防犯対策推進事業）

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
都市防災グループ

※箇条書きで記載する

①碧南警察署から配信される地域安全ニュース「パトネットあいち」をま
ちづくり協議会に配信し、タイムリーに提供した。
②「パトネットあいち」の普及をはかるため、まちづくり協議会など各種
平成２３年度

団体に登録を呼びかけた。

ちづくり協議会に配信し、タイムリーに提供した。
②「パトネットあいち」の普及をはかるため、まちづくり協議会など各種
団体に登録を呼びかけた。

～H24.3
H23.4

H24.4
～H25.3
H24.4
～H25.3

①碧南警察署から配信される地域安全ニュース「パトネットあいち」をま
ちづくり協議会に配信し、タイムリーに提供する。
②「パトネットあいち」の普及をはかるため、まちづくり協議会など各種
平成２５年度

H23.4

～H24.3

①碧南警察署から配信される地域安全ニュース「パトネットあいち」をま

平成２４年度

いつ（年月）

団体に登録を呼びかける。

H25.4
～H26.3
H25.4
～H26.3

（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№54】防犯・交通安全啓発事業
H24【№49】防犯・交通安全啓発事業
H25【№41】交通安全啓発事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

都市政策部
都市防災グループ

※箇条書きで記載する

①年 4 回（春・夏・秋・年末）の交通安全県民運動の期間中に、一斉大監
視活動及び街頭啓発活動、交通安全早朝パトロールなどを実施した。
②保育園、幼稚園、小学校、いきいきクラブ、企業等を対象に、交通安全
平成２３年度

いつ（年月）
H23.4
～H24.3
随時

教室などを開催した。
③人形小路花まつり、鬼みちまつり、わくわくフェスティバル、市民レガ

随時

ッタ、市民マラソンなどのイベント時に、交通指導を実施した。

①年 4 回（春・夏・秋・年末）の交通安全県民運動の期間中に、一斉大監
視活動及び街頭啓発活動、交通安全早朝パトロールなどを実施した。
②保育園、幼稚園、小学校、いきいきクラブ、企業等を対象に、交通安全
平成２４年度

H24.4
～H25.3
随時

教室などを開催した。
③人形小路花まつり、鬼みちまつり、わくわくフェスティバル、市民レガ

随時

ッタ、市民マラソンなどのイベント時に、交通指導を実施した。

①年 4 回（春・夏・秋・年末）の交通安全県民運動の期間中に、一斉大監
視活動及び街頭啓発活動、交通安全早朝パトロールなどを実施する。
②保育園、幼稚園、小学校、いきいきクラブ、企業等を対象に、交通安全
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.3
随時

教室などを開催する。
③人形小路花まつり、鬼みちまつり、わくわくフェスティバル、市民レガ
ッタ、市民マラソンなどのイベント時に、交通指導を実施する。

特記事項
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随時

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★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。
H23【№55】防犯・交通安全施設維持管理事業
都市政策部
H24【№50】防犯・交通安全施設維持管理事業 担当部・グループ
都市防災グループ
H25【№42】防犯対策推進事業
何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

①市の点検や市民、地域からの通報を受け、防犯灯や交通安全施設（交通

いつ（年月）
随時

安全灯、カーブミラー等）の修繕を実施した。
②年 4 回（春・夏・秋・年末）の安全なまちづくり県民運動の期間中に、 H23.4
街頭啓発活動、夏休みの公園・駅等の巡回など、防犯活動を実施した。
平成２３年度

③まちづくり協議会の青色防犯灯パトロールによる市内巡回など、防犯活
動を実施した。

～H24.3
H23.4
～H24.3

④まちづくり協議会など、青色防犯灯パトロールの実施者を対象とした講

随時

習会を碧南警察署に依頼し、実施した。
①市の点検や市民、地域からの通報を受け、防犯灯や交通安全施設（交通

随時

安全灯、カーブミラー等）の修繕を実施した。
②年 4 回（春・夏・秋・年末）の安全なまちづくり県民運動の期間中に、 H24.4
街頭啓発活動、夏休みの公園・駅等の巡回など、防犯活動を実施した。
平成２４年度

③まちづくり協議会の青色防犯灯パトロールによる市内巡回など、防犯活
動を実施した。

～H25.3
H24.4
～H25.3

④まちづくり協議会など、青色防犯灯パトロールの実施者を対象とした講

随時

習会を碧南警察署に依頼し、実施した。
①市の点検や市民、地域からの通報を受け、防犯灯や交通安全施設（交通

随時

安全灯、カーブミラー等）の修繕を実施する。
② 年 4 回（春・夏・秋・年末）の安全なまちづくり県民運動の期間中に、 H25.4
平成２５年度
（予定）

街頭啓発活動、夏休みの公園・駅等の巡回など、防犯活動を実施する。
③まちづくり協議会の青色防犯灯パトロールによる市内巡回など、防犯活
動を実施する。

～H26.3
H25.4
～H26.3

④まちづくり協議会など、青色防犯灯パトロールの実施者を対象とした講
習会を碧南警察署に依頼し、実施する。

特記事項

12-8

随時

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★治水対策や耐震化など、災害に強い基盤整備を進めます。

取り組みます！

アクションプラン
事業名

実施内容

H23【№56】耐震改修促進事業
【№57】河川改修整備事業
都市政策部
【№58】公共下水道事業（雨水）
H24【№51】耐震改修促進事業
都市防災グループ
【№52】河川改修整備事業
担当部・グループ
都市整備グループ
【№53】公共下水道事業（雨水）
H25【№43】耐震改修促進事業
上下水道グループ
【№44】河川改修整備事業
【№45】公共下水道事業（雨水）
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
【耐震改修促進】
・木造住宅耐震診断費補助を実施した。
（実績：53 件）
・木造住宅耐震改修費補助を実績した。
（実績：23 件）

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度
（予定）

特記事項

H23.4
～H24.3
H23.4
～H24.3

【河川改修】
・前橋から小橋の区間の内、右岸側 L=59.5m、左岸側 L=135.4m の護岸 H23.9
工事を実施した。
～H24.3
・小橋から中根橋の区間の用地測量及び整備計画を実施した。L=400m
H23.12
～H24.3
【公共下水道（雨水）
】
・浸水防除できる管渠を整備した。
（整備済面積 約６０１ｈａ）
H23.4
（市街化区域内の下水道計画区域面積に対する整備率 ６９．７％）
～H24.3
【耐震改修促進】
・木造住宅耐震診断費補助を実施した。
（実績： 9 件）
H24.4
～H25.3
・木造住宅耐震改修費補助を実績した。
（実績：23 件）
H24.4
～H25.3
【河川改修】
・前橋から小橋の区間の内、右岸側 L=75m の護岸工事を実施した。
H24.9
～H25.3
・前橋から小橋の区間の内、右岸側の樋管改修及び樋門新設を実施した。 H24.9
～H25.3
【公共下水道（雨水）
】
・浸水防除できる管渠を整備した。
（整備済面積 約６０２ｈａ）
H24.4
（市街化区域内の下水道計画区域面積に対する整備率 ６９．８％）
～H25.3
【耐震改修促進】
・木造住宅耐震診断費補助を実施する。
H25.4
～H26.3
・木造住宅耐震改修費補助を実施する。
H25.4
～H26.3
【河川改修】
・小橋から中根橋の区間の内、一部区間において護岸改修を実施する。
H24.9
～H25.3
【公共下水道（雨水）
】
・浸水防除できる管渠を整備した。
（整備済面積 約６０３ｈａ）
H25.4
（市街化区域内の下水道計画区域面積に対する整備率 ７０．０％）
～H26.3
・下水道全体計画区域面積 ８９０ｈａ（内、市街化区域内 ８６２ｈａ）
・下水道（雨水）概算総事業費 ７４．４億円（平成２２年度下水道事業全体計画）
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）防災に対する意識改革
・地域住民（子どもから高齢者まで）の防災に対する

・自主防災組織である町内会、まちづくり協議会に発

意識改革が必要なため、震災後 3 日間を重点項目と

災直後に必要な資機材（レスキューセット、リヤカ

した自主防災組織を構築する必要がある。

ー、小型無線機など）を配布するとともに、これら
の資機材を活用した防災訓練を実施する。

（２）あいさつ運動の展開
・あいさつは、防犯の第一歩、実践できるかが大切で

・家庭、地域、学校、職場などで「あいさつ運動」を

あるため、家庭、地域、学校、職場で「あいさつ運

展開するよう、広報たかはまに掲載するとともに、

動」を展開する。

各種団体が実施している登下校時の見守り活動や
ＰＴＡなどに、「あいさつ運動」を取り入れていた
だくよう依頼をする。

（３）標高の「見える化」
・標高サインの表示を希望するコンビニ、医療機関な ・標高サインの第 1 ステップとして、市内の電柱や避
ど、不特定の方が利用する施設に標高サインを配布

難所など、約 600 ヶ所に標高サインを設置した。

し、啓発を図る。

第 2 ステップとして、コンビニ、医療機関など不特
定多数の方が利用する施設を対象に標高サインの
設置を依頼・配布する。

（４）防災教育の推進
・市内の防災リーダーやＮＰＯ団体、大学教授などに

・小中学校での防災教育の推進に向けた検討・調整を

よる、小中学校での防災教育を推進する。

教育委員会と防災担当部局が連携して進める。

・ＮＰＯ団体、大学教授、被災体験者などによる、東

・平成 25 年度の高浜市「防災ネットきずこう会」の

日本大震災の経験を伝承するための講演会を開催

事業計画に、本提案の被災体験者による講演会を開

する。

催するよう調整を進める。

（５）インフラ整備
・下水道（雨水）事業は、国、愛知県等の関係機関と

・関係機関と調整を図り、計画的に整備を進める。

調整を図りながら進め、事業完了まで長期間かか
る。
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２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）平成 24 年 8 月 29 日に内閣府（防災担当）が発表した、南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域
等（第二次報告）及び被害想定（第一次勧告）では、本市の最大震度は「震度 7」
、最大津波高は「4m」と、
これまでの想定を上回る想定となった。今後、
「自助」
「共助」
「公助」を基本とした防災、減災対策を住民、
企業、行政などが協働し、取り組む必要がある。
また、災害時等で災害弱者となりやすい要援護者への対策を進めていく必要がある。
（２）全国の交通事故死亡者は、毎年減少傾向であるものの、平成 24 年では、4,411 名の尊い命を亡くして
いる。愛知県においては、235 名の方が交通事故で死亡し、全国ワーストワンと不名誉な状況となってい
る。本市においても交通事故で 1 名の方が死亡しており、今後、悲惨な交通死亡事故や交通事故による犠牲
者を減少する取り組みが、より一層必要となる。また、高浜市みんなで犯罪のないまちにしよう条例に基づ
き、市民、市民団体、事業者、関係機関等が密接な連携を図りながら、犯罪のないまちの実現を図る必要が
ある。

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）災害等に備え、
「自助」
「共助」
「公助」を基本とした防災、減災対策を住民、企業、行政などが協働し
た取り組みを進める。また、災害時等で災害弱者となりやすい要援護者への対策を進める。

（２）地域や警察、関係機関と連携しながら、交通安全や防犯対策の活動・啓発を行う。また、高浜市みんな
で犯罪のないまちにしよう条例に基づき、市民、市民団体、事業者、関係機関等が密接な連携を図りな
がら、犯罪のないまちの実現を図っていく。
（３）治水対策や公共施設の耐震化など、災害に強い基盤整備を進める。

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・目標（12）
「安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます」は、住民を大多数が願う目標であるため、中
期基本計画においても、引き続き必要であるので、現状のままでよい。
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第６次高浜市総合計画 前期基本計画

施策課題カルテ
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

中期基本計画策定プロジェクト

地域福祉チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

（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
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。
① まち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。
② 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。
③ 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。
④ 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。
現状値
実績値
実績値
目標値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

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）
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
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

385 人
76.9%
26.5%

（H23）

（H24）

395 人
71.6%
24.1％

（H25）

470 人
80%
30%

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

一人ひとりを認め合い、高齢者や障がい者などがい
きいき暮らすことができるまちだと思う
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55.1%

59.5%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・ 市民意識調査結果は伸びており、目標達成に向けての方向性に基づいた取組みの成果がでている。
・ 指標の１）ボランティアひろばセンター登録数は順調に伸びており、各種ボランティア養成講座の開催、
いきいき健康マイレージの福祉ボランティア参加へのＰＲ活動を実施した成果がでている。
・ いきいき広場の相談件数は増加傾向にあるが、指標は減少傾向のため、今後は市民がより身近に感じら
れるような相談体制の構築と、地域における支えあいの意識を高める効果的な取組みが必要である。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標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）

設定根拠

・ボランティアをしたい方とボランティアを募集したい方とをつなぐなど、ボランティア活動を目的に設立された高浜
市社会福祉協議会（ボランティアひろばセンター）により、地域福祉の担い手となるボランティア活動に取り組む市
民が増えていくことを把握するため。
・①いきいき広場３階に整備する「地域福祉センター（平成２３年４月）
」が有する市民活動支援機能及び生活支援機能
と連携するとともに、福祉専門職などのサポート体制を備えるなどボランティアひろばセンターの機能強化を図り市
民のボランティア活動を支援、②ボランティア活動を通して高齢者の健康づくりを行う「いきいき健康マイレージ事
業」の実施などにより、現状値よりも７９人増加させる。

・ボランティア登録数よりも、実際に活動している人の割合を指標とした方が適切であった。
指標の
適切性

・地域にはボランティア活動だけでなく多種多様な活動がある。そのため、指標３と統合し、
「ボランティア活動や市民活動に参加している人又は高齢者、障がい者等の見守りや手助
けをしている人の割合」に改めるなど、見直しを考えていきたい。

目標値の

・指標の見直しに伴い、目標値についても人数から割合に改めたい。

適切性

指標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

設定根拠

指標の
適切性
目標値の

・最も身近な地域における「助け合いの基盤づくり」となる地域住民とのつながりや、相談体制の充実度を把握するため。
・①一人暮らしや夫婦のみで暮らす高齢者や障がいのある方の世帯などが地域で安心して暮らせるよう、地域において
基盤支援（見守りや買い物支援）体制を構築する「安心生活創造事業」の実施、②いきいき広場３階に整備する「こ
どもサポート広場（平成２３年４月）」において、子育て支援、子ども自身の成長、発達の支援、親子関係といった子
ども家庭福祉に対し、専門職を中心に関係機関が連携しチームによる包括的な支援の実施、③地域の身近な相談員と
しての民生委員・児童委員、家庭児童相談員及び母子自立支援員などの役割や活動を積極的に紹介などにより、現状
値よりも 3.1％増加させる。

・身近に相談できる人や場所について、もう少し具体的に記述した方がよかった。例えば、
人であれば、家族、知人、隣近所、民生委員など、場所であれば、いきいき広場、学校、
まち協など。
・目標値が 80％と高い値であるが、指標の見直しをすることで十分に達成できると考える。

適切性

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をしている人の割合

設定根拠

指標の

・障がいの有無や年齢等に関わらず、互いに助け合って暮らす地域共生の理念に基づき活動する市民が増えていくこと
を把握するため。
・①一人暮らしや夫婦のみで暮らす高齢者や障がいのある方の世帯などが地域で安心して暮らせるよう、地域において
基盤支援（見守りや買い物支援）体制の構築を目指す「安心生活創造事業」の実施、②いきいき広場３階に整備する
「地域福祉センター（平成２３年４月）
」が有する市民活動支援機能及び生活支援機能と連携するとともに、福祉専門
職などのサポート体制を備えるなどボランティアひろばセンターの機能強化を図り市民のボランティア活動を支援、
③ボランティア活動を通して高齢者の健康づくりを行う「いきいき健康マイレージ事業」の実施などにより、現状値
よりも 3.5％増加させる。

・適切ではあったが、指標１と統合する方向で見直したい。

適切性
・適切ではあったが、指標１と統合する方向で見直したい。
目標値の
適切性
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Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！
★子どもの育ちを一貫して

アクションプラン事業名
H23

【№59】こども発達センター運営事業

H24

【№54】こども発達センター運営事業

H25

【№46】こども発達センター運営事業

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

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。

H23

★ 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。

H24
H25

☆ 「高浜市地域福祉計画」
に基づき、
「つながり、支 H23
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
H24
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 H25
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。

【№60】チャレンジドの地域生活応援
事業
【№55】チャレンジドの地域生活応援
事業
【№47】チャレンジドの地域生活応援
事業

③ ④

２）

③ ④

―

【№61】地域の「つながり、支えあい」
応援事業
【№56】地域の「つながり、支えあい」
① ② ③ ④ １）２）３）
応援事業
【№48】地域の「つながり、支えあい」
応援事業

H23

【№62】要援護者応援事業
【№63】要援護者応援事業②

H24

【№57】総合相談事業 権利擁護事業

H25

【№49】総合相談事業 権利擁護事業
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③ ④

２）３）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

★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。
H23【№59】こども発達センター運営事業
H24【№54】こども発達センター運営事業
H25【№46】こども発達センター運営事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

福祉部
保健福祉グループ

※箇条書きで記載する

①こども発達センターを開所し、臨床心理士、言語聴覚士及び作業療法士

いつ（年月）
H23.4

を配置した。
②保健師や専門職による相談支援を実施した。（473 件）

H23.4
～H24.3

平成２３年度

③小学校就学前の健診機会として、新たに 5 歳児健診を実施した。
（受診率 82.8%）

H23.6
～H24.3

④「こども達の輝く未来を考える」連続研修を実施した。

H24.1
～H24.3

①義務教育期間の相談体制充実のため、新たに発達専門相談員を配置した。 H24.4
②専門職による相談支援を実施した。（前年度よりも増加）

H24.4
～H25.3

平成２４年度

③5 歳児健診を実施した。
（前年度よりも受診率増加）

H24.4
～H25.3

④近隣の病院と連携した親子教室を実施した。

H24.5～7

①相談支援事業（専門職による相談の機会）を実施する。

H25.4
～H26.3

②小学校区による５歳児健診を実施する。
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.3

③地域生活支援システム「きらり」の今後のあり方について、関係機関と
協議し、方向性を決定する。

H25.4
～H26.3

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名

H23【№60】チャレンジドの地域生活応援事業
福祉部
H24【№55】チャレンジドの地域生活応援事業 担当部・グループ
地域福祉グループ
H25【№47】チャレンジドの地域生活応援事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

※箇条書きで記載する

①障害者相談支援事業所に、総合コーディネーターと就労担当相談員を配

いつ（年月）
H23.4

置した。
②チャレンジドの就労支援を行っている関係機関の課題やニーズを把握し
た。

～H24.3

③職場開拓に向け企業 121 社をリストアップし、15 社への企業訪問を実
平成２３年度

H23.4

施した。

H23.7
～H24.３

④一般就労している 14 人のチャレンジドに対し、定着支援を実施した。

H23.6
～H24.3

⑤就職希望の 3 人のチャレンジドへの就労支援を実施し、うち 1 人が就職 H23.7
した。

～H24.3

①チャレンジドの就労支援を行っている関係機関のスキルアップ策を実施
した。

H24.4
～H25.3

②リストアップした企業のうち、21 社への企業訪問を実施した。

H24.4～12

③一般就労している 18 人のチャレンジドに対し、定着支援を実施した。

H24.4

平成２４年度

～H25.3
④就職希望の 9 人のチャレンジドへの就労支援を実施し、うち 5 人が就職 H24.4～12
した。
⑤新たな就労促進策として、チャレンジ雇用制度、職場実習制度を検討し

H24.4～8

た。
①障害者相談支援事業所の社会福祉協議会への全面移行により、体制を強

H25.4

化する。
②就労場所開拓のための企業訪問を行う。

H25.4
～H26.3

③一般就労しているチャレンジドへの定着支援を行う。
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.3

④チャレンジ雇用制度、職場実習制度などの就労促進策を実施する。

H25.4
～H26.3

⑤社会生活適応能力向上のためのＳＳＴ技法習得のための講習会を実施す

未定

る。
⑥ぷれジョブ（地域の方がジョブサポーターとなる仕事体験）を実施する。 H25.10
～H26.3
・チャレンジドの就労支援については、前期計画期間の３年間で概ね支援体制は整備でき
特記事項

ると考えている。今後は、チャレンジドが住み慣れた地域で生涯にわたって、不安なく
過ごしていけるようにするための施策が必要である。
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！

アクションプラン
事業名
実施内容

☆ 「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。
H23【№61】地域の「つながり、支えあい」
応援事業
福祉部
H24【№56】地域の「つながり、支えあい」
担当部・グループ
応援事業
地域福祉グループ
H25【№48】地域の「つながり、支えあい」
応援事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①ひとり暮らし高齢者に対する困りごと調査を行い、データベース化を図

H23.７～9

った。
②地域における見守り等の担い手を育成するとともに新たな人材を発掘す
平成２３年度

るための「生活支援サポーター講座」を開催した。
③調査によって把握した困りごとなどの情報の共有と、必要な支援方策を

H23.4
～H24.３
毎週木曜日

検討する場である「地域連携会議」を開催した。
④生活支援員養成研修や介護員養成研修を開催した。

H23.4
～H24.3

①ひとり暮らし高齢者に対する困りごと調査を行い、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化を図っ

H24.6～9

た。
②地域における見守り等の担い手を育成するとともに新たな人材を発掘す
るための「生活支援サポーター」養成講座を開催した。
③調査によって把握した困りごとなどの情報の共有と、必要な支援方策を
平成２４年度

H24.4
～H25.3
毎週木曜日

検討する場である「地域連携会議」を開催した。
④地域の関係者が集まり、支援方策や役割分担等について話し合う「小地
域ﾈｯﾄﾜｰｸ会議」開催に向け、一部地域（南部地区、吉浜地区）において

H24.4
～H25.3

独自調査や検討会、住民との意見交換会等を実施した。
⑤Ｎew ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人について、広報紙への掲載、ｲﾍﾞﾝﾄにおいて活動目標を

H24.11

宣言してもらうなどの啓発活動を実施した。
⑥ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙとして効果的な、ボッチャ大会を開催した。

H24.11

①地域連携会議、小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ会議を開催し、生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰを養成・発

H25.4

掘を行う。

～H26.3

②「福祉の学びの出前講座」や「ﾎﾞｯﾁｬの出前講座」を通してＮew ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ人を広める。

H25.4
～H26.3

③ﾎﾞｯﾁｬを中心としたｽﾎﾟｰﾂ大会を開催することにより、子どもから高齢者、 未定
平成２５年度
（予定）

障がい者等が、日頃からつながり合う関係づくりに取り組む。
④Ｎew ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人の活動を、マイレージ制度の対象としていく。

年度内

⑤上記取組のような、つながり、支え合う取組みも反映した災害時要援護

年度内

者支援計画や災害時要援護者名簿を策定する。
⑥「ふらっとカレッジ」
「ざっくばらんなカフェ」などの取組を実施する。 H25.4
～H26.3
⑦養成、発掘した人材を、講座や大会などの「担い手」としても活用する。 H25.4
～H26.3
特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！
アクションプラン
事業名

☆ 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。
H23【№62】要援護者応援事業
【№63】要援護者応援事業②
H24【№57】総合相談事業 権利擁護事業
H25【№49】総合相談事業 権利擁護事業

実施内容

何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

福祉部
介護保険グループ

※箇条書きで記載する

①要援護者の見守りとして各種ネットワークを構築した。
（8 団体）

いつ（年月）
H23.8
～H24.3

平成２３年度

②市民後見人養成研修を実施した。
（14 名修了）

H24.1～3

③衣浦 6 市地域包括支援センター運営協議会を設立した。

H24.3

④地域包括ケア推進フォーラムを開催した。

H24.3

⑤要援護者の支援会議を 8 回開催した。
（106 ケースの問題解決・情報共

毎週木曜日

有）
①来所者への相談支援、訪問等による実態把握、高齢者虐待への対応を行
った。

H2４.4
～H2５.3

②まち協との連携を調整し、
「吉浜まち協・こっこネット」実施に協力した。 H2４.4
～H2５.3
平成２４年度

③新たなネットワーク構築のため、新聞店、金融機関等に相互協力を依頼
した。

H2４.4
～H2５.3

④地域包括支援センター職員に地区担当制を導入し、まち協事業に参加し
た。

H24.4
～H25.3

⑤認知症キャラバンメイト養成講座を実施した。

H2５.２

①まち協等の地域団体と地域包括支援センターとの連携を強化する。

H25.4
～H26.3

②スーパー、コンビニ、金融機関等との新たなネットワークを構築する。
平成２５年度
（予定）

H25.4
～H26.3

③市民キャラバンメイトによる認知症サポーター研修を積極的に実施する。 H25.4
～H26.3

特記事項
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

・障がい者施策については、こども発達センターにお

・緊急時や親亡き後も不安なく暮らせるようにするた

ける発達支援と障害者相談支援事業所における就

めに、グループホームやショートステイなどの施設

（１）障がい者施策

労支援は体制が整いつつある。

の整備や、障がい者について地域の理解、交流促進

・今後は、生涯にわたって住み慣れた地域で不安なく

に取り組む必要がある。

生活できる環境整備が必要である。
（２）地域福祉の担い手の発掘・養成と活躍の場の創出
・New ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人や生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰについて、発掘や

・新たに開催していくスポーツ大会に、支え手として

養成する取り組みを行うと同時に、実際に活動する

参加してもらったり、小地域で具体的な要援護者の

場の確保を図っていく必要がある。

支援方策を検討する「小地域ネットワーク会議」に
積極的に生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰをつなげ、具体的な支援の
場を提供するなど、実際に活躍していただく場を創
出していく。

（３）災害時要援護者名簿の作成
・現状、行政が作成している名簿は、個人情報保護等 ・市民と行政が一緒になって災害時要支援者対策を考
の問題があり、地域において十分に活用できるもの

えるため、たとえば、市民会議の場において議論を

となっていない。活用できるようにするため、地域

深めていくことも考えられる。また、行政内部での

独自の取組が行われているが限界がある。行政の視

横断的に対応できる体制の構築と行政でできない

点もいれ、一緒になって作っていく必要がある。

部分は地域にお願いしていくなどの役割分担を明
確にしていく必要がある。

（４）急増が見込まれる認知症への対応
・今後一層の高齢化の進展により、認知症高齢者の増

・平成２５年２月に、「認知症サポーター」養成講座

加が必至である。認知症となっても住み慣れた地域

講師役である「認知症キャラバンメイト」養成講座

で暮らし続けられるよう、認知症を正しく理解し、

を実施、一般市民中心に約４０名のキャラバンメイ

認知症の人や家族を見守る必要がある。

トが誕生、市全体では約６０名となった。
今後は、金融機関、スーパー、コンビニ等、高齢
者が利用する関係機関と連携して、計画的に「認知
症サポーター」養成講座を実施していく。

13-8

２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）障がい者の親亡き後の生活の場の不足
（２）認知症高齢者の急激な増加
（３）少子高齢化、単身世帯の増加などによる住民の孤立化
（４）大震災発生の恐れ

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）障がい者の生活の場の確保や社会参加の促進
・障がい者の親亡き後や緊急時の生活の場の確保に向け、民間活力の導入も視野に入れたグループホームや
ショートステイの整備など
・きめ細やかなケアプランの作成や的確なモニタリングの実施を通して障がい者が真に必要とする支援につ
なげていくための相談支援体制の強化
・障がい者への地域における理解促進や交流機会の創出
（２）認知症高齢者対策
・認知症の早期診断・早期発見を行うため「認知症早期発見事業」を平成２５年度から実施
・認知症を理解し、認知症高齢者等を見守る「認知症サポーター」養成講座を計画的に各団体へ実施するこ
とにより、
「認知症高齢者」のみならず、
「要援護者」を見守る土壌づくりを図る。
・まちづくり協議会、新聞店、金融機関、スーパー、コンビニ等関係機関とのネットワーク強化
（３）平時における孤立者や生活弱者への支援と災害時要援護者支援
・市民後見（権利擁護）ができる組織（(仮称)成年後見センター）の立ち上げ及び市民後見人の育成
・孤立している住民の方を把握する仕組みづくり
・Ｎｅｗボランティア人や生活支援サポーターの発掘と活動の場の創出
・災害時要援護者支援計画の作成
・災害時要援護者名簿の作成方法の見直し
・福祉避難所における避難所運営訓練などの実施を通した福祉避難所運営マニュアルの作成と体制整備

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
現状のままでよい。
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第６次高浜市総合計画 基本計画 （前期）

施策課題カルテ
目標

（１４） 一人ひとりの元気と健康づくりを応援します

中期基本計画策定プロジェクト

健康チーム

Ⅰ．目標と目標の達成状況
１．目指す姿と目安となる指標
目標

（１４） 一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
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

目標達成に

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

向けての考え方

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。
① 健康や介護予防に関する知識が身についています。

目標が
達成された姿

② 毎日、健康づくり活動が地域で展開されています。
③ 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。
④ 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。
現状値
実績値
実績値
目標値
みんなで目指すまちづくり指標
（H22）

指標の状況

１）日常的に運動やスポーツを行
っている人の割合

34.3%

２）栄養や食生活に気をつけてい
る人の割合

80.2%

３）かかりつけ医を持っている人
の割合

68.4%

（H23）

（H24）

35.5％
80.3％
71.5％

（H25）

40%
83%
72%

２．市民意識調査結果
設問

現状値（H22） 実績値（H23） 実績値（H24）

一人ひとりの元気と健康づくりを応援しているま
ちだと思う
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52.2%

57.1%

３．「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等）
・

目標の「一人ひとりの元気と健康づくり」を「応援」するための柱としての「達成指標」を＜運動＞
＜栄養＞＜医療＞としている。この３本の柱の指標を達成するためには、①情報や知識
りを始める行動のきっかけ

②健康づく

③行動を続けるための仕組みや環境 が必要である。

・ ＜運動＞＜医療＞指標では 2011 年の実績値において向上が見られた。一方で＜栄養＞指標では、現
状値と同様の数値となっている。

４．「目標」と「みんなで目指すまちづくり指標」の適切性
指標１） 日常的に運動やスポーツを行っている人の割合

設定根拠

指標の
適切性

目標値の

・運動やスポーツを行うことは、健康づくりの基本です。サークルやチームでスポーツを楽しんで
いる人、個人やグループでウォーキングを楽しんでいる人が増えていくことを把握するため。
・
「健康たかはま２１」では、
「２身体活動・運動」の分野を掲げています。
健康づくり推進委員や NPO やまちづくり協議会等の地域での「運動」に関する事業の展開を
見込み、1 年ごとに 2%上昇として、40.0％を目標数値とします。

・健康づくりには、毎日の適度な運動が大切であることから、適切な指標ではあるものの、
「運動」とか「スポーツ」という単語から「マラソン」や「サッカー」といった激しい動
きをイメージする場合もあり、毎日「ラジオ体操」や「散歩」をしている人でも、「日常
的に運動している」と回答されない場合も考えられる。
・
「日常的に運動（ラジオ体操や散歩といった軽い運動を含む）やスポーツを行っている人の
割合」と説明を加えたほうがより正確な現状値を得られると思う。
・2013 年の目標値としては適切と思う。

適切性

指標２） 栄養や食生活に気をつけている人の割合

設定根拠

指標の

・健康づくりの大きな柱は、
「栄養」
「運動」
「休養」といわれています。その中でも、
「栄養・食
生活」は毎日のことであり、こどもにとっては、健やかな成長と、大人にとっても生活習慣病
予防などの観点から重要視されているものです。市民の栄養に関する意識を把握するため指標
とします。
・
「健康たかはま 21」の推進により、健康づくり推進委員の地区活動、NPO 等の健康関連事業
の実施により、１年間につき、１％の意識が上昇することとして、83.0％を目標値とします。

・健康づくりには、バランスのとれた食事が大切であることから、適切な指標である。

適切性
目標値の
適切性

・実績値が 80％を超えていることから、今後大きい伸びは見込みにくいものの、目標値と
しては適切と思う。

指標３） かかりつけ医を持っている人の割合

設定根拠

・日頃からの健康に関する相談や、予防接種・健康診査などをなじみの医師をもつことにより、
個人の体質や疾病にあった医療を、受けることができます。また、かかりつけ医は、常日頃か
ら患者の状況を把握していますので、コンビニ受診の抑制につながります。深夜・休日の救急
医療体制を維持することができます。
・平素の受診に加え、各種健康診査・がん検診・予防接種の実施等により、医療機関への受診の
機会を設け、「かかりつけ医」を持つチャンスとしてもらう。このことにより、1 年間に１％
の人が「かかりつけ医」を持つことを目標とし、3 年間で 71.4%と設定する。

指標の

・健康管理には、気軽に相談できる「かかりつけ医」が大切であることから、適切な指標で

適切性
目標値の

ある。
・2013 年の目標値としては適切と思う。

適切性

14-2

Ⅱ．目標達成のための取り組み
１．「こんなことに取り組みます！」を構成するアクションプラン一覧
こんなことに取り組みます！
★「シニア大学」などの学習

アクションプラン事業名
H23

の機会の提供や、高齢者の
健康づくりやボランティア

H24

活動に対する新たな支援制
度を構築し、生きがいと健

【№64】高齢者の生きがいと健康づく
り応援事業
【№58】高齢者の生きがいと健康づく
り応援事業
① ②
【№59】生涯現役のまちづくり創出事業
【№50】高齢者の生きがいと健康づく
り応援事業
【№51】生涯現役のまちづくり創出事業

康づくりを応援します。

H25

★ 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。

H23

【№65】地域密着型施設整備事業

H24

【№60】地域密着型施設整備事業

H25

【№52】地域密着型施設整備事業

H23

【№66】
「健康たかはま 21」推進事業

☆ 「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。

「目標が達成さ
れた姿」との対応

「指標」との
対応

1）

―

②

① ② ③ ④ １）２）３）

H24

H25

☆ 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。

☆ 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。

H23

【№67】地域医療振興事業

H24

【№61】地域医療振興事業

H25

【№53】地域医療振興事業

H23

【№68】子育て推進事業
（こども食育推進事業）

H24

【№62】子育て推進事業
（こども食育推進事業）

H25

【№54】子育て推進事業
（こども食育推進事業）
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③

① ②

３）

２）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！

アクションプラン
事業名

実施内容

平成２３年度

平成２４年度

★「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。

H23【№64】高齢者の生きがいと健康づく
り応援事業
H24【№58】高齢者の生きがいと健康づく
福祉部
り応援事業
担当部・グループ
保健福祉グループ
【№59】生涯現役のまちづくり創出事業
福祉企画グループ
H25【№50】高齢者の生きがいと健康づく
り応援事業
【№51】
生涯現役のまちづくり創出事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①高浜市いきいき健康マイレージ制度への登録を開始した。

H23.4

②高浜市いきいき健康マイレージ活動を開始した。(ポイント付与開始)

H23.5

③市内各いきいきクラブへの健康マイレージ制度説明を開始した

H23.5

④市民会議「健康分科会」において健康マイレージの検証を開始した。

H23.6

⑤生きがい教室をはじめ、健康マイレージの出張登録を開始した。

H23.7

①高浜市いきいき健康マイレージのポイント交換及び更新を開始した。

H24.4

②新たなメンバーを加え、生涯現役のまちづくりの調査研究を開始した。

H24.4

③市内在住の概ね 60 歳～80 歳の高齢者を対象に、
ニーズ調査を実施した。 H24.6
④高浜南部モデル地区において、高齢者の新たな居場所を創設した。

H24.10

⑤吉浜モデル地区において、情報誌発刊に向けた情報収集を開始した。

H24.10

⑥生涯現役のまちづくりホームページ立ち上げに向けた検討を開始した。

H24.10

①吉浜モデル地区において、活動団体をまとめた情報誌を世帯配布する。

H25.5

②健康マイレージの制度を見直し、新たな制度設計による事業を開始する。 H25.6
平成２５年度

③高齢者の居場所づくり活動に対する支援助成制度を開始する。

H25.6

（予定）

④生涯現役のまちづくりホームページのテスト稼働を開始する。

H25.6

⑤高浜南部及び吉浜地区において、生涯現役のまちづくりを本格稼動する。 H25.10

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

★ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№65】地域密着型施設整備事業
福祉部
担当部・グループ
H24【№60】地域密着型施設整備事業
介護保険グループ
H25【№52】地域密着型施設整備事業
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①介護保険審議会において、施設整備を位置づけ、第５期事業計画に反映
した。

H23.4
～H25.３

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

①事業者の公募を開始した。

H24.4.27～

②事業者選定委員会を開催した。

H24.5.27

③事業者を決定した。

H24.6.8

④愛知県との協議を行った。

H24.6～7

⑤地元説明会を行った。

H24.4、8

⑥着工した。

H24.10

⑦竣工した。

H25.3

⑧介護保険審議会において、事業者指定説明、意見聴取を行った。

H25.3

①事業者を指定する。

H25.4

②事業運営を開始する。

H25.4

③介護保険審議会において事業運営を報告する。

H25.4
～H26.3

（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆ 「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

取り組みます！
アクションプラン

対策、健康づくりを進めます。

H23【№66】
「健康たかはま 21」推進事業
担当部・グループ

事業名
実施内容

何を・どうした（どうする）
・
・

平成２３年度

・
・
・
・
・
・

平成２４年度

・
・
・
・
・
・

平成２５年度

・

（予定）

・
・
・

特記事項
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※箇条書きで記載する

福祉部
保健福祉グループ
いつ（年月）

２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに

☆ 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。

取り組みます！
アクションプラン
事業名
実施内容

H23【№67】地域医療振興事業
H24【№61】地域医療振興事業
H25【№53】地域医療振興事業
何を・どうした（どうする）

担当部・グループ

福祉部
保健福祉グループ

※箇条書きで記載する

①医科及び歯科の休日当番医について、広報やホームページで市民へ PR
した。
て協議をした。

した。

H24.4
～H25.3

②医療機関に対して、地域医療ネットワーク接続の意向を確認した。

H24.5

③医療機関に対して、地域医療ネットワーク説明会を実施した。

H24.9

④医療機関と刈谷豊田総合病院とのネットワークの接続を開始した。

H24.10

⑤地域医療ネットワークの紹介講演会を実施した。

H25.1

⑥パンフレット「上手なお医者さんのかかり方」を作成した。

H25.1

①医科及び歯科の休日当番医について、広報やホームページで市民へ PR

H25.4

する。

～H26.3

②地域医療ネットワークの周知と「かかりつけ医を持っている人」の割合
平成２５年度

H23.4
～H24.3

①医科及び歯科の休日当番医について、広報やホームページで市民へ PR

平成２４年度

H23.4
～H24.3

②定住自立圏共生ビジョン懇談会で、地域医療ネットワークの構築に向け
平成２３年度

いつ（年月）

の増加を目指す。

H25.4
～H26.3

（予定）

特記事項
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２．「こんなことに取り組みます！」の実施内容
こんなことに
取り組みます！

アクションプラン
事業名

実施内容

☆ 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。

H23【№68】子育て推進事業
（こども食育推進事業）
こども未来部
H24【№62】子育て推進事業
担当部・グループ
（こども食育推進事業）
こども育成グループ
H23【№54】子育て推進事業
（こども食育推進事業）
何を・どうした（どうする） ※箇条書きで記載する
いつ（年月）
①幼保学校等で食育ガイドラインを中心とした各種啓発を実施した。

H23.4
～H24.3

②市内イベントで食育普及活動を実施した。

H23.4、
10、11

平成２３年度

③カワラッキー賞を実施した。

H23.８～11

④カワラッキーフレンズが、食育啓発のぼり旗の掲示と各自で取組みを実

H23.4

施した。

～H24.3

⑤食育発表会を開催した。

H24.2

①幼保学校等で食育ガイドラインを中心とした各種啓発を実施した。

H24.4
～H25.3

②市内イベントで食育普及活動を実施した。

H24.5、
10、11

平成２４年度

③カワラッキー賞を実施した。

H24.８～11

④カワラッキーフレンズが、食育啓発のぼり旗の掲示と各自で取組みを実

H24.4

施した。

～H25.3

⑤食育発表会を開催した。

H25.2

①24 年度実施内容を継続する。

H25.4
～H26.3

②食育ガイドライン（学齢期版）の見直しを行う。

H25.4
～H26.3

平成２５年度
（予定）

特記事項
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Ⅲ．現状・課題と今後の取り組みの方向性
１．前期基本計画から見えてきた現状・課題と今後の取り組みの方向性
現状・課題

今後の取り組みの方向性

（１）健康マイレージ制度の充実
・元気な高齢者を応援するための新たな事業として平

・これまでの健康マイレージに加え、最初のきっかけ

成 23 年度よりいきいき健康マイレージ制度を開始

作りとしてハードルを下げた、気軽な手軽な制度を

している。

新たに作る。

・出張登録会やイベント開催時の臨時登録会を開催す

・また、生涯現役のまちづくりやＮｅｗボランティア

るとともにＰＲに努めてきた。

人などの新たな担い手の発掘にも取り組む。

・今後は、参加（登録）人数を増やすとともに生涯現
役のまちづくりやＮｅｗボランティア人と連動し
た取り組みが課題である。
（２）地域医療ネットワークの利用促進
・定住自立圏の枠組みの中で、地域医療を支えるＩＴ ・地域医療ネットワークは、診療所と地域の中核医療
を活用した新たな仕組みとして、地域医療ネットワ
ークを整備することが出来た。

機関の連携と役割分担を担うツールである。
・より多くの市民に利用していただけるよう、その仕
組みや利便性をＰＲし、指標である「かかりつけ医
を持っている人の割合」の増加につなげていく。

（３）高齢者の居場所及び生きがいづくり
・元気であるにもかかわらず、やることや出かけると

・生涯現役のまちづくりを推進することにより、自分

ころがないため、自宅に閉じこもりがちで不活発な

らしく、生きがいを持ち、可能な限り介護を必要と

生活を送っている高齢者が増えつつある。

せず、自己選択・自己決定による尊厳のある活発な

・日々の生活が単調で不活発になると、介護や認知症
に陥るリスクが急速に高まる。
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暮らしが実現する。

２．今後予想される社会変化や動向、新たな課題
（１）高齢者の増加
（２）震災等の災害発生時の対応
（３）健康寿命の延伸

３．高浜市において、今後、特に力を入れる取り組み
（１）高齢者支援
・

高齢者の健康づくり

・

生涯現役のまちづくりを推進し、高齢者の居場所及び生きがいづくりにつなげる

（２）医療・介護連携
・

急性期から療養期、在宅療養、介護ケアを含めた医療と介護の連携体制の構築

（３）在宅生活支援
・

訪問看護ステーション開設による在宅生活の支援体制の構築

・

情報通信を活用した在宅生活の支援体制の構築

Ⅳ．施策（目標）構成の検証
・

現状のままでよい
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