「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」の
実現を目指して
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１
はじめに

■□（１）「施策評価」（点検・確認）のねらいと実施方法□■
■ 目指す姿の実現に向けて、計画を着実に推進していくために・・・
 総合計画は、みんなで力を合わせて高浜市をつくっていくために「こんなまちにしてい
こう！」というまちづくりの目標を掲げ、その実現に向けて必要な取組内容を盛り込ん
だ、「高浜市のまちづくりの設計図」です。
 総合計画を実効性のあるものとしていくため、
「自治基本条例」と「第６次総合計画」に
「計画の進行管理」を位置づけ、PDCA サイクル＊に基づき、目標の達成状況の点検・
検証、事業の見直し・改善を行うことを宣言しています。
＊「PDCA サイクル」… 計画（Plan）し、実行（Do）し、その結果を評価・検証（Check）し、改善
策や次の施策に活かしていく（Action）こと。

Plan
＜計画＞
 基本計画を踏ま
えたアクション
プランの策定

Action
＜改善＞
 点検・評価結果
を踏まえ、改善
策を検討

目指す姿の
実現に向けて

Check
＜点検・評価＞
 目標の達成状況
を点検・評価

Do
＜実行＞
 目標・目指す姿
の達成に向けて
推進

■ 総合計画の体系と評価（点検・確認）の種類
総合計画の
体系
まちづくりの
基本的な方針

実現に向けた
様々な目標

政策

・・・

基本構想

施策

・・・

基本計画

（H26～H29：11 目標）

目標達成に向けた
行動計画

事務事業・・・

計画期間

評価の種類

11 年

中期：４年

施策評価

アクションプラン
H26：56 事業
H27：53 事業
H28：51 事業

中期：４年
＊毎年度
内容を見直し

事務事業評価
＊行政内部による
評価のみ

■ 「施策評価」（点検・確認）とは
 「施策評価」（点検・確認）とは、目指す姿の実現に向けて、「中期基本計画」に掲げる
11 目標について様々な観点から点検・確認し、その結果を「アクションプラン」の見
直しに反映させ、よりよい行政サービスにつなげることをいいます。
高浜市自治基本条例

第６次高浜市総合計画

第 21 条（総合計画の策定等）
第３項

（前期基本計画）
中期基本計画
第４章 計画の進行管理
総合計画の基本計画に掲げる目標の達成に

行政は、成果を重視した市政運営を目指

向け、その達成状況を点検・確認し、事業

すため、総合計画の進行管理を行い、そ

の見直し・改善を行う PDCA サイクルを組

の状況をわかりやすく公表します。

み入れ、適切な進行管理を行います。

施策評価（点検・確認）のねらい
①緊張感を保ちながら、よりよい行政サービスにつなげるために ～市民目線を意識して～
総合計画に掲げた目指す姿の実現に向けて、「総合計画推進会議」や「市民意識調査」、日
頃の業務を通じてなど、多様な方法で市民の皆さんの声をお聞きし、行政が行っている事
業が市民のみなさんの役に立っているかどうかを、緊張感を保ちながら様々な観点から評
価（点検・確認）し、事業の見直し・改善に反映させることにより、よりよい行政サービ
スにつなげる。
②市民とともに課題を考え、解決に向けて行動していくために ～情報共有と説明責任～
市民と行政が市政運営やまちづくりの課題などについて共通認識を持ち、解決策について
ともに考え、目指す姿の実現に向けて行動できるように、中期基本計画に掲げる目標の推
進状況、目標の達成状況などの点検・確認結果などを、市民にわかりやすく公表・情報を
共有することにより、市政の透明性を高め、説明責任を果たす。

■ ２段階評価による実施
 「施策評価」
（点検・確認）は、行政内部による評価と、市民目線で取組内容や効果等を
点検・確認していただく外部評価（第６次高浜市総合計画推進会議）の２段階で実施しま
す。

■ 評価（点検・確認）結果の活用・反映
 第６次総合計画推進会議による評価（点検・確認）結果をとりまとめ、市長へ提出
します。
 評価（点検・確認）結果のうち、すぐ実行に移せるものに
ついては、平成 28 年度に実行中の事業に反映し、実行し
ていく。
 予算措置等が必要で、すぐに実行できないものは、平成 29
年度アクションプラン策定の際の検討材料として活用する。

評価（点検・確認）結果を公表することにより、市民と情報を
共有し、説明責任を果たす。

■

第６次高浜市総合計画 中期基本計画 進行管理体制
オブザーバー
参加

議決

議会
市民意見の
吸い上げ

議案
上程

第６次高浜市総合計画推進会議

行政

〔所掌事務〕

市長

（
「第 6 次高浜市総合計画推進会議設置規則」より）

１）総合計画の進行管理に関する事項

【部長会】

２）その他総合計画の推進に関する事項
具体的には・・・・
☆意見を述べる

 中期基本計画に掲げた施策（11 目標）につい
て、行政がとりまとめた「施策評価（内部評

☆点検・確認結果
を報告

価）」の内容を点検・確認し、目標の達成に

〔役割〕
 中期基本計画の進行管理に向
けた総合調整を行う。
 推進会議が行う調査・審議に
対し、求めに応じた報告や資
料等の調製を行う。

向けた意見・アイデア等を述べる。
＜点検・確認の主な視点＞
①取組内容は、目標達成のための手段と
して適切だったか。

キャッチ
ボール

②「市民意識調査」
「みんなで目指すまち
づくり指標」の結果分析や課題把握は
的確か。

☆検討資料の提示

③課題の解決に向けた今後の取組み（案）
は、目標達成に資する内容となってい
るか。
 「点検・確認結果」をとりまとめ、市長へ提
出する。

☆求めに応じて
関係職員が出席

資料を
提出

職員へ
指示

【各担当グループ】
〔役割〕
提案・報告
 中期基本計画に掲げた目標の
達成に向けて、施策・事業を
推進する。
 推進会議が行う調査・審議に
対し、求めに応じた報告や資
料等の作成を行う。
 推進会議から示された意見等に
ついて、実現可能かどうかを検
討し、施策・予算等へ反映する。

 推進会議が提出した「点検・確認結果」が、
施策・予算等へ反映されているかを確認し、
必要に応じて意見を述べる。
 推進会議の進め方について協議する。
 推進会議のあり方について検討する。
〔構成〕12 名
・中川幾郎氏（帝塚山大学大学院名誉教授）
・市民（10 名）
・副市長
〔開催頻度〕年６回程度

【事務局】（総合政策グループ）
〔役割〕
 中期基本計画の進行管理事務、
推進会議の運営を行う。
 推進会議の求めに応じた資料等
の取りまとめを行う。
 進行管理にあたって必要な各
種データ・情報の収集を行う。

■□（２）基本計画【中期】の体系□■

基本計画【中期】は、基本構想に定めた将来都市像「思いやり 支え合い 手と手をつなまでに、
市民・地域・事業者・関係機関・行政が協働して取り組むまちづくりの方向性や
ための具体的な方策・手段（こんなことに取り組みます）を 44 本掲げました。
都市像

基本目標

目標

こんなことに

（１）まちへの想いを育み、未来を切り開くチカラを高めます
☆市民と行政がお互いにコミュニケーションをとり、市政運営やまち
☆市民・地域・行政がそれぞれの得意分野を活かし、ともにまちづく

思
い
や
り
支
え
合
い
手
と
手
を
つ
な
ぐ
大
家
族
た
か
は
ま

Ⅰ

☆“大家族”のみんなが幸せな生活を送ることができるよう、高浜市

みんなで考え

☆現場を第一に考え、問題意識を持って課題に積極的に取り組むため、

みんなで汗かき （２）将来を見据えた計画的・効果的な財政運営を行います
みんなの
まちを創ろう

☆市税収入など、自主財源の確保に努めます。

☆限られた財源を重点的、効果的に配分するとともに、継続して行政
☆将来の公共施設のあり方について、市民とともに問題意識を共有し
☆市民の知りたい、市民に知ってもらいたい財政情報を積極的に提供
☆市民ニーズを反映した行政サービスを展開し、行政サービスの向上

（３）人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます
☆地域の人たちがさまざまな先生役となり、地域の人たち（特に、子
☆地域ぐるみで未来に羽ばたく人材を育て、まちづくりの活力を高め

Ⅱ

☆地域の良さ（歴史、文化、伝統など）を学び、地域の魅力の掘り起
☆誰もが楽しめるスポーツ・レクリエーションの機会をつくり、市民

学び合い
力を合わせて

（４）学校・家庭・地域が連携を深め、12 年間の学びや育ちをつなげます

豊かな未来を

☆幼稚園・保育園、小学校、中学校の垣根を越えて、教職員同士が現場

育もう

☆各園・各学校の特色や高浜市のまちの資源（ひと・もの・こと）を
☆高浜市として育てていきたい子どもの姿を策定し、地域ぐるみで子

（５）地域ぐるみで子育ち・子育てを支えます
☆「高浜市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、多様で柔軟な保
☆子どもの想いを理解し、子どもの視点に立って、成長を支援できる
☆世代間や異年齢同士の子どもの交流機会を豊かにし、子どもの自主

ぐ 大家族たかはま」を実現するため、平成 26 年度（2014）から平成 29 年度（2017）目
標を示したものです。目指すべき姿（個別目標）を 11 目標、目標値や目標を達成する

取り組みます！

づくりに関する情報発信・情報交換を活発に行います。
りに取り組んでいくための環境づくりを進めます。
で暮らす日常の「心地よさ」を高める取組みを進めます。
職員力を高めます。

サービスが提供できるよう、既存サービスの見直しに取り組みます。
ながら、具体的な検討を進めます。
します。
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。

ども）の成長に関わる機会を増やします。
ます。
こし・情報発信を進めます。
交流の場を充実します。

をふまえた情報交換を密にするとともに、子どもたちの交流を行うなど、発達段階に応じた教育を実践します。
活かした「高浜カリキュラム（生活・総合的な学習の時間）」を市内全園・全校で実施します。
どもの成長を見守り、手助けする教育基盤づくりを進めます。

育サービスの提供など、子育てニーズを適切なサービスに結びつける取組みを進めます。
大人を増やす取組みを行い、
「地域の子育て力」を高めます。
性・社会性を育む居場所を充実します。

都市像

基本目標

目標

こんなことに

（６）産業を活性化して、まちを元気にします
☆行政内部や関係機関との連携を強化し、新たな工業用地の創出や企
☆事業者・関係機関との連携を強化し、現場のニーズをふまえ、産業
☆コミュニティ・ビジネスの創業や持続的な経営に向けた支援を行い
☆自然・伝統文化・施設などの地域資源をつなぎ、市民・事業者・関

（７）みんなでまちをきれいにします
Ⅲ

思
い
や
り
支
え
合
い

明日を
生み出す
エネルギー
やる気を

☆「高浜市ごみ処理基本計画」に基づき、紙ごみのリサイクルをはじ
☆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

（８）ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります

活かせる

☆住環境やライフラインの整備など、都市空間の快適さや安全性、魅

まちをつくろう

☆安全・安心・便利に移動できるよう道路を整えるとともに、公共交
☆公園・緑地、街路樹や水辺空間などを地域の財産としてとらえ、地

（９）安全・安心が実感できる地域づくりを進めます

手
と
手
を
つ
な
ぐ
大
家
族
た
か
は
ま

☆「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。

☆市民・地域・事業者・関係機関と連携した総合的・機動的な防災体
☆防災教育や防犯講話などを通じて、
「自らの安全は自ら守る（自助）
」
、
☆「高浜市みんなで犯罪のないまちにしよう条例」をふまえて、地域・
☆市民一人ひとり、特に高齢者や子どもの交通事故防止に向けた取組

（１０）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
☆地域福祉に対する理解を広め、困りごとを抱える方の支援などを行
☆障がい者が地域の中で交流できる場や活動機会を創出します。

Ⅳ
いつも笑顔で
健やかに

☆判断能力が不十分な人の権利や生活を守るため、権利擁護センター
☆こども発達センターを充実し、子どもとその家族をより確かな形で
☆育児・介護・健康・生活困窮など、不安を抱えた方への総合的な相

つながり

☆高齢者の地域密着型施設や障がい者施設を、民間活力の導入により

100 倍

☆災害時に備え、要援護者の実態把握と地域ぐるみの支援体制を構築

ひろげよう

（１１）一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
☆高齢者の閉じこもり予防、外出の機会となる居場所づくりと、担い
☆今後、増加が予測される認知症に対応するため早期発見、早期支援
☆運動機能や認知機能など市民一人ひとりのライフステージやニーズ
☆多様な医療ニーズに対応するため、かかりつけ医と病院の病診連携

取り組みます！

業誘致を進めます。
の活性化、雇用の安定に向けた取組みを進めます。
ます。
係機関とともにまちの魅力を高め、賑わいの創出や交流人口の拡大に向けた取組みを行います。

め、ごみの減量化に取り組みます。
活動に取り組むこととし、不法投棄対策を積極的に進めます。

力を高める取組みを進めます。
通の利用も促進します。
域と連携しながら、特性を活かした憩いの場づくりを進めます。

制を構築し、減災対策や実践を想定した取組みを強化します。
「地域の安全は地域で守る（共助）
」という意識を高める取組みを強化します。
警察・関係機関と連携し、事件・事故の未然防止活動を推進します。
みを進めます。

す
うボランティアの発掘・養成や、継続的に活動できる場を創出します。

を設置し、適切な相談・支援が行える体制を整えます。
支えます。
談支援体制を整えます。
整備します。
します。

手としての活躍の場を創出する生涯現役のまちづくりを進めます。
を重点的に行う初期集中支援体制を構築します。
に応じた多様な健康づくり、介護予防や認知症予防のプログラムを構築します。
の促進により地域医療を充実します。

■□（３）施策評価シート とりまとめ部署一覧□■
◎＝とりまとめグループ

＜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
企画部長 神谷美百合
総務部長 内田徹

＜基本目標Ⅱ＞

学び合い
力を合わせて
豊かな未来を
育もう
教育長 都築公人
こども未来部長 中村孝徳

目標（１）まちへの想いを育み、未来を切り開くチカラを高めます
◎企画部 総合政策グループ（GL 野口恒夫）
企画部 人事グループ
（GL 杉浦崇臣）
総務部 行政グループ
（GL 山本時雄）
目標（２）将来を見据えた計画的・効果的な財政運営を行います
◎総務部 財務グループ
（GL 岡島正明）
市民総合窓口センター 税務グループ（GL 山下浩二）
総務部 行政グループ
（GL 山本時雄）
教育委員会 学校経営グループ （GL 内藤克己）
企画部 総合政策グループ
（GL 野口恒夫）

目標（３）人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます
◎こども未来部 文化スポーツグループ （GL 鈴木明美）
目標（４）学校・家庭・地域が連携を深め、
１２年間の学びや育ちをつなげます
◎教育委員会 教育センターグループ（GL 内藤克己・主幹 岡本竜生）
目標（５）地域ぐるみで子育ち・子育てを支えます
◎こども未来部 こども育成グループ （GL 都築真哉）

目標（６）産業を活性化して、まちを元気にします
◎都市政策部 地域産業グループ （GL 板倉宏幸）
都市政策部 企業支援グループ （GL 島口靖）
＜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
＜基本目標Ⅰ＞
まちをつくろう

目標（７）みんなでまちをきれいにします
◎市民総合窓口センター 市民生活グループ（GL 芝田啓二）
目標（８）ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります
◎都市政策部 都市整備グループ （GL 田中秀彦）
都市政策部 上下水道グループ （GL 杉浦睦彦）
市民総合窓口センター 市民生活グループ （GL 芝田啓二）

企画部長
加藤元久
都市政策部長
深谷直弘
目標（９）安全・安心が実感できる地域づくりを進めます
市民総合窓口センター長
大岡英城
総務部長 新美龍二
◎都市政策部 都市防災グループ （GL 神谷義直）
都市政策部 上下水道グループ （GL 杉浦睦彦）

＜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
（福祉部長 加藤一志）

目標（10）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
◎福祉部 地域福祉グループ
（GL 木村忠好）
福祉部 介護保険・障がいグループ
（GL 竹内正夫）
福祉部 福祉まるごと相談グループ
（GL 野口真樹）
福祉部 保健福祉グループ
（GL 磯村和志）
目標（11）一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
◎福祉部 保健福祉グループ
（GL 磯村和志）
福祉部 生涯現役まちづくりグループ （GL 磯村和志）

２
「市民意識調査」
「みんなで目指す
まちづくり指標」
結果

■□（１）基本計画の施策に対する「市民意識調査」結果□■
目標

計画策定時の値
（平成２５年）

実績値
（平成２６年）

実績値
（平成２７年）

動向

（１） まちへの想いを育み、未来を切り開
くチカラを高めます

６６．４％

６４．１％

６４．４％

○

（２） 将来を見据えた計画的・効果的な財
政運営を行います

４４．５％

４５．７％

３９．９％

×

（３） 人と学びの輪を広げ、まちのチカラ
を育みます

５８．９％

５８．２％

５６．１％

×

６１．５％

６１．５％

６２．３％

◎

５３．３％

５５．４％

５６．６％

◎

２６．９％

２８．４％

２３．９％

×

６４．１％

６７．４％

７０．０％

◎

（８） ハーモニーを奏でる快適な都市空
間をつくります

４５．８％

４９．５％

４７．４％

△

（９） 安全・安心が実感できる地域づくり
を進めます

５６．３％

５５．５％

５６．８％

◎

（１０） 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

５９．４％

６０．８％

６２．３％

◎

（１１） 一人ひとりの元気と健康づくりを応
援します

５７．９％

６０．４％

６７．６％

◎

（４） 学校・家庭・地域が連携を深め、１２
年間の学びや育ちをつなげます
（５） 地域ぐるみで子育ち・子育てを支え
ます
（６） 産業を活性化して、まちを元気にし
ます
（７） みんなでまちをきれいにします

※「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した割合の合計

【動向】
◎＝実績値（平成 27 年）が計画策定時の値・実績値（平成 26 年）をともに上回っている。
○＝実績値（平成 27 年）が計画策定時の値を下回っているが、実績値（平成 26 年）を上回っている。
△＝実績値（平成 27 年）が計画策定時の値を上回っているが、実績値（平成 26 年）を下回っている。
×＝実績値（平成 27 年）が計画策定時の値・実績値（平成 26 年）をともに下回っている。

ＭＥＭＯ

■□（２）「みんなで目指すまちづくり指標」一覧□■※＝市民意識調査で把握
目標
（１）

まちへの想いを育み、未来
を切り開くチカラを高めま
す

目標の達成度を計る指標

計画策定時の値
（平成２５年）

いつまでも高浜市に住み続け
たいと思っている人の割合
※

79.4％

地域活動に参加したことがあ
る人の割合

※

地域活動に参加している職員
の割合

（２）

将来を見据えた計画的・効

56.0％

63.1％

100 億円

自主財源の額

果的な財政運営を行います
市の財政状況に関心を持
っている人の割合

※

（３）

高浜市に愛着や誇りを持って

人と学びの輪を広げ、まち

いる人の割合 ※

のチカラを育みます

将来の夢を持っている子ども
の割合

（４）

学校・家庭・地域が連携を
深め、12 年間の学びや育ち

※

学校が好きと感じている子ど
もの割合※

をつなげます

学習に積極的に取り組む子ど

（５）

子どもを産み、育てやすいと

地域ぐるみで子育ち・子育

感じている人の割合 ※

てを支えます

もの割合

※ ★注意

子どもとふれあう行事に参加
したことのある人の割合

（６）

産業を活性化して、まちを
元気にします

※

行政がかかわるイベントの来
場者数

（７）

みんなでまちをきれいにし
ます

１人１日あたりの
家庭ごみ排出量

82.2％

58.5％

59.2％

62.3％

78.0％

106 億円 104.3 億円
（105.7 億円）
71.9％

72.0％

81.1％

69.4％
65.6％

○
△
○

目標値
（平 成 ２ ９ 年）
85％

65％

80％
105 億円

○
80％

△
70.2％

69.9％

78.0％

76.9％

88.4％

88.3％

×
×

76％
85％

85％

◎
76.5％

76.1％

64.6％

64.4％

45.3％

48.9％

44.8％

76,000 人

動向

72.0％

81.8％

◎
×

75％
74％
51％

○
922 社

99,000 人

536g

894 社

96,000 人

×
○

538g

545g

930 社

100,000 人

490g

△
80.9％

日ごろから省資源や省エネな
ど環境に配慮した生活をして

83.3％

68.8％

898 社

市内の法人数

実績値
（平成２６年） （平成２７年）

78.1％

79.9％

85％

×

いる人の割合 ※
環境美化推進員の人数

（８）

暮らしやすい環境が形成され

ハーモニーを
奏でる快適な
都市空間をつくります

ていると感じている人の割合

2,900 人

4,263 人

5,634 人

63.7％

62.7％

66.5％

◎

3,500 人
72％

×

※
24.1％

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

※

27.0％

27.4％

32％

△

目標

目標の達成度を計る指標

（９）

自分自身が災害（地震や風水害な

安全・安心が実感できる
地域づくりを進めます

ど）への備えができていると思う
人の割合

計画策定時の値
（平成２５年）

実績値
（平成２６年） （平成２７年）
37.6％

39.0％

32.5％

人口 1,000 人あたり交通事故発

12.９件

8.5 件

7.5 件

4.3 件

4.1 件

5.0 件

一人ひとりを認め合い、その 活動に参加したことがある人の
人らしく暮らせるまちづくり 割合 ※
を進めます

地域包括支援センターを知って

17.7％

5,654 人

一人ひとりの元気と健康づく ている人の割合 ※
りを応援します

かかりつけ医を持っている人の

★注意

34.8％

73.5％

5,600 人

◎
56.0％

55.9％

35.4％

40.6％

73.5％

76.1％

いる人の割合 ※
日常的に運動やスポーツを行っ

25％

×
4,931 人

59.9％

12.0 件以下
4.0 件以下

15.2％

2,843 人

認知症サポーターの人数

◎
○

15.5％

地域福祉に関するボランティア

割合

45％

○

生件数

（１１）

目標値
（平 成 ２ ９ 年）

※

人口 1,000 人あたり犯罪発生件数

（１０）

動向

×
○

70％

43％

80％

△

※

①あなたは、授業中に手をあげて、発言していますか
②あなたは、授業中に先生や友達の話を聞いていますか

の３つの設問において、そう思う（している）＋どちらかといえばそ

③あなたは、家で宿題以外の勉強をしていますか

う思う（している）の平均値です。

【指標の動向】
進捗の目安として、目標値（平成 27 年）を
「計画策定時の値（平成 25 年）＋（目標値（平成 29 年）－計画策定時の値（平成 25 年））×2/4」で算出し、
下記の４段階で表記しています。
◎＝実績値（平成 27 年）が目標値（平成 29 年）に達している。

＜5 指標／26 指標＞（19.2%）

○＝実績値（平成 27 年）が目標値（平成 27 年）と同じ、もしくは達している。

＜8 指標／26 指標＞（30.8%）

△＝実績値（平成 27 年）が目標値（平成 27 年）に達していない。

＜5 指標／26 指標＞（19.2%）

×＝実績値（平成 27 年）が計画策定時の値を下回っている。

＜8 指標／26 指標＞（30.8%）

【参考】
設問

H23

H24

H25

H26

H27

高浜市のまちづくりのキャッチフレーズ「思いやり

22.4％

33.6％

39.9％

41.4％

43.4％

支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」を知
っていますか。

３
施策評価
シート

【施策評価シートの見方】
目標（１）

まちへの想いを育み、
未来を切り開くチカラを高めます
▲しあわせづくりフォーラム

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

総合計画から転載しています。

「いつまでも住み続けたい！」と思える高浜市を創っていくために、まちの目指す
姿を共有し、市民・地域・行政がそれぞれの力を高め、みんなで連携・協力して、
未来を切り開くチカラへとつなげていきます。
 まちへの愛着や誇りが高まり、まちのことを「自分のこと」として考えていま
す。
 まちづくりの課題や目標が共有され、一人ひとりが自分にできる行動を起こし、
まちづくりの輪が広がっています。
 高浜市で暮らす日常の「心地よさ」を実感する人が増え、まちに笑顔があふれています。
 職員は、市民や地域の想いに寄り添いながら、職員力を磨き、課題の解決に向け
て積極的に行動しています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！
何を・どのように・どうした
（１）
①ホームページのトップページリニューアルを行った。
市民と行政がお互いにコ
広報 1/1 号
ミュニケーションをとり、 ②市政情報を手軽に入手することができるように、
より「ｉ広報紙」の配信を開始した。
市政運営やまちづくりに
関する情報発信・情報交換 ③市政に対する関心・理解を広める広聴活動として「まちづく
りトーク＆トーク」を実施し、広報にその模様を掲載した。
を活発に行います。
（２）
①まち協サミットにおいて、交付金制度の見直しを協議した。
市民・地域・行政がそれぞ
れの得意分野を活かし、と ②まちづくり協議会特派員が中心となり、地域計画の見直しを
支援した。
もにまちづくりに取り組
【行政の記載内容】
んでいくための環境づく ③自治基本条例検証委員会を開催し、検証報告書を完成させ、
 中期基本計画で掲げた目標の達成に向けて、平成
市長へ提出した。
りを進めます。
（３）
27 年度にどんなことに力を入れて取り組んでき
①しあわせづくりフォーラムを開催した。
“大家族”のみんなが幸せ
たか、主な内容を記載しています。
な生活を送ることができ ②しあわせづくり計画（本編及び別冊）を策定した。
事業の実施にあたり、まちづくりの基本原則であ
るよう、高浜市で暮らす日
る「参画・協働・情報共有」において、工夫・配
常の「心地よさ」を高める ③高浜市人口ビジョン及び高浜版総合戦略を策定した。
慮した点について記載しています。
取組みを進めます。

①若手職員成長支援研修（やってみよＭｙプロジェクト）の開

【推進会議の着眼点】
（４）
催
現場を第一に考え、問題意平成 27 年度に実施した取組内容は、目標達成のため
②第３期たかはま地域経営実践塾（塾長：大杉覚氏）の開講
識を持って課題に積極的の手段として適切だったか。
に取り組むため、職員力を
高めます。
③全庁的な２Ｓ活動・標準化活動の実施

いつ
H27.10
H28.1
H27.12
H28.3

H27.6～
H28.3
H27.6～
H28.3
H27.5～10
H28.3
H28.3
H28.3
H27.4～
H28.3
H27.5～
H28.3
H27.6～
H28.3

☆フェイスブックで双方向型の情報共有を進めている。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆交付金のあり方検討においては、各まち協の想い・悩み等を聞き取りながら、丁寧な意
見交換を心がけた。
☆しあわせづくり計画ワークショップのメンバー募集については、市内の商店や企業、高
校、他の事業で絡みがある大学生へのアプローチなど、新たな層の人材発掘に努めた。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】まちを愛する想いが育まれ、市民みんなが連携・協力して、まちづくりを行っているまちだと思う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28）
66.4％

64.1％

実績値（H29）

動向

○

64.4％

目標の達成度合いをはかる
「市民意識調査」と
「みんなで目指すまちづくり指標」の
２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
数値の推移を示しています
１）いつまでも高浜市に住み続け
たいと思っている人の割合

２）地域活動に参加したことが
ある人の割合

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

100.0%
80.0%
59.2%
60.0%
H29 目標値
58.5%
56.0%
65％
40.0%
20.0%
0.0%
H25 H26 H27 H28 H29

83.3%
79.4%

82.2%

H29 目標値

85％

H25H26H27H28H29

３）地域活動に参加したことが
ある職員の割合
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

78.0%
H29 目標値

63.1% 62.3%

80％

H25H26H27H28H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・指標１）２）は策定時と比べてそれぞれ 2.8%、3.2％の増と伸びているが、前年と比較すると指標１）は
【行政の記載内容】
1.1％の減、指標２）は 0.7％の微増と、伸びが鈍化している。いつまでも高浜市に住み続けたいという気
「市民意識調査結果」や「指標の推移」を踏まえ、指標（目標）が達成で
持ちは、まちへの愛着・誇りの高まりとともに自然と醸成されていくものと思われるが、
「高浜市に愛着や
誇りを持っている人」の割合は、策定時と比べて
2.1％減少しており、まちへの愛着・誇りを高めるため
きた要因・達成できなかった要因の分析、
「市民意識調査結果」や「指標の
の取組みが必要である。

推移」から見えてきた課題を記載しています。
※指標の目標値を見直す場合は、見直しにあたっての考え方と新たな目標
・指標１）２）の概要を市民意識調査報告書から見ると、10～30
歳代の若い世代の割合が全体に比べて大
値を記載しています。 歳代で「地域活動に参加したことがある」と回答した割合は、前年
きく低下している。しかし、10～40
に比べて増加しているため、今後も若い世代をターゲットに、高浜市の良さや地域活動の意義・効果等の
【推進会議の着眼点】
発信など、まちへの興味・関心・好奇心を高める取組み、地域活動への一歩を踏み出せるようなきっかけ
を幅広く創出していくことが大切である。将来を見据え、粘り強く地道に取り組んでいく必要がある。
①「Ⅱ．目標達成のための主な取組み」の成果との関連を踏まえた分析が

行われているか。

・指標３）は、前年と比べて 15.7％の増と大幅に上昇した。これは、地域活動に参加しているにもかかわら
②指標等の結果から見えてきた課題が、適切に分析されているか。
ず、地域活動に参加していないとしていた職員を精査したことによるものである。今後は、目標値の達成
に向け、職員の地域活動参加を促進するために作成した「職員の地域との関わり方にまつわるＱ＆Ａ」な
③課題解決に向けた考え方・方向性が示されているか。
どを活用し、地域活動への積極的な参加を働きかけていく必要がある。
④「みんなで目指すまちづくり指標」や目標値の見直しは必要ないか。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）まちづくりの裾野を広げる取組み
・市民意識調査の設問である「まちを愛す
る想いが育まれ、市民みんなが連携・協
力して、まちづくりを行っているまちだ
と思う」人の割合が策定時に比べ低下し
ている。まちづくりに参加するためのき
っかけづくりを進めるとともに、市民活
動情報や活動効果の発信強化が必要で
ある。

課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
・広報やフェイスブック等を活用しながら、まち
の良さ、まちづくり協議会や町内会活動など現
在行われている地域活動の内容や活動に対する
想い、成果などの見える化をさらに強化するこ
とで、まちづくりを身近なものと感じ、まちの
ことを「自分のこと」として考え、まちづくり
に参加する人を増やしていく。

いつまでに

・
「まちづくり出前授業」のさらなる発展を図り、
子どものうちから“まちのことが好き”と言え
・指標１）２）の結果を見ると、特に 20・
る人、まちづくりの一歩を踏み出す人を増やし
30 歳代の割合が全体と比較し大きく
ていく。また、保護者にも参加を呼びかけ、ま
低下している。若いうちからまちに対し
ちづくりの大切さを訴えていく。
て愛着や誇りを持ち、自分のまちを“こ
うしたい”
“よくしていきたい”と考え
る人を増やすための取組みが必要であ ・平成 27 年度に策定した「しあわせづくり計画」
について、市民、特に若い世代の市民とともに
る。
“実践”していける仕組みを構築していく。
【行政の記載内容】

H29.3

H29.2

H29.3

 平成 27 年度の取組みや市民意識調査結果・指標の状況から見えてきた
・市民意識調査の結果を見ると、50・60
・シニア世代が地域デビューしやすいきっかけに
歳代の「市民みんなが連携・協力して、
課題、新たに発生している課題を３つ挙げています。
まちづくりを行っているまちだと思う」
なるような方法（例：研修会、講座、フォーラ
 どのように、また、いつまでに課題解決に取り組んでいこうと考えて
人の割合が低くなっており、シニア世代
ムなど）を検討・実施する。
H29.3
いるのか、新たな取組み（案）や見直し・改善（案）を記載していま
へのアプローチが必要である。
す。
 事業の実施にあたり、まちづくりの基本原則である「参画・協働・情
（２）交付金制度の見直しによる「地域
・
「おさいふ会議」の開催を通して、交付金を使っ
報共有」において、今後工夫・配慮していく点について記載していま
の総合力」基盤のさらなる強化
て各小学校区がどのように課題解決に取り組む
す。

・
（仮称）一括交付金制度の導入に向け、
のか、事業の必要性（目的、解決すべき課題）
提案とりまとめのプロセスや、
「おさい
や効果等について説明責任を果たし、活動等の
【推進会議の着眼点】
ふ会議」などを通して、課題を踏まえた
透明性を高めていく。
H29.2
①「課題」は、
「市民意識調査」や「みんなで目指すまちづくり指標」の分
事業立案、
交付金の使い方について説明
析を踏まえたものとなっているか。
責任を果たし、
透明性を高めることによ
り、多くの市民に参加・協力が得られる
②「課題解決に向けた新たな取組み（案）や見直し・改善（案）」は、課題
事業としていく必要がある。
を的確に踏まえたものとなっており、具体的な事業を想定して記述され

ているか。

（３）「若手世代」の地域活動に参加す ・
「若手世代」の地域活動に参加するきっかけづく
③特に、指標等が低下したものについては、新たな取組み（案）や見直し・
るきっかけづくり
りを創出していくため、第３期たかはま地域経
・地域の若者、
これは職員も含め地域活動
改善（案）がしっかりと練られているか。
営実践塾での取組みを踏まえた「若手職員成長
H28.4
への参加が少ないように思える。
いかに
支援研修」を進めていく。
④記載内容の他に、目標の達成に向けて改善すべき課題や今後の取組みに
“きっかけ”を提供できるかが問題とな
つながるアイデアはないか。
る。
・若手職員による「職員による職員のための研修」
を計画。職員が自ら研修を企画し、運営するた
めに、年間を通して地域について学び、自分事
H29.3
として考えることで、地域活動参加の“大切さ”
や“楽しみ”を次の世代に伝承する仕組みとし
ていく。
☆文字サイズ、色など広報誌面デザインにも市民意見の反映を行う。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆一括交付金制度の説明会開催にあたっては、市民に制度の趣旨・目的・内容を十分理解
していただけるよう、聞き手の立場に立ったわかりやすい説明を心掛ける。
☆若手職員成長支援研修では入庁後から地域に目を向けた研修を行っていく。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

推進会議委員からのコメントをまとめています。

平成 27 年度に実施した取組内容は、目標達成のための手段として適切だったか。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

①要因分析や課題把握は的確か。
②「みんなで目指すまちづくり指標」や目標値の見直しは必要ないか。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

①課題が的確に把握されているか。
（市民意識調査や指標結果に対する要因分析内容が踏まえられているか）
②課題解決に向けた新たな取組み（案）や見直し・改善（案）は、課題を的確に踏まえ
たものとなっており、目標達成に資する内容となっているか。
③行政が記載した内容の他に、目標の達成に向けて改善すべき課題や今後の取組みにつな
がるアイデアはないか。

その他、目標の達成に向けて

目標の達成に向けた自由意見
（例：感想、行政に対する今後の期待、市民・地域でできること

など）

目標（１）

まちへの想いを育み、
未来を切り開くチカラを高めます
▲しあわせづくりフォーラム

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

「いつまでも住み続けたい！」と思える高浜市を創っていくために、まちの目指す
姿を共有し、市民・地域・行政がそれぞれの力を高め、みんなで連携・協力して、
未来を切り開くチカラへとつなげていきます。
 まちへの愛着や誇りが高まり、まちのことを「自分のこと」として考えています。
 まちづくりの課題や目標が共有され、一人ひとりが自分にできる行動を起こし、
まちづくりの輪が広がっています。
 高浜市で暮らす日常の「心地よさ」を実感する人が増え、まちに笑顔があふれて
います。
 職員は、市民や地域の想いに寄り添いながら、職員力を磨き、課題の解決に向け
て積極的に行動しています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！
（１）
市民と行政がお互いにコ
ミュニケーションをとり、
市政運営やまちづくりに
関する情報発信・情報交換
を活発に行います。
（２）
市民・地域・行政がそれぞ
れの得意分野を活かし、と
もにまちづくりに取り組
んでいくための環境づく
りを進めます。
（３）
“大家族”のみんなが幸せ
な生活を送ることができ
るよう、高浜市で暮らす日
常の「心地よさ」を高める
取組みを進めます。
（４）
現場を第一に考え、問題意
識を持って課題に積極的
に取り組むため、職員力を
高めます。

何を・どのように・どうした

①ホームページのトップページリニューアルを行った。

いつ

H27.10

②市政情報を手軽に入手することができるように、広報 1/1 号
より「ｉ広報紙」の配信を開始した。

H28.1

③市政に対する関心・理解を広める広聴活動として「まちづく
りトーク＆トーク」を実施し、広報にその模様を掲載した。

H27.12
H28.3

①まち協サミットにおいて、交付金制度の見直しを協議した。
②まちづくり協議会特派員が中心となり、地域計画の見直しを
支援した。
③自治基本条例検証委員会を開催し、検証報告書を完成させ、
市長へ提出した。

H27.6～
H28.3
H27.6～
H28.3
H27.5～10

①しあわせづくりフォーラムを開催した。

H28.3

②しあわせづくり計画（本編及び別冊）を策定した。

H28.3

③高浜市人口ビジョン及び高浜版総合戦略を策定した。

H28.3

①若手職員成長支援研修（やってみよＭｙプロジェクト）を開 H27.4～
催した。
H28.3
②第３期たかはま地域経営実践塾（塾長：大杉覚氏）を開講し H27.5～
た。
H28.3
H27.6～
③全庁的な２Ｓ活動・標準化活動を実施した。
H28.3

☆フェイスブックで双方向型の情報共有を進めている。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆交付金のあり方検討においては、各まち協の想い・悩み等を聞き取りながら、丁寧
な意見交換を心がけた。
☆しあわせづくり計画ワークショップのメンバー募集については、市内の商店や企業、高
校、他の事業で絡みがある大学生へのアプローチなど、新たな層の人材発掘に努めた。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】まちを愛する想いが育まれ、市民みんなが連携・協力して、まちづくりを行っているまちだと思う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28）
66.4％

64.1％

実績値（H29）

動向

○

64.4％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）いつまでも高浜市に住み続け
たいと思っている人の割合

２）地域活動に参加したことが
ある人の割合

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

100.0%
80.0%
59.2%
60.0%
H29 目標値
58.5%
56.0%
65％
40.0%
20.0%
0.0%
H25 H26 H27 H28 H29

83.3%
79.4%

82.2%

H29 目標値

85％

H25H26H27H28H29

３）地域活動に参加したことが
ある職員の割合
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

78.0%
H29 目標値

63.1% 62.3%

80％

H25H26H27H28H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・指標１）２）は策定時と比べてそれぞれ 2.8 ポイント、3.2 ポイントの増と伸びているが、前年と比較す
ると指標１）は 1.1 ポイントの減、指標２）は 0.7 ポイントの微増と、伸びが鈍化している。いつまでも
高浜市に住み続けたいという気持ちは、まちへの愛着・誇りの高まりとともに自然と醸成されていくもの
と思われるが、
「高浜市に愛着や誇りを持っている人」の割合は、策定時と比べて 2.1 ポイント減少して
おり、まちへの愛着・誇りを高めるための取組みが必要である。
・指標１）２）の概要を市民意識調査報告書から見ると、10～30 歳代の若い世代の割合が全体に比べて大
きく低下している。しかし、10～40 歳代で「地域活動に参加したことがある」と回答した割合は、前年
に比べて増加しているため、今後も若い世代をターゲットに、高浜市の良さや地域活動の意義・効果等の
発信など、まちへの興味・関心・好奇心を高める取組み、地域活動への一歩を踏み出せるようなきっかけ
を幅広く創出していくことが大切である。将来を見据え、粘り強く地道に取り組んでいく必要がある。
・指標３）は、前年と比べて 15.7 ポイントの増と大幅に上昇した。これは、地域活動に参加しているにも
かかわらず、地域活動に参加していないとしていた職員を精査したことによるものである。今後は、目標
値の達成に向け、職員の地域活動参加を促進するために作成した「職員の地域との関わり方にまつわるＱ
＆Ａ」などを活用し、地域活動への積極的な参加を働きかけていく必要がある。
・市民意識調査の結果は、策定時と比べて 2.0 ポイントの減、前年と比べて 0.3 ポイントの微増となってい
る。これまでまちづくりの裾野を広げる取組みを進めてきた結果、地域活動への参加は活発になっている
が、住民同士・団体同士の連携・協力にはまだつながっていないと考えられる。男女別の割合に焦点を当
てると、前年比で男性が 6.1 ポイントの増、反対に、男性に比べ趣味・ボランティアサークルなどグルー
プ等に属して活動するケースが多い女性の割合が、4.0 ポイントの減とバラツキが見られた。また、年代
別で見ると 50・60 歳代の割合が全体と比べ低くなっており、定年後にまちづくりの担い手として活動し
ていただけるよう、地域デビューのきっかけづくり・後押しできる仕組みづくりが必要である。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
（１）まちづくりの裾野を広げる取組み
・広報やフェイスブック等を活用しながら、まち
・市民意識調査の設問である「まちを愛す
の良さ、まちづくり協議会や町内会活動など現
る想いが育まれ、市民みんなが連携・協
在行われている地域活動の内容や活動に対する
力して、まちづくりを行っているまちだ
想い、成果などの見える化をさらに強化するこ
と思う」人の割合が策定時に比べ低下し
とで、まちづくりを身近なものと感じ、まちの
ている。まちづくりに参加するためのき
ことを「自分のこと」として考え、まちづくり
っかけづくりを進めるとともに、市民活
に参加する人を増やしていく。
動情報や活動効果の発信強化が必要で ・また、まち協や町内会等にも積極的に自らの活
ある。
動を情報発信するよう、働きかけを行っていく。
・
「まちづくり出前授業」のさらなる発展を図り、
・指標１）２）の結果を見ると、特に 20・
子どものうちから“まちのことが好き”と言え
30 歳代の割合が全体と比較し大きく低
る人、まちづくりの一歩を踏み出す人を増やし
下している。若いうちからまちに対して
ていく。また、保護者にも参加を呼びかけ、ま
愛着や誇りを持ち、自分のまちを“こう
ちづくりの大切さを訴えていく。
したい”
“よくしていきたい”と考える
人を増やすための取組みが必要である。 ・平成 27 年度に策定した「しあわせづくり計画」
課題

いつまでに

について、市民、特に若い世代の市民とともに
・市民意識調査の結果を見ると、50・60
“実践”していける仕組みを構築していく。
歳代の「市民みんなが連携・協力して、
まちづくりを行っているまちだと思う」
人の割合が低くなっており、シニア世代 ・シニア世代が地域デビューしやすいきっかけに
なるような方法（例：研修会、講座、フォーラ
へのアプローチが必要である。
ムなど）を検討・実施する。
・市民がまちづくりに参加しやすい環境を ・平成 27 年度に策定した「参画・協働・情報共
整えるため、職員がまず「参画・協働・
有のガイドライン」に沿った行動を行うよう、
情報共有」の意識を常に持つことが大切
新人職員研修の一環として伝えていく。
である。
（２）交付金制度の見直しによる「地域 ・
「おさいふ会議」の開催を通して、交付金を使っ
の総合力」基盤のさらなる強化
て各小学校区がどのように課題解決に取り組む
・
（仮称）一括交付金制度の導入に向け、
のか、事業の必要性（目的、解決すべき課題）
提案とりまとめのプロセスや、
「おさい
や効果等について説明責任を果たし、活動等の
ふ会議」などを通して、課題を踏まえた
透明性を高めていく。
事業立案、交付金の使い方について説明
責任を果たし、透明性を高めることによ
り、多くの市民に参加・協力が得られる
事業としていく必要がある。
（３）「若手世代」の地域活動に参加す ・
「若手世代」の地域活動に参加するきっかけづく
るきっかけづくり
りを創出していくため、第３期たかはま地域経
・地域の若者、これは職員も含め地域活動
営実践塾での取組みを踏まえた「若手職員成長
への参加が少ないように思える。いかに
支援研修」を進めていく。
“きっかけ”を提供できるかが問題とな
・若手・中堅職員による「職員による職員のため
る。
の研修」を計画。職員が自ら研修を企画し、運
営するために、年間を通して地域について学び、
自分事として考えることで、地域活動参加の“大
切さ”や“楽しみ”を次の世代に伝承する仕組
みとしていく。

H29.3

H29.2

H29.3

H29.3

H28.4

H29.2

H28.4

H29.3

☆文字サイズ、色など広報誌面デザインにも市民意見の反映を行う。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆一括交付金制度の説明会開催にあたっては、市民に制度の趣旨・目的・内容を十分理解
していただけるよう、聞き手の立場に立ったわかりやすい説明を心掛ける。
☆若手職員成長支援研修では入庁後から地域に目を向けた研修を行っていく。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・町内会やまち協が行ういろいろな活動の周知を、ブログやホームページなどを活用して積極的に行
うよう、行政から働きかけを行ってほしい。

その他、目標の達成に向けて

・若手職員（新規採用職員～入庁５年目の職員）だけでなく、もう少し上の年代の職員の成長支援を
お願いしたい。
・まちへの愛着・誇りを高めていくためのイベントを企画するには、ある程度融通を利かせる交付金
の枠も必要ではないか。

目標（２）

将来を見据えた計画的・効果的な
財政運営を行います
▲公共施設のあり方を考える市民説明会

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方
目標が
達成された姿

歳入の大幅な増加が見込めない中、行政サービスを着実に実施していくため、中長
期的な視点に立ち、公共施設のあり方など将来にわたる課題に、計画的に取り組む
とともに、より効果的な財政運営を行っていきます。


市税などの自主財源が安定的に確保され、計画的な財政運営が行われています。



将来的な公共施設のあり方について、市民の関心が高まっています。

 市の財政状況に対する市民の理解が深まっています。
 市民ニーズをふまえ、効率的かつ効果的に行政サービスが提供されています

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

何を・どのように・どうした

（１）
市税収入など、自主財源の
確保に努めます。

①愛知県西三河地方税滞納整理機構・愛知県名古屋東部県
税事務所と連携し滞納整理を実施
②使用料・手数料見直し（案）に係る基本方針（案）及び
試算額をとりまとめた。

（２）
限られた財源を重点的、効果
的に配分するとともに、継続
して行政サービスが提供で
きるよう、既存サービスの見
直しに取り組みます。
（３）
将来の公共施設のあり方に
ついて、市民とともに問題
意識を共有しながら、具体
的な検討を進めます。

いつ

H27.4～
H27.8･10

①行政サービスあり方検討部会を設置し、事業費見直し計
画（案）の検討及び作成に着手

H27.5

②「事業費見直し計画」を含む「長期財政計画」の公表

H28.3

①市役所本庁舎建設に着手した。

H27.11

②高浜小学校等整備事業に係る基本計画・実施方針(案)募
集要項(案)等公表
③インフラ資産検討部会を設置し、インフラ長寿命化方針
を取りまとめ、公共施設総合管理計画を策定した。
①「平成 27 年度当初予算の概要」
・
「平成 26 年度決算の
概要」冊子の発行

Ｈ28.2･3
Ｈ28.3

（４）
H27.4･11
市民の知りたい、市民に知
ってもらいたい財政情報を
H28.3
②長期財政計画（事業費見直し計画を含む。
）の公表
積極的に提供します。
（５）
①刈谷ハイウェイオアシスで、交流イベント「きぬうら☆
市民ニーズを反映した行政
H27.10
うらら音楽祭」を開催した。
サービスを展開し、行政サ
ービスの向上につながるも
のについては、国・県・近 ② (仮称)第２次衣浦定住自立圏共生ビジョン策定にあた
H27.10～
隣市などをはじめとした関
り、現行ビジョンに掲げる各事業の評価・課題の洗い出
H28.3
係機関との広域的な連携を
しを行った。
行います。
☆公共施設のあり方について市民と情報共有するための説明会を開催し、意見を聴取
した。
参画・協働・
情報共有の工夫 ☆教職員、関係団体等の市民の意見を踏まえ、高浜小学校整備事業に係る基本計画を
まとめた。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】将来を見据え、計画的で効果的な財政運営が行われているまちだと思う
現状値（H25）

実績値（H26）

実績値（H27）

44.5％

45.7％

39.9％

実績値（H28） 実績値（H29）

動向

×

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）自主財源の額

２）市の財政状況に関心を持っている人の割合

（105.7 億円）

H29 目標値
H29 目標値

80％

105 億円

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・市民意識調査及び指標２の結果から、
「市の財政状況に関心を持っている人の割合」は、微増したもの
の、
「将来を見据え、計画的で効果的な財政運営が行われているまちと思う人の割合」は、全体で 5.8
ポイント減、年代別では、50 歳代と 60 歳代でそれぞれ 10 ポイント減少している。居住地区別では、
高取小学校区で 6.5 ポイント上昇、翼と吉浜小学校区で、それぞれ 10 ポイント強減少している。主
な要因は、市民の自由意見欄に多くの意見が寄せられた、中央公民館をはじめとする公共施設の複合
化・集約化が具体化し、さまざまな意見が市民の間にあることが影響していると考えられる。今後は将
来のために、公共施設総合管理計画を推進していること、および、長期財政計画を策定し、将来も見据
えた持続可能な自治体を目指していることへの理解に努めたい。
・指標１の「自主財源の額」は、1.4 億円減少した。主な理由は、個人市民税は約１億円増加したものの、
前年度にあった少年野球専用グラウンド用地の売却収入が 1.2 億円減少したこと、および法人市民税
法人税割の一部国有化により、法人市民税が減少したことによる。今後も自主財源の確保に向け、使用
料・手数料の改訂や市税等の徴収率向上に向けた取組み、および新たな工業用地の創出に向けた取組み
を進めたい。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題

課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）

（１）高浜市の次世代に向けた取組みの ・今後、学校施設を地域コミュニティの拠点と
推進
なるよう、高浜小学校等整備事業について、
・公共施設のあり方を着実に進めていく
学校機能を保持しながら、他の施設の機能を
ため、モデルケースである高浜小学校
複合化することのモデル事業となるよう、情
等整備事業について、今後の他の小学
報提供を行うことにより、取組みの見える化
校の複合化を踏まえ、取組みの見える
を図っていく。
化を図る必要がある。

（２）事業の不断の見直し
・自主財源の確保に向けては、使用料・手数料
・持続可能な財政基盤を構築するために
の見直しや工業用地の創出を進め、事業費の
は、歳入・歳出の両面から事業を見直
削減では、昨年度の見直し５事業を着実に実
していくことが必要である。
施する。

・事業の見直しには、関係者との調整など時間
を要するものも多いことから、来年度の予算
編成だけを考えるのではなく、事業費の削減
や自主財源の確保など中長期的な視点で、取
り組みを進める。
・各部門が抱える諸課題への対応や既存事業の
見直しに向け、サマーレビューを実施し、効
率的、効果的、計画的な事業推進を図る。
（３）徴収力の強化
・機構経験職員による折衝を軸に、全職員が折
・徴収力の強化のために、日々の交渉・
衝力を向上させ、日々の交渉業務を適切に行
折衝業務における十分な折衝が必要
うこととする。
である。
・滞納について意識が薄い滞納者も多々 ・電話や文書による催告を全滞納者に向けて随
存在するため、粘り強く催告及び折衝
時発することができるようにする。
等による説得を行う。
・自主納付の意欲の低い滞納者に対して
は適時適切に差押を行うことが必要 ・必要なときに差押を行うことができるよう、
である。
全徴税吏員の機動力を向上し、自主納付の意
欲の低い滞納者に対しては財産調査をまんべ
んなく行うこととする。

参画・協働・
情報共有の工夫

いつまでに

H29.3

H29.3

H29.3

H28.8

H29.3

H29.3

H29.3

☆個々の施設の使用料、手数料の改定については、チラシ、ホームページ等の広報
媒体を活用して、関係部局等が情報提供を行っていく。
☆施設利用者の意見をいただくための意見交換会を開催する。
☆市役所本庁舎整備における情報カフェの運営について、情報カフェの運営が円滑
にできる仕組みを構築するため、担い手の方々と継続した意見交換を行っていく。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・市内にある公共施設の維持管理や建て替えるのにどれだけのコストがかかるかなどを、図表化・可
視化することで市民の理解につながると思われる。
・公共施設に関わることは、できるだけ早く情報を流してほしい。
・公共施設の長年の利用者には、既得権と感じている方も多い。そういった市民感情を汲み取りなが
ら、これから進めることについてはより慎重な対応が必要となってくる。

その他、目標の達成に向けて

・財政の縮小、高齢化の進展などにより、現在の公共施設を維持していく力はいずれ落ちていく。そ
ういった現状を共有することが大切である。
・既存施設の転用（Conversion）を検討してはどうか。実際には空いているのに使っていないという
ケースが大都市ではよくある。その施設をフルに使うというこの思想は、非常に大切であると言わ
れている。また、行政の部局間でお互いに協力・融通し合うこと（Crossover）、１つの施策だけの
ために施設を使うのではなく、複合的な施策効果を目指して使うこと（Complex）
、市民と一緒に考
え、プロセスを共有すること（Co-Production）、これら４つの“Ｃ”で、難局を解決できると思
われる。

目標（３）

人と学びの輪を広げ、
まちのチカラを育みます
▲タカハマ！まるごと宝箱
（聞き書き冊子「おひろめ会」
）

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

地域の中で、「教わりたい人」と「教える人」（知恵・知識・特技などを持った人）
とがつながるなど、人・学びの接点を豊かにし、「まなび」を全世代へ広げ、「人づ
くり」から「まちづくり」へと動きをつなげていきます。
 感動との出会いにより、子どもだけでなく、大人もともに成長し、次の世代へ
夢とロマンを語り継いでいます。
 個人が学んだ成果を、まちづくりに積極的に活かしています。
 「人づくり」から「まちづくり」への動きにつながっていくことで、高浜市に
愛着や誇りを持つ市民が増えています。
 スポーツ・レクリエーションを通じて市民が交流し、市民の連帯感が向上しています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

何を・どのように・どうした

（１）
地域の人たちがさまざま
な先生役となり、地域の
人たち（特に、子ども）
の成長に関わる機会を増
やします。

①テーマごとに、調査した市民の方を交えて「タカハマ！まるご
と宝箱」学び合い・語り合いの会を月１回のペースで開催し、
資料収集や魅力・自慢の発信、それらに関わる人材の掘り起こ
しを行った。
②名古屋市立大学と連携して三州瓦にまつわる聞き取り調査を
行い、聞き書き冊子「たかはまとかわら」を編集・発行、冊子
の「おひろめ会」を開催した。
①中高生スタッフを中心に、市内各所で「タカハマ物語２」の撮
影を行った。特に「鬼コン Vol.5」では、多くの方にエキスト
ラとして映画撮影に参加していただいた。
②鬼みちまつり、大家族たかはま会議、市民駅伝、シティマラソ
ンなどに参加し、
「タカハマ物語２」製作活動を紹介するとと
もにイベントを盛り上げた。
③中高生スタッフや市民スタッフとともに「タカハマ物語２ 心
のツバサ」上映会を開催した。

（２）
地域ぐるみで未来に羽ば
たく人材を育て、まちづ
くりの活力を高めます。

（３）
地域の良さ（歴史、文化、
伝統など）を学び、地域
の魅力の掘り起こし・情
報発信を進めます。
（４）
誰もが楽しめるスポー
ツ・レクリエーションの
機会をつくり、市民交流
の場を充実します。

参画・協働・
情報共有の工夫

いつ

H27.4～
H28.3
H27.6～
H28.3
H27.5～11
H27.10～
H28.1
H28.2

①（１）に同じ
②市誌編さんに向けての準備を行った。（他自治体の事例調査な
ど）

H27.10～
H28.3

①（仮称）高浜緑地の整備に向け、スポーツ団体や渡し場かもめ H27.4～
会等から利用に対する意見を聴き、詳細設計を完成させた。
H28.3
②たかはまスポーツクラブ・体育協会・ボートクラブ・スポーツ
推進委員と協働で事業を推進した。
（ラジオ体操指導者講習会、 H27.４～
漕艇センター利用者講習会、高浜市民レガッタ、愛知駅伝選考
H28.3
会、市民体育大会、高浜市民駅伝、高浜シティマラソン など）
☆「タカハマ！まるごと宝箱」学び合い・語り合いの会では、発表者からの一方的な
発信だけではなく、参加者同士の語り合いができる雰囲気づくりを心がけた。
☆（仮称）高浜緑地整備に係るワークショップを実施し、利用者視点での意見を、町内
会やスポーツ関係団体等の参加者や若者（40 歳まで）から伺った。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】学び（生涯学習やスポーツなど）を通して、人と人とがつながり、まちづくりを担う人が育っているまちだと思 う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
動向
58.9％
58.2％
56.1％
×

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合
80.0%
78.0%
76.0%
74.0%
72.0%
70.0%
68.0%
66.0%

H29 目標値

72.0%

76％

70.2%

H25

H26

69.9%

H27

H28

H29

２）将来の夢を持っている子どもの割合
88.0%
86.0%
84.0%
82.0%
80.0%
78.0%
76.0%
74.0%

H29 目標値

81.1%

85％

78.0%

76.9%

H25

H26

H27

H28

H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・
「市民意識調査」は、全体では 56.1％で、前年度比 2.1 ポイントの減、策定時比 2.8 ポイントの減となっ
ている。「市民意識調査報告書」によると、男性（51.8％）に比べて女性（58.2％）の方が意識が高い結
果となっている。また年代別で見ると、全体と比べて 40 代（66.1%）と 70 代以上（65.8％）では約
10 ポイント高くなっている一方、50 代（44.9％）では約 10 ポイント低くなっている。
・指標１）
「高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合」は、全体では 69.9%で、前年度比 0.3 ポイントの減、
策定時比 2.1 ポイントの減となっている。
「報告書」によると、70 代以上（84.9％）では全体と比べて 15
ポイント高くなっている一方、30 代（54.8％）では全体と比べて約 15 ポイント低くなっている。例年
30～40 代は全体より低い傾向にあり、仕事が多忙でまちのことを省みる余裕がない、居住年数の長短の影
響などがあると思われる。しかし、高取小学校区でおやじの会設立の機運が高まっているなど、子どもの成
長応援に関わる若い世代の新たな動きも見られている。人とのつながりや、学習・スポーツ等の活動を通し
て高浜市の良さを発見できるよう、また、様々な角度から高浜市の良さが伝わるような工夫が大切である。
・「市民意識調査」及び指標１）の実績値低下の要因の一つとして、生涯学習施設を中心に、公共施設の複合
化・集約化の動きが具体的になっており、学習・文化・スポーツ活動に力を入れていないという誤解を与
えていることが考えられる。将来を見据えて取り組んでいることを丁寧に伝え、施設利用者等の想いに寄
り添いながら複合化・集約化の検討を進めていくことが重要である。
・指標２）
「将来の夢を持っている子どもの割合」は、全体では 76.9％で、前年度比 1.1 ポイントの減、策定
時比 4.2 ポイントの減となっている。
「報告書」によると、男子（74.4％）の方が女子（79.8％）に比べ
て数値が低い傾向にある。また、学年が上がるにつれて数値が減少しており、特に中１から中２に進級後
の減少幅が 19 ポイントと大きくなっている（昨年の中１：76.7％→今年の中２：57.7％）
。１年間の中
学生活を経て自分の適性や社会の現実を知るようになり、これまで抱いていた夢との不一致を感じる子ど
もが増えていることが考えられる。将来の夢を持つことは、目標に向かって自ら学び、努力・挑戦してい
くという意欲を高め、成長に資するものである。生涯学習分野だけでなく、学校教育分野とも関連してく
るが、各種学習・文化・スポーツ活動などを通して、まなびのエネルギーとなる好奇心や感動、楽しい成
功体験が得られるようにしていくことが大切である。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】

課題解決に向けた新たな取組み（案）
いつまでに
見直し・改善（案）
（１）まちのチカラの源となる「まちへ ・約 40 年ぶりとなる「市誌編さん」に着手す
編さん委員
の愛着・誇り」を高める
る。前回の編さん以降空白となっている、市
会の立ち上
制施行後約 50 年間のあゆみを中心にまと
げ
・高浜市には歴史・伝統・文化・産業・
め、
「聞き書き」の手法などにより、市民の記
H28.10
自然など、先人たちが長い年月をかけ
憶を記録にする作業を進める。また、学校や
～
て培い、継承してきた個性豊かな魅
地域での活用を意識した、親しみやすい内容
H32 完成予定
力・自慢がたくさんあるが、知ってい
としていく。
るようで、意外と知られていない、あ ・編さんの過程では、浅い関わりから深い関わ
H28.8～
るいは眠っている地域資源もたくさ
りまでまちへの想いを高めていくための多様
んある。
な市民参加の手法を取り入れる。
（例）
「聞き書き」への参加（聞き手・書き手）
・市民が様々な魅力・自慢を知り、その
資料の掘り起こし、調査、原稿執筆
過程で様々な人が関わり合うことで、
100 年先に伝えたい「たかはまのたか
「もっと知りたい」といった好奇心
らもの」募集とかわら美術館での展示
や、
「住んでいるまちをより良いもの
紹介
通年
にしたい」といったまちづくりの原動 ・編さんの経過や成果、まちの魅力・自慢に関
力が生まれてくる。先人たちのあゆみ
する情報を、広報やフェイスブック、美術館
やまちへの想いを知り、それらを活か
の展示など様々な手法を用いて積極的に発信
していくとともに、市の財産として将
する。
来へと伝えていくことが大切である。 ・
「タカハマ！まるごと宝箱」を今後も月１回の
ペースで開催し、幅広い世代の市民の「知り
たい」
「伝えたい」の想いを活かしながら様々 H28.4～
なテーマを取り上げ、学び合い・語り合いを
H29.3
行う。語り合いの記録は読みやすい形にまと
め、発信していく。
（２）
（仮称）高浜緑地（特にグラウンド） ・
（仮称）高浜緑地は、県の予算に進捗が委ねられ
の早期供用開始
ている。緑地全体の早期供用開始が望ましい H28.4～
が、愛知県衣浦港務所との協議を通して、グ
H29.3
・狭隘な市域で、野球やサッカーなど競
ラウンド部分の早期完成をお願いしていく。
技人口に比べてグラウンドが少なく、 ・スポーツ団体や渡し場かもめ会、吉浜まちづ
スポーツの振興に支障をきたしてい
くり協議会、芳川町町内会と、緑地の管理運 H28.4～
る。高浜緑地のグラウンド部分の早期
営に関するワークショップを行い、利用者・
H29.3
供用開始が求められる。
地元の意向を反映させていく。
（３）生涯学習・スポーツ施設のあり ・公共施設の総量圧縮・機能移転は、市の将来
方
を見据えて取り組んでいることを丁寧に伝
通年
え、施設利用者等の想いに寄り添いながら、
・
「公共施設総合管理計画」に基づき、
複合化・集約化の検討を進めていく。
大規模改修の時期等に合わせて総量 ・高浜小学校へ機能を移転する施設のうち、今 中央公民館
圧縮・機能移転を行うなど、将来を見
年 11 月 15 日をもって閉館する中央公民館 H28.4～11
据えた取組みを進め、限られた財源の
については、施設の定期利用者と閉館後の活
中で、いかに効果的な運営を行ってい
動について相談に応じるなど、丁寧に対応し
くかを考えていく必要がある。
ていく。また、大山公民館など他の施設につ 大山公民館 他
いても、無償譲渡や廃止に向けて、館長や利
H28.8～
・施設の再編によって、これまで取り組
用者、施設管理者等と丁寧な協議を重ねてい
んできた活動ができなくなることが
く。
極力ないように、利用者の想いに寄り ・今後は、図書館や勤労青少年ホームの見直し
添いながら、対応していくことが大切
が具体化してくる。市としての生涯学習や公
である。
共施設に対する方針をお示しし、限られた財
源の中で、どのようなまなびの場が市民や地
H28.8～
域にとって大切なのかを意見交換しながら、
施設のあり方をともに考えていく。利用者等
に対して早めに情報を発信していく。
☆市誌編さんの過程では、浅い関わりから深い関わりまでまちへの想いを高めてい
くための多様な市民参加の手法を取り入れる。編さんの経過や成果に関する情報
を、積極的に発信する。
参画・協働・
☆生涯学習施設の見直しにあたっては、市としての方針をお示しし、限られた財源
情報共有の工夫
の中で、どのようなまなびの場が市民や地域にとって大切なのかを意見交換しな
がら、施設のあり方をともに考えていく。利用者等に対して早めに情報を発信し
ていく。
課題

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・公共施設の長年の利用者には、既得権と感じている方も多い。そういった市民感情を汲み取りなが
ら、これから進めることについてはより慎重な対応が必要となってくる。
・今後作成される市誌、加えて現在の市誌を電子化することで、市誌が市民にも親しみやすいものに
なると思う。

その他、目標の達成に向けて

・生涯学習の体系、及び施設は公民館だけではないということを、市民の皆さんに理解していただく
必要がある。
・財政の縮小、高齢化の進展などにより、現在の公共施設を維持していく力はいずれ落ちていく。そ
ういった現状を共有することが大切である。
・既存施設の転用（Conversion）を検討してはどうか。実際には空いているのに使っていないという
ケースが大都市ではよくある。その施設をフルに使うというこの思想は、非常に大切であると言わ
れている。また、行政の部局間でお互いに協力・融通し合うこと（Crossover）、１つの施策だけの
ために施設を使うのではなく、複合的な施策効果を目指して使うこと（Complex）
、市民と一緒に考
え、プロセスを共有すること（Co-Production）、これら４つの“Ｃ”で、難局を解決できると思
われる。

目標（４）

学校・家庭・地域が連携を深め、
12 年間の学びや育ちをつなげます
▲めざす子ども像 カレンダー

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

幼稚園・保育園、小学校、中学校といった異校種間の「タテのつながり」と、園・
学校・家庭・地域といった「ヨコのつながり」を密にし、次世代を担う子どもをみ
んなで力を合わせて育てていきます。
 高浜市内の幼・保、小、中すべての教職員が、それぞれの教育観や指導法の共
通点・相違点を十分理解した魅力ある授業を実施したり、子どもの様子につい
て情報の交換を密にしたりすることで、子どもが元気に園や学校へ通っていま
す。
 子どもが学校や家庭だけでなく、地域の様々な人とかかわりながら学んでいます。
 発達段階に応じた学習習慣や生活習慣を身につけた子どもが増えています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

何を・どのように・どうした

いつ

（１）
H27.5～
幼稚園・保育園、小学校、 ①異校種参観を年長、小１、小６、中１担当教諭で行った。
中学校の垣根を越えて、
H27.6 調査
教職員同士が現場をふ ②中１生徒の学校生活意識調査を行い、異校種間連携推進委
員会にて分析結果を報告した。
H27.8 報告
まえた情報交換を密に
するとともに、子どもた
ちの交流を行うなど、発 ③異校種連携事業・異校種参観の成果と課題をまとめ、周知
H28.1
した。
達段階に応じた教育を
実践します。
（２）
①高浜カリキュラムを充実させるために、推進委員会を３回
Ｈ27.5･8
各園・各学校の特色や高
開催し、目標や入力するモデルプランを話し合った。
浜市のまちの資源（ひ
②高浜カリキュラムの目標や実践後の子どもの姿を、発達段
H27.8
と・もの・こと ＊）を活
階を踏まえて確認した。
かした「高浜カリキュラ
ム（生活・総合的な学習 ③各園・各校における高浜カリキュラムの実践状況を確認し、
Ｈ27.5･8
ワークシートや単元構想図などを所定の場所に整理して保
の時間）」を市内全園・
存した。
全校で実施します。
（３）
①「目指す子ども像」周知のためにカレンダーを配布した。
H27.5
高浜市として育ててい
また、PTA 総会などを活用して、保護者へ説明した。
きたい子どもの姿を策 ②「目指す子ども像」周知のために実践した具体的な取り組
H27.8
定し、地域ぐるみで子ど
みを推進委員会で発表した。
もの成長を見守り、手助
けする教育基盤づくり ③広報に毎月の重点目標を紹介した。
H27.7～
を進めます。
☆参観するポイントや各校に学んだ点を紹介するため「参観シート」の中から、ピッ
クアップして委員会で紹介し、視点の拡大に努めた。
☆各園・各校で実態に合わせてプランを組み立て、地域の方に講師を依頼したり、学
参画・協働・
びの場を提供してもらったりした。また、地域の方と触れ合うなかで、思いを共有
情報共有の工夫
したり、子どもたちの成長を親近感をもって見守ってもらったりした。
☆子どもたちの様子が分かる写真や、子どもの作成したイラストや、行事などが掲載さ
れた楽しくわかりやすいカレンダーを保護者だけでなく、まち協などにも配布した。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】学校・家庭・地域が連携し、子どもの 12 年間（4 歳～15 歳）の学びや育ちを育む体制が整っているまちだと思う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
61.5％

61.5％

動向

◎

62.3％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）学校が好きと感じている子どもの割合

２）学習に積極的に取り組む子どもの割合

H29 目標値
H29 目標値

75％

85％

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・市民意識調査結果は、前年比 0.8 ポイントの微増となった。幼保小中の異校種連携事業を各園・各校
で工夫して行い続けることで、自己有用感を高めることにつながった。
・指標１）
「学校が好きと感じている子どもの割合」は、前年に大幅な伸びとなり目標値を超えたが、
今回は前年結果とほぼ横ばいであった。異校種間連携事業で、子どもたちが今の学校生活にフィット
しているため、学校生活を安心して過ごすことができ、学校が好きだという気持ちにつながったが、
当事業のさらなる充実が求められる。
・指標２）
「学習に積極的に取り組む子どもの割合」についても、前年に大幅な伸びとなり目標値を超
えたが、今回は前年結果とほぼ横ばいであった。高浜カリキュラムの生活科・総合的な学習の時間で
単元を通して、子どもたちが主体的に学びを深め、学習するおもしろさを実感できたと考える。また、
学習を進めるために地域の方の協力を得て、共に授業をつくることができた。今後も、地域の方と連
携を密に、子どもの学びの機会を創出し、学びや育ちを育むための体制構築に努めていきたい。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
（１）異校種間連携事業（子ども中心の ・市内各校が同一歩調で推進していけるように
活動）の整理と充実
するため、各校の進捗状況を管理しながら推
・異校種間連携事業をより充実したもの
進上の問題点を明確にする。
とするため、課題等を明らかにすると
ともに、子どもたちに向けて広く意義 ・異校種連携事業の意義（以下①～④）を、改
の周知を行うことが大切である。
めて周知し、事業の価値を高める工夫や整理
課題

を進める。
① 入学後の見通しをもち、憧れや目標を抱く。
② 自分の成長に気づき、自信をもって目標に挑
戦したり、これまでの支えに感謝したりす
る。
③ 伝えることを考えたり、表現したりする力を
養う。
④ 互いの思いを受けとめ、より良い方向に進む
力を養う。
（２）異校種参観（教師中心の活動） ・参観の意義を周知すると共に、参観の機会を
の充実
増やすよう、参観対象教職員や参観対象授業
・異校種参観の意義が職員全体に十分に
を見直す。
浸透していない。
・異校種参観後のふり返りで書く参観シートに
書かれた異校種の教育観や指導技術を周知す
・異校種参観で得られた課題や効果等を
るなどして活用する。
広く職員に周知することが大切であ
る。

・子どもの見立てや授業づくりの新たな視点を
得るため幼→中、中→幼の参観を積極的に進
める。また、5 歳児、小１、中１だけの参観
にとどめず、参観対象学年を自由に選べるよ
うにする。
・5 歳児、小１、中１の担任だけでなく、参観
対象を過去３年間で行っていない者を原則と
し、偏らないようにする。

（３）高浜カリキュラムの充実
・年長の食育、小２の生活科、小６の防災、中
・総合的な学習の時間、生活科のモデル
３のキャリア教育のモデルプランを加えて、
プランの入力が 28 年度で一区切り
12 年間の学びをつなげる高浜カリキュラム
となり、今後の活用方法を工夫する必
を完成する。
要がある。
・これまで集約したモデルプランや資料につい
て実践を行いながら、修正を加えていく。推
進にあたっては、他部局で把握している地域
の方への声掛けを各校に勧める。
・各教科において、子どもを生き生きと活動さ
せる魅力ある単元構想を集約し、教員の授業
力の向上を図り、子どもの学力定着や生きる
力の育成につなげる。

参画・協働・
情報共有の工
夫

いつまでに

H29.3

H29.3

H28.8

H29.3

H28.8

H28.8

H29.3

H29.3

H29.3

☆異校種間連携における啓発用チラシは、写真を多く掲載し、事業内容を分かりやす
く伝えていく。
☆高浜カリキュラムの推進にあたっては、地域の方に講師になっていただくことで、
相互理解をはかっていく。
☆「目指す子ども像」のカレンダー作成にあたっては、写真を多く掲載し、目指す子
ども像を分かりやすく伝えていく。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

・先生方のご尽力のおかげで、高い数値を維持しており良い傾向にある。異校種事業の効果が出てい
ると実感する。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

－

その他、目標の達成に向けて

・小・中学校でのカリキュラムの中に「コミュニケーション能力の育成」を加えてはどうか。
・学校側で地域と接触しているのは４役が中心。しかし、将来を見据えるとなると、若い先生ももっ
と積極的に地域と関わるように学校として考えてほしい。そういった意識を持つことが肝心。ただ
地域に出るだけではなく、責任を持って地域と接しないと、次につながらない。
・高浜カリキュラム推進にあたり、協力していただける地域の方を発掘する際には、例えば「タカハ
マ！まるごと宝箱事業」で活躍されている方に声を掛けるなど、部局を越えた横のつながりを意識
することが大切である。

目標（５）

地域ぐるみで
子育ち・子育てを支えます
▲園児による野菜の収穫

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

地域社会を構成する地域・事業者・関係機関と連携し、子育ち・子育てを総合的に
支援することにより、
「社会の宝」である子どもが健やかに成長でき、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。


子育てと仕事の両立など、安心して子どもを産み、育てられる環境が整ってい
ます。

目標が



子育てを楽しむ親や地域の大人が増え、親子の対話や世代間交流が活発に行わ



れ、子どもとともに成長しています。
子どもの視点に立った成長支援が地域ぐるみで行われ、子どもがのびのびと活
動し、家庭やまちに笑顔があふれています。

達成された姿

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

（１）
「高浜市子ども・子育て
支援事業計画」を策定
し、多様で柔軟な保育サ
ービスの提供など、子育
てニーズを適切なサー
ビスに結びつける取組
みを進めます。

何を・どのように・どうした

いつ

①吉浜さんさん保育園の３歳児定員を追加した。

H27.4～

②保育園の定員の弾力運用により、受入れ児童数増の対応を行
った。

H27.4～

③家庭的保育施設で子ども・子育て支援新制度に対応できるよ
う、給食提供を開始した。

H27.4～

①アンケート結果等を活かし、子育て支援ネットワークのポー
（２）
H27.4～
タルサイトの情報更新を随時行った。
子どもの想いを理解し、
子どもの視点に立って、 ②子育て中の登録者に対し、子育て支援ネットワークのメール
H27.4～
マガジンを配信し、行事予定等の情報提供をした。
成長を支援できる大人
を増やす取組みを行い、
③子育て・家族支援者養成講座（利用者支援コース）を実施し、
H27.9～11
「地域の子育て力」を高
子育て支援の人材育成を行った。
めます。
①各小学校区において、雨天時や長期休暇にも対応する年間を
（３）
H27.4～
通じた居場所事業「センターキッズ」を開始した。
世代間や異年齢同士の
子どもの交流機会を豊

②夏休み等に市内の方を講師にした講座を開催した。

H27.4～

③児童クラブの入会説明会時に、居場所のチラシを配布した。

H28.1～

かにし、子どもの自主
性・社会性を育む居場所
を充実します。
☆現場に足を運び、家庭的保育でスムーズな給食提供ができるよう、準備した。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆メールマガジンの配信には、幼稚園や保育園などの関係者の協力を得て配信した。
☆年度当初に全児童にチラシを配布し、居場所事業とセンターキッズの周知を図った。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】地域ぐるみで、子育ち・子育てを支えているまちだと思う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27）
53.3％

55.4％

実績値（H28） 実績値（H29）

動向

◎

56.6％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合
80%

60%
H29 目標値

70%
60%

２）子どもとふれあう行事に参加したことのある人
の割合

74％
65.6%

64.6%

64.4%

50%
40%

50%

H29 目標値

51％

48.9%
44.8%

45.3%

H25

H26

30%
H25

H26

H27

H28

H29

H27

H28

H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・
「地域ぐるみで、子育ち・子育てを支えているまちだと思う」については、前回比 1.2 ポイントの増
となっており、引き続き増加傾向にある。
・また、
「子どもとふれあう行事に参加したことがある」市民が前回比 3.6 ポイントの増となっており、
引き続き増加傾向にある。
・一方、
「子どもを産み、育てやすいまちだと思う」については、全体で 0.2 ポイント減とほぼ横ばい
の結果となっている。特に 20 代で 17 ポイント増加しているのに対し、30 代で 9.5 ポイントと大
きく減となっており、30 代からは、更なる充実が求められている。
・自由記述では、特に 30 代の記述が多くみられ、国の子育て支援策の方向性もあり、施設の拡充や保
育料の無料化などが求められている。
・さらに、他分野の自由記述においても、施設の老朽化対策、中央公民館の取壊しといった財政運営に
対する要望など、幅広く 30 代からの要望が挙げられていることから、行政にサービスの充実を求め
ている。
・
「地域ぐるみで、子育ち・子育てを支えているまちだと思う」について、50 代以上の評価が低いのは、
家族や地域から子育て支援を受けた祖父母世代と行政サービスの利用を希望する子育て世代の感
覚・意識の違いが感じられる結果であると感じられる。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
いつまでに
見直し・改善（案）
（１）待機児童対策
・高取幼稚園・高取保育園の民営化・認定こど
・これまでも保育サービスの拡充に努め
も園化、高浜幼稚園の認定こども園化により、
てきたが、国の施策等の影響もあり、
３歳未満児の受け入れ枠を拡大する。
依然、３歳未満児における待機児童対 ・高浜幼稚園、高取幼稚園・高取保育園の民営
H29.3
策が必要。
化・認定こども園化の運営法人等を確保でき
るよう、市場調査を行うとともに、募集要項
等を整備する。
課題

・公立幼稚園の入園率が低下しているた ・高浜幼稚園の一般預かり保育の拡充及び認定
め、引き続き、クラス数が減少してい
こども園化、高取幼稚園・高取保育園の民営
る。その一方で、保育園での保育ニー
化・認定こども園化により、３歳以上児の保
ズは増加している。
育ニーズに対応していく。
・幼稚園・保育園の入園説明会等で、高浜幼稚
園の認定こども園化、高取幼稚園・高取保育
園の民営化・認定こども園化についての情報
提供を行う。
（２）子育て支援情報等のＰＲ不足
・毎年度当初に、校長会、園長会などを通じ、
・ＰＴＡや保護者の会など、子どもに関
職員及びＰＴＡなどに向けて、周知していた
わる組織は、毎年人が入れ替わるた
だくよう依頼していくとともに、直接ＰＲで
め、伝わりにくい。
きる機会を活用する。
・利用者等の声を活かし、ポータルサイトの情
報更新やメールマガジンの配信等で、行政か
ら発信が必要な情報も提供していく。
・チラシの配布だけでは、利用につなが ・子育て・家族支援者の活動の場として、こど
も育成グループの相談窓口を拡充し、保育に
らないので、周知方法に工夫が必要。
関する施設や事業を円滑に利用できるよう支
援する利用者支援事業（特定型）を実施する。

（３）放課後居場所事業の周知不足
・年度当初のチラシ配布や、児童クラブの入会
・年々利用児童数は、増加傾向にあるが、 説明会などの機会を活用し、事業のＰＲを図
センターキッズ事業が開催されたこと
る。
を含め、まだまだ周知不足である。
・チラシ配布に加え、小学校の全校集会等で、
直接子どもたちに説明する。
・児童向けには、学校を通じて、毎日の ・保護者向けに、子育て支援ネットワークのホ
居場所事業の実施状況をお知らせし
ームページやメルマガで事業の実施状況をお
ているが、保護者向けに実施状況を発
知らせできるよう工夫する。
信する手段がない。

参画・協働・
情報共有の工夫

H28.10

H28.4

H28.4

H28.6

H29.3

☆幼稚園・保育園の入園説明会等で、民営化・認定こども園化についての情報提供
を行う。
☆いちごプラザ等の子育て支援施設をはじめ、幼稚園ＰＴＡ四役会や保育園保護者
の会などで、市民の意見を直接お聞きする。
☆チラシ等の作成にあたっては、分かりやすい言葉や図を使うなど工夫する。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・事業のＰＲ方法として、チラシの配布だけではなく、例えばＰＴＡの総会などに積極的に出向いて、
直接説明することも必要ではないか。ありとあらゆるチャンスを使ってほしい。

その他、目標の達成に向けて

・ここ数年でどのくらい公立幼稚園の入園率が低下し、逆に保育園のニーズが増えているかなど、段
階を踏んだ情報発信を行っていく必要がある。早めに具体的な数字を挙げていくことで、市民の認
識も深まると思う。
・市の就園前の子育て支援施策は全国的にも進んでいて手厚いと実感している。その部分をもう少し
盛り上げていけると、お母さんたちが子育てのことを顧み、いろんな課題にも柔軟に対応できると
思う。
・親の子ども離れが低年齢化しており、地域ぐるみで働きかけることが大事で、その部分を見てあげ
られるといいと感じる。

目標（６）

産業を活性化して、
まちを元気にします
▲高浜港駅新駅舎

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

働く場や消費の場として市民の日常の暮らしを支え、まちの活力を生み出す基盤で
ある産業（農業・商業・工業など）を活性化するため、現場のニーズをふまえた振
興策や、事業者やまちの強みを伸ばす取組みを応援していきます。
 事業者やまちの強みを活かした産業活動が、活発に行われています。
 新たな雇用や消費が生まれ、市民生活の基盤が安定しています。
 まちの元気を生み出そうと、意欲を持った市民や団体が、ビジネスの手法によ
る地域課題解決や活性化に向けた行動を起こしています。
 まちの魅力や自慢が市内外に知られ、高浜市で過ごす時間を楽しむ人が増え、
賑わいや活気が生まれています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

何を・どのように・どうした

いつ

（１）行政内部や関係機
関との連携を強化し、新
たな工業用地の創出や企
業誘致を進めます。

①市東部地区の工業用地創出に向け、関係機関と協議した。

H27.4～

②市北部地区の整備構想策定業務委託を専門業者に発注し、
土地所有者に対する意向調査の内容について協議した。

H27.7～

（２）事業者・関係機関
との連携を強化し、現場
のニーズをふまえ、産業
の活性化、雇用の安定に
向けた取組みを進めま
す。

①公共建築物等三州瓦屋根工事奨励補助金により高浜港駅舎の
新築駅舎に瓦が使われるよう名鉄と協議し、建設につなげた。

H27.4～

②農地の多面的機能発揮促進事業として、地元こども会・町
内会と連携し高取みどり会が落花生植栽会を開催した。

H27.5

③ふるさと名物応援宣言で三州瓦を応援した。

H27.9

（３）コミュニティ・ビ
ジネスの創業や持続的な
経営に向けた支援を行い
ます。
（４）自然・伝統文化・
施設などの地域資源をつ
なぎ、市民・事業者・関
係機関とともにまちの魅
力を高め、賑わいの創出
や交流人口の拡大に向け
た取組みを行います。

③愛知県企業庁が市東部地区の開発を公表した。

H28.3

①地域においてコミュニティ・ビジネスを創業しようとする
H27.5～
チャレンジャーの発掘に取り組んだ。
②創業したチャレンジャーの不安解消支援（フォローアップ）
H27.11～
を行った。
③チャレンジャーの未来予想・理念形成の確認をした。

H27.12

①鬼みちまつりアンケートの実施（対象：来場者・出展者）
をした。

H27.10
H28.2

②Ｂ－１グランプリなど市外の高浜市ＰＲイベントに参加
し、高浜市をＰＲした。

H28.3

③西三河広域観光協議会にて Web ガイドによる周遊ルート
作成システムを作成した。

H28.3

☆市東部地区の事業スケジュールを関係者や市内の金融機関に情報提供した。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆農家だけでなく、こども会や町内会と連携し、植栽をした。
☆高浜市観光協会および鬼みちまつり実行委員会の会議に参加し、市民の自主性を尊
重し、かつ、観光事業が行政からの丸投げにならないよう配慮した。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】産業が活性化して、まちが元気になっていると思う
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
26.9％

28.4％

動向

×

23.9％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）市内の法人数

２）行政がかかわるイベントの来場者数
110000人
H29 目標値

930 社

99000人

100000人

H29 目標値

96000人

90000人

100,000 人

80000人
70000人

76000人

H25

H26

H27

H28

H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・指標１）
「市内の法人数は、昨年度と比較して 28 社減少した。これは昨年度の事業所の抽出条件が
「確定申告をした述べ法人数」であったことによる。策定当時の法人数は 898 社であり、窯業関係
の事業所の減少が目立ち、策定当時と比較すると 4 社減少している。
・指標２）
「行政が関わるイベントの来場者数」（鬼みちまつり来場者数、かわら美術館来館者数）は、
昨年度と比べて 3,000 人減少した。内訳としては鬼みちまつりの減少分であるが、平成 26 年度は
3 回開催しており、2 回開催の平成 27 年度が 3,000 人減少にとどまったことは全体の来場者数の
増加によるものと分析している。
・市民意識調査、みんなで目指すまちづくり指標ともに下降しており、市民意識調査の結果としては、
景気上昇の恩恵を大手企業ほど中小企業が受けていないことに起因すると考える。指標については工
業立地などの積極的な企業誘致を行うとともに、中小企業に対する資金調達に対するセーフティネッ
トを堅実に行うことで法人数の増加を目指すとともに、若い世代がまちの活性化に寄与する仕組みづ
くりを充実させることで、世代全体でまちがげんきになっていると実感できる取組に注力していく必
要がある。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）新たな工業用地の創出に向けた
協議・調整の実施
・第６次高浜市総合計画の土地利用方
針に基づいた新たな工業用地を創出
するため、企業ニーズを把握しなが
ら、関係機関と協議・調整を実施す
る。

課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
・市東部地区の工業用地の創出に向け、愛知県
企業庁と造成工事の着手に向けた協議・調整
を実施する。
・市北部地区の工業用地の創出に向け、早期事
業着手を目指し、関係機関と協議・調整を実
施する。

（２）地場産業の三州瓦の販売方法の ・
「みんなで三州瓦をひろめよう条例」に基づき、
検討
三州瓦屋根工事等奨励補助金の対象を外構や
・熊本地震など、震災の度に報道され
ガーデニング等にも拡大し、三州瓦の利用拡
る瓦の風評被害を払しょくする対応
大及び普及の促進に努める。
を検討するとともに、瓦の伝統性を
生かした商品開発やブランド化の支 ・見本市や飾り瓦コンクール、展示会と言った
援を行い、屋根瓦の優位性やデザイ
販路拡大に向けた事業に対し、引き続き支援
ン性のＰＲをする必要がある。
を行い瓦材の良さを知ってもらう。

・ふるさと名物応援宣言や伝統的工芸品認定な
ど国の支援を活用し、販路拡大・新商品開発
の推進による「瓦のブランド化」を業界が行
うことに対し支援する。
（３）高浜市の魅力を高め、活性化へ
の動機づけを図る
・地域・事業者・関係団体と連携し、
文化や伝統、特産品や名産品を集約
して継続したＰＲを行い、新たな観
光資源の発掘や今ある資源をつなげ
ることで市民の高浜への愛着を「誇
り」に変化させ、
「わがまち高浜」を
自慢できる市民を増やす。

参画・協働・
情報共有の工夫

・鬼みちまつりの運営を支援するため、職員に
よる運営支援や関係機関との調整を引き続き
行う。
・観光案内所創造委員会へ参加し、新たな観光
資源の発掘等支援を引き続き行う。

・観光協会が実施する地域資源と観光を結びつ
ける取組みや、観光資源の発掘を目指して行
う事業に対する支援を引き続き行う。

いつまでに

H28.12

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

☆市東部地区や市北部地区の進捗状況を、関係者や市内の金融機関に情報提供し、
企業のニーズを把握する。
☆業界が責任を持って実施する販売促進事業に対して、相談を受けながら、より効
率的なＰＲ・戦略となるように助言を行いながら支援を行う。
☆高浜市観光協会および鬼みちまつり実行委員会の会議に参加し、メンバーと活動
内容の情報共有を行うことで、自主性を尊重し、かつ、観光事業が行政からの丸
投げにならないよう配慮する。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・市の特産品を探すことに対して、高校生の活動だけに頼るのではなく、他の手法も検討する必要が
あるのではないか。
・高浜は今後観光や産業、衛星都市を目指すのか、どの分野に重点を置いた施策を進めていくのかと
いった、根本的な議論が必要である。
・鬼師を題材とした単行本が発行されているが、地場産業をＰＲする良い機会である。

その他、目標の達成に向けて

・農業団体の法人化を過去に目標に掲げていたが、営農組織の法人化についてどのような方針を持っ
ているのか。

目標（７）

みんなでまちをきれいにします

▲環境学習のようす

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方
目標が
達成された姿

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

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

（１）
「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。

（２）
「高浜市ごみ処理基本計
画」に基づき、紙ごみの
リサイクルをはじめ、ご
みの減量化に取り組みま
す。
（３）
地域・学校・事業者・関
係機関と連携した環境美
化活動、環境保全活動に

何を・どのように・どうした

いつ

①環境政策に関する検討組織「生活問題研究会」を設置した。

H27.4～

②雑草が繁茂している土地等の所有者に対し、適正管理する
よう文書を送付した。

H27.4～

①不燃物埋立場で埋立方式からリサイクル方式に変更した。

H27.4～

②高浜エコハウスにおいて、資源ごみ分別学習を開催した。

H27.4～

③町内会の協力を得ながら、資源ごみ分別収集を継続して実
施した。

H27.4～

①環境政策に関する検討組織「生活問題研究会」を設置した。

H27.4～

②職員が講師となり、小学校で環境学習を実施した。

H27.10

取り組むこととし、不法
投棄対策を積極的に進め
ます。

③子ども環境美化推進員の登録と活動支援を実施した。
（吉浜小学校、南中学校が、新たに環境美化推進員に登録）

H28.3

☆環境政策に関する検討組織「生活問題研究会」を設置した。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆女性団体「生活学校」において可燃ごみ袋、分別拠点のあり方を検討した。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】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
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
64.1％

67.4％

動向

◎

70.0％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）１人１日あたりの家庭ごみ
排出量

２）日ごろから省資源や省エネなど
環境に配慮した生活をしている
人の割合

３）環境美化推進員の人数

600g

90%

6000人

550g

85%

545g

500g

H29 目標値

80.9%
536g 538g

H29 目標値

490g

80%
75%

450g

79.9%

85%

78.1%

4263
人

4000人
3000人
2000人

2900
人

H29 目標値

3,500 人

1000人
0人

70%
H25 H26 H27 H28 H29

5634
人

5000人

H25 H26 H27 H28 H29

H25 H26 H27 H28 H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・市民意識調査結果は、策定時と比べ 5.9 ポイント増加している。特に 10 歳代の「そう思う」
（13.0％）
、
「どちらかといえばそう思う」
（65.2％）と回答した合計が 78.2％と高く、これまでの小中学校を
中心とした子ども環境美化指導員の登録や環境美化活動による一定の成果と考える。
・指標１）
「１人１日あたりの家庭ごみの排出量」については、策定時と比べて７グラムの減少となっ
た。目標達成のためには、市民、事業者のさらなる協力が必要となる。
・指標２）については、策定時と比べ 1.8 ポイント減少したが、78.1％と依然高い水準は確保してい
る。分別収集が、市民にとって当たり前の活動として定着していることが伺える。
・指標 3）
「環境美化推進員」については、策定時と比べ 2,734 人増と大幅な増加となり、目標値を達
成することができた。今後とも、子ども達や事業所に対して、環境美化推進員の登録を推進する。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
（１）さらなるごみ減量の取組み
・ごみ減量に対する市直営の分別収集拠点の効
・
「高浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本
果を検証しながら、民間の収集拠点の活用な
計画」のごみ減量の数値目標達成のた
ど、新たな資源回収のあり方やごみ袋の有料
めに、さらなるごみ減量の取組みが必
化、生ごみ堆肥化補助の充実を検討する。
要である。
課題

いつまでに

H28.9

（２）町内会が運営する分別収集拠点 ・町内会により運営される分別収集拠点につい
の検討
て、町内会と協力し、運営方法、拠点数、収
・平成 7 年 10 月の開始以来 20 年以
集時間、町内会への支援など、今後の分別収
上が経過する町内会による分別収集
集のあり方を検討する。
拠点のあり方、運営方法について、今
後も町内会による持続可能な運営が
可能となるよう検討する必要がある。
H28.9

（３）子ども環境美化推進員の拡大
・子どもたちや各小中学校が企画した環境学習
・子どもの環境意識の向上のためにも、
を支援するため、環境美化推進員制度を活用
子ども環境美化推進員を増加すると
し、消耗品等の支援、環境学習施設等への視
ともに、子どもたちや各小中学校が企
察などを支援する。
画する環境学習を支援する必要があ
る。

H29.3

・市内の児童センターと協力し、子どもたちに
対する環境学習・イベントを開催する。
H29.3

参画・協働・
情報共有の工夫

☆町内会長ＯＢ等で構成する生活問題研究会及び女性により組織される生活学校
において施策を検討する。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・子どものうちから環境に関心を持つことができるよう、子どもたちへの環境学習施策は大変重要で
ある。

その他、目標の達成に向けて

－

目標（８）

ハーモニーを奏でる
快適な都市空間をつくります
▲論地どんぐり公園 開園式

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

住み続けたいと思える快適なまちをつくるために、地域の特性に応じた秩序ある土
地利用を推進し、住環境、ライフライン、道路、景観・憩いの場など、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。


目標が
達成された姿

都市空間の調和が保たれ、快適に暮らせる住環境やライフラインの整備が進ん
でいます。




誰もが日常生活において、スムーズに移動できる環境づくりが行われています。
公園・緑地などが、やすらぎや愛着・誇りが感じられる憩いの場として親しま
れ、笑顔と賑わいであふれています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

（１）
住環境やライフラインの
整備など、都市空間の快
適さや安全性、魅力を高
める取組みを進めます。
（２）
安全・安心・便利に移動
できるよう道路を整える
とともに、公共交通の利
用も促進します。

（３）
公園・緑地、街路樹や水
辺空間などを地域の財産
としてとらえ、地域と連
携しながら、特性を活か
した憩いの場づくりを進
めます。

何を・どのように・どうした

いつ

①「汚水処理整備に関するアクションプラン」を策定した。

Ｈ27.12

②平成 27 年度工事予定区域内の汚水管整備工事を完了し
た。

H28.3

③配水管を耐震管に入れ替える工事を完了した。

H28.3

①いきいき号の平成 27 年度末利用者 27,824 人
対前年比 △6.9％

－

②市道港線整備に伴い、横浜橋南工区の地権者と用地・物件
補償の交渉を実施した。

H27.4～
H28.3

③道路の各種工事（舗装補修、照明灯等の取替工事など）を
行った。

H27.4～
H28.3

①防災機能を備えた論地どんぐり公園の工事が完了し、供用
開始が出来た。

H27.8

②公園・緑地、街路樹や水辺保全に関するまち協やＮＰＯ団
体等の行事に参加し、活動を支援した。

H27.4～
H28.3

③愛・道路パートナーシップへの支援を行った。

H27.4～
H28.3

☆汚水管の整備区域に関する地元説明会を開催した。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆事業者、利用者等で構成する地域公共交通会議で、いきいき号の運営方針を決定し
た。
☆市道港線整備に伴い、現場へ出向き、周辺住民の方との意見交換を行った。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】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
現状値（H25）

実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）

45.8％

49.5％

動向

△

47.4％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）暮らしやすい環境が形成されていると感じている
人の割合
76.0%
74.0%
72.0%
70.0%
68.0%
66.0%
64.0%
62.0%
60.0%

２）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
60%

H29 目標値

72％

40%

66.5%

20%
63.7%

H25

H26

62.7%

H27

27.0%

24.1%

27.4%

H29 目標値

32％

0%

H28
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３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・市民意識調査結果は、策定時と比べ 1.6 ポイント増加しているが、前年からは 2.1 ポイントの減とな
った。
・また、指標１）は、策定時から連続して低下している。「安全・快適で移動しやすいまち」及び「暮
らしやすい環境の形成」における公共インフラ等の整備については、中長期にわたるため短期間での
効果が表れにくいが、計画的かつ着実に進めて行くことが大切である。
・指標２）は、前年は減少したが、今回は策定時を上回る結果となった。「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」を増やすためには、地道な活動・取組みにおいて時間軸を長く
もち、地域のみなさん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。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
（１） 快適なまちをめざした公共イン ・道路舗装、橋梁等の調査、点検結果に基づき
フラの整備
優先度の高い路線から、橋梁補修設計並びに
・高浜市公共施設総合管理計画に基づ
舗装修繕工事等を進める。
き、各個別施設の老朽度・劣化度を把
握し、公共インフラ（道路、橋梁、公
園、水道、下水道等）の長寿命化を進
・高浜市公共施設総合管理計画に基づき、都市
める必要がある。
公園（12 箇所）の長寿命化計画の策定し、
・中長期的な維持管理コストの平準化等
予防保全型の維持管理を進める。
のために、長寿命化計画の策定を進め
る必要がある。
課題

（２）地域と連携した憩いの場づくり ・引き続き、まち協やＮＰＯなどの各種団体が
・公園・緑地等が住民の皆さんにとって
行う公園・緑地、街路樹や水辺空間の保全に
最も身近な施設として愛され、維持管
関する行事への支援を行い、地域の皆さんと
理や施設づくりを通して、快適な居住
の連携を密にし、憩いの場づくりを進めてい
空間の形成につなげる必要がある。
く。

・供用を開始した論地どんぐり公園の維持管理
について、日常の点検やイベントを通じて、
地元の皆さんとの関わりを深め、地域で担っ
ていただけるようお願いしていく。

（３）着実な進捗と国・県との連携
・高浜市公共下水道計画に基づき、計画的に汚
・公共下水道事業及び水道事業の推進に
水管の整備を行うとともに、水道事業の健全
あたっては、長期的な観点に立ち計画
経営を考慮しながら事業を進める。
的に事業を進めるとともに、計画協議
や財政支援など、国・県との連携が必
要である。
・災害時の避難場所である、重要給水施設（高
取小学校・高浜中学校）への配水管を耐震管
に布設替えを行う。
・目標達成に向け、今後も国・県等の関係機関
と連携していく。

参画・協働・
情報共有の工夫

いつまでに

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

H29.3

☆利用者、事業者、運転手等で構成する地域公共交通会議で、いきいき号の路線等
の見直しを検討する。
☆道路工事等の情報提供を、地元町内会への回覧などで徹底する。
☆地域と連携した憩いの場づくりを進めるため、行事への参加を継続し、直接市民
の声を聞くことでニーズを把握する。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

・10 歳代の「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」人の割合が
減少している。その要因を分析することが重要である。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

－

その他、目標の達成に向けて

・公園内に水辺空間を作り出すことで、特に子どもの公園に対する愛着が深まると思う。

目標（９）

安全・安心が実感できる
地域づくりを進めます
▲防災リーダー養成講座（避難所編）
（段ボールでベッドとパーテーションの組立て）

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

近い将来に発生が予測される大震災に加え、集中豪雨・台風・火災などの災害、身
近に起きる犯罪・交通事故から生命を守り、被害を最小限に食い止めるため、市民・
地域・事業者・関係機関・行政がそれぞれの役割を果たしつつ、地域ぐるみで安全・
安心に暮らせる環境を築いていきます。
 市民一人ひとりの防犯や防災に対する意識が高まっています。
 「自助」「共助」「公助」を基本とした防災・減災対策、防犯・交通安全対策な
ど、安全・安心を守る活動が地域ぐるみで行われています。
 誰もが安全で安心だと感じながら暮らしています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

何を・どのように・どうした

いつ

（１）
市民・地域・事業者・関
係機関と連携した総合
的・機動的な防災体制を
構築し、減災対策や実践
を想定した取組みを強化
します。
（２）
防災教育や防犯講話など
を通じて、
「自らの安全は
自ら守る（自助）
」
、
「地域
の安全は地域で守る（共
助）
」という意識を高める
取組みを強化します。
（３）
「高浜市みんなで犯罪の
ないまちにしよう条例」
をふまえて、地域・警察・
関係機関と連携し、事
件・事故の未然防止活動
を推進します。
（４）
市民一人ひとり、特に高
齢者や子どもの交通事故
防止に向けた取組みを進
めます。

①防災リーダー養成講座（基礎編・避難所編）を開催した。

H27.7～

②市総合防災訓練を開催した。

H27.9

③公共下水道事業（雨水）において、
「社会資本総合整備計画
Ⅱ」の策定を行った。

Ｈ28.2

①防犯講話、防犯教室などを開催した。

H27.4～

②外国人向け防災訓練を開催した。

H27.11

①青色防犯灯パトロール（地域団体、委託業者）を実施した。

H27.4～

②防犯灯などの防犯施設の維持・管理を実施した。

H27.4～

③犯罪発生の抑止を目的として、市内３駅に防犯カメラを設
置した。また、ライオンズクラブからの寄贈により、高浜
ふれあいプラザにも防犯カメラを１台設置した。

H28.2

①交通安全活動（一斉大監視、街頭啓発など）を実施した。

H27.4～

②イベント時に交通安全誘導を実施した。

H27.4～

③交通安全教室、交通安全講習会を開催した。

H27.4～

☆地域の防災訓練を検討する際に、職員も会合に参加し、一緒に検討した。
参画・協働・
情報共有の工夫

☆自主防犯活動に取り組んでいる団体（町内会、まちづくり協議会）が参加する防犯ネ
ットワーク会議を立ち上げ、碧南警察署、行政と協働し、防犯活動を展開している。
☆地域や碧南警察署、関係機関と連携しながら交通安全活動・啓発を実施した。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】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
現状値（H25）
56.3％

実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
55.5％

動向

◎

56.8％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１） 自分自身が災害（地震や風水害
など）への備えができていると思
う人の割合
60.0%

３）人口 1,000 人あたり
交通事故発生件数

20件

40.0%
20.0%

２）人口 1,000 人あたり
犯罪発生件数

H29 目標値

32.5%

37.6% 39.0%

45％

15件

6件
12.9件

10件
5件

H29 目標値

8.5件

12.0 件以下
7.5件

H25 H26 H27 H28 H29

2件

4.3件
4.1件
H29 目標値

4.0 件以下

0件

0件

0.0%

4件

5件

H25 H26 H27 H28 H29

H25 H26 H27 H28 H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・指標１）は、策定時（H25）より 6.5 ポイント、昨年度（H26）より 1.4 ポイント増加した。これ
は、全国各地で発生している大規模な地震や風水害等の自然災害を踏まえ、市民一人ひとりの自助
に対する意識が高まっているものと考えられる。今後も、防災訓練、防災リーダー養成講座、防災
講話等を通じ、災害時における自助の重要性を周知していきたい。
・指標２）は、策定時（H25）より 5.4 件、昨年度（H26）より 1.0 件減少した。これは、青色回転
灯装備車や徒歩によるパトロール、赤色回転灯を活用した防犯活動、防犯ローラー作戦（警察と連
携した戸別訪問）など、町内会やまちづくり協議会を始めとした地域住民等の積極的な防犯活動に
よるものと考えられる。今後も、引き続き関係者が連携して、様々な防犯活動に取り組んでいきた
い。
・指標３）は、策定時（H25）より 0.9 件、昨年度（H26）より 0.2 件減少した。これは、高浜市交
通安全協会、碧南警察など、関係者が連携して取り組んだ交通事故抑止活動が功を奏したと思われ
る。今後も、引き続き関係者が連携して、地道に交通安全活動を実施していきたい。
・
「市民意識調査」の結果は、策定時（H25）より 0.5 ポイント、昨年度（H26）より 1.3 ポイント
増加している。今後も、関係者が連携して「自助」「共助」「公助」を基本とした防災・防犯対策等
に取り組む中で、
「市民一人ひとりが安全・安心を実感できるまち」を目指していきたい。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）
「自助」
「共助」に基づく地域防災
力の強化
・大規模な地震や風水害等に備えるため
には、市民一人ひとりが「自助」
「共
助」を意識した防災・減災対策に積極
的に取り組む必要がある。

課題解決に向けた新たな取組み（案）
いつまでに
見直し・改善（案）
・広報等を通じ、市や町内会等が実施する防災
訓練への参加を呼びかける。訓練に際しては、
平成 28 年 3 月に策定した「地域行動計画」
を活用して実施するとともに、本計画が地域
H29.3
（町内会）の実情に即した実効性ある計画と
なるよう適宜見直しを進めていく。
・昨年度に続き、災害時において地域の要とな
る人材を育成するため、
「防災リーダー養成講
座」を開催する。
・平成 28 年 4 月より採用した防災専門官（退
官自衛官）による防災講話等を開催し、
「自助」
「共助」の必要性を周知する中で、市民一人
ひとりの防災・減災意識を高める。

（２）犯罪発生件数の減少対策の強化 ・まちづくり協議会等による青色防犯パトロー
・高浜市防犯ネットワーク会議、町内会、 ルや委託業者による夜間パトロール
（午後 10
まちづくり協議会、碧南警察などによ
時～午前 4 時）を継続して実施する。
る連携した防犯活動の実施や駅前ロ
ータリーへの防犯カメラの設置等に
より、防犯対策を進めているが、更な
る犯罪発生件数の減少に向けた取組
・高浜市防犯ネットワーク会議において、平成
みが必要である。
27 年度に設置した防犯カメラの効果・検証
等を行い、次年度以降の新たな設置も踏まえ
検討・調整を重ねる。

（３）交通事故発生件数の減少対策の ・高浜市交通安全指導員、碧南警察署員による
強化
全小学校での自転車の安全な乗り方教室の実
・高浜市交通安全協会、碧南警察等の関
施、自転車通学の中学生に対するチラシ等の
係者が連携して交通安全対策に取り
配布、まちづくり協議会等が主体となった自
組んでいるが、更なる交通事故発生件
転車シミュレータを活用した自転車の安全運
数を減らすためには、規制が強化され
転講習等を実施する。
た自転車運転者や交通事故の半数以
上を占める高齢者に対する交通安全
対策を進めていくことが必要である。
・いきいきクラブ会員の集まりや高齢者グラウ
ンドゴルフ大会等において、交通安全に関す
る講話等を実施する。

H28.7

H29.3

H29.3

H28.11

H29.3

H29.3

参画・協働・
情報共有の工夫

☆まちづくり協議会の防災部会等に積極的に参加し、協働しながら防災・減災対策
を進める。
☆自主防犯活動に取り組んでいる団体（町内会、まちづくり協議会）が参加する防
犯ネットワーク会議、碧南警察署、行政が協働し、防犯活動を展開していく。
☆地域や碧南警察署、関係機関と連携しながら交通安全活動・啓発を実施する。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

・10 歳代の「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」人の割合が減
少している。その要因や、若者が防災・防犯対策についてどう考えているのかを把握することで、
今後の施策に活かしていただきたい。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・交通安全・啓発活動を企業も積極的に実施していることを、市として広く周知することで、企業の
社会貢献活動の周知にもつながる。
・防犯カメラの設置について、地域の声も聞きながら設置場所等を検討していただきたい。

その他、目標の達成に向けて

－

目標（１０）

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
▲福祉避難所開設及び運営に関する協定 締結式

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

少子高齢化や核家族化の進展により、地域の中で孤立する人が増えています。また、
今後、認知症高齢者の増大や障がい者の生活の場の不足といった課題の発生が予測
されます。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、いきいきと暮らせる環境を築いていきます。
 多くの市民の方が、地域での支え合いの担い手として活躍しています。
 障がい者の社会参加の機会が増え、地域住民とのふれあいの光景が見られます。
 子どもから高齢者まで、障がい者も含め、誰もが認められ、地域でともに支え
合い、その人らしく、いきいきとした生活を送っています。
 支援を必要とする人に対して、ニーズに応じた適切な相談支援やサービス提供が実施されています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！
（１）
地域福祉に対する理解を
広め、困りごとを抱える方
の支援などを行うボラン
ティアの発掘・養成や、継
続的に活動できる場を創
出します。
（２）
障がい者が地域の中で交
流できる場や活動機会を
創出します。

何を・どのように・どうした

①認知症サポーター養成研修を実施した。
（市内企業、吉浜公民館文化祭、市内小学校、高浜高校
健康づくり推進委員会 等）
②メール配信システムの説明会、サポーター登録のお願い及
び広報による周知・協力要請を行った。
①市内 NPO 法人がいきいき広場で、放課後支援をはじめと
した障がい児を含む子どもの居場所事業をスタートした。
②障害者地域自立支援協議会において、
「高浜市移動支援事業
ガイドライン」を作成した。

（３）
判断能力が不十分な人の ①専門相談を実施した。
権利や生活を守るため、権
利擁護センターを設置し、
適切な相談・支援が行える ②権利擁護フォーラム「後見人に学ぶ！」を開催した。
体制を整えます。

①３専門職及び発達専門相談員による専門相談及び支援を行
（４）
った。
こども発達センターを充
実し、子どもとその家族を ②小学校区単位での５歳児健診と日本福祉大との協働による
より確かな形で支えます。
健診の検証を行った。
（５）
育児・介護・健康・生活困
窮など、不安を抱えた方へ
の総合的な相談支援体制
を整えます。
（６）
高齢者の地域密着型施設や
障がい者施設を、民間活力
の導入により整備します。
（７）
災害時に備え、要援護者の
実態把握と地域ぐるみの
支援体制を構築します。

参画・協働・
情報共有の工夫

いつ

H27.5～
H27.7～
H28.3
H27.5
H27.10
通年
H28.3
H27.4
H27.4

①子ども健全育成支援員を配置し、新たに子ども・若者への
相談支援を実施した。

H27.4

②中学生を対象とした子どもの学習等支援事業を新たに実施
した。

H27.7

①夏休み障がい学童保育支援事業を実施した。
②障害保健福祉圏域内で地域生活支援拠点の整備に向けて検
討を始めた。
①高浜小学校区で個別計画作成のための実行委員会を立ち上
げていただき、作成方法等の検討を実施した。
②新たに５施設と福祉避難所の運営に関する協定を締結し
た。

H27.7･8
H27.9
H27.10～11
H28.1

☆生活困窮者支援については、民生・児童委員、企業・団体等の協力を得るなど、地
域で一体となって展開している。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】一人ひとりが認め合い、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
現状値（H25） 実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）
59.4％

60.8％

動向

◎

62.3％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」の状況
１）地域福祉に関するボランティア
活動に参加したことがある人の
割合
40.0%

6000人

30.0%

20.0%
10.0%

２）認知症サポーターの人数

4931
人

4000人
17.7%

5654
人

H29 目標値

5,600 人

H29 目標値

25％

15.5%

15.2%

2000人

2843
人

H25 H26 H27 H28 H29

100.0%

H29 目標値

70％

80.0%
60.0%
40.0%

59.9% 56.0% 55.9%

20.0%
0人

0.0%

３）地域包括支援センターを知っ
ている人の割合

H25 H26 H27 H28 H29

0.0%
H25H26H27H28H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・
「市民意識調査」結果は、先回 1.4 ポイント増、今回 1.5 ポイント増で順調に伸びている。今回、20
歳代～50 歳代で増加傾向を示しており、高齢者施策だけでなく、子どもや障がい者等の各種施策を
着実に進めてきた成果と考えられる。引き続き、各種施策を着実に実施していく。
・指標１）は、先回、今回とも減となっている。各地でボランティアが活躍している姿を見る。延べ人
数は増えているが、実人数が増えていないように思われる。地域の活性化だけでなく、団体の維持
のためにも、協力者の実人数を増やし、裾野を広げる取組みが必要である。
・指標２）は、先回、今回とも増となっている。養成講座の実施により、着実に増加している。
・指標３）は、先回、今回とも減となっている。いきいき広場の相談支援体制は年々充実してきている
ものの、認知度は低いままとなっている。迅速な相談につなげるために、周知が必要である。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
（１）生活困窮世帯への就労支援
・就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、
・多様な課題を抱える生活困窮者に対応
就労日数や就労時間、業務内容に配慮するな
するため、相応の就労訓練や就労体験
ど、その者の状況に応じた就労の機会を提供
先を用意する必要がある。
する場のさらなる開拓に努める。
課題

いつまでに

H29.3

（２）相談に来られない生活困窮者へ ・相談に訪れることができない、あるいは、訪
の対応
れることを望まない生活困窮者を早期に把握
・生活困窮者の中には、長期のひきこも
し、支援につなげるため、①制度の効果的な
り等によって家族や周囲とのつなが
周知②本人のアクセシビリティの向上③地域
りを失い、社会的に孤立し、窓口に訪
の関係機関とのネットワークの構築を行う。
れる気力を失っているケースがあり、
そういったケースほど支援を必要と
していることが少なくない。
H29.3

（３）実効性のある避難行動要支援者 ・災害時に支援が必要と思われる避難行動要支
支援
援者のうち、同意が得られていない方に対し、
・災害時における避難支援を実効性のあ
避難支援等関係者と市の関係機関に協力いた
るものとするためには、支援が必要な
だき、さらに、同意促進を行う。
方から、地域へ情報提供することの同
意を漏れなくいただき、その情報をも
・避難支援等関係者（町内会・まちづくり協議
とに、地域の方の協力を働きかけ、支
会等）と市の関係機関が連携して、要支援者
援が必要な方一人ひとりの支援計画
ごとに地域の誰がどこの避難所に避難させる
を作成する必要がある。
かなどを定める避難支援プラン個別計画の作
成を進める。

参画・協働・
情報共有の工夫

H29.3

H29.3

☆市の将来を担う子どもたちを地域で一体となって支援する観点から、地域住民の
さらなる参画機会の拡大や学校・家庭・地域の連携強化のための方策を検討する
ための協議の場を設置し、開催する。
☆避難行動要支援者個別計画作成の協力を地域に依頼する場合は、防災部局が策定
する「地域行動計画」に基づき、避難行動要支援者支援の地域の関わりの重要性
を分かりやすく伝えていく。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・生活困窮世帯への就労支援について、社会貢献を考える企業も多くあると思われるため、商工会な
どの協力を得て支援企業を募ってはどうか。そして、協力できる事業所などが登録できる支援セン
ターを開設してはどうか。
・生活困窮者への対応として、生活保護世帯では労働力のある家族がひきこもってしまう状況が見ら
れる。その対策は容易なことではないが、生活困窮脱出のためには重要なことであるため、有効な
解決策を見つけてほしい。

その他、目標の達成に向けて

－

目標（１１）

一人ひとりの元気と
健康づくりを応援します
▲健康自生地フェスタ

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

目標が
達成された姿

健やかで心豊かに生活していくためには、何よりも健康であることが大切です。一
人ひとりが健康の大切さを自覚し、日々、健康づくりを意識した生活を送れるよう、
個人の健康を支援するための環境づくりを進めていきます。
 一人ひとりが自身の健康状況を把握し、健康づくり活動に積極的に参加してい
ます。
 医療、介護、予防、生活支援の連携体制（地域包括ケア）が構築されています。
 誰もが住み慣れた地域や家庭で健康に暮らしています。
 健康づくりに取り組む人と応援する人が増加しています。

Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】
こんなことに取り組みます！

何を・どのように・どうした

いつ

（１）
高齢者の閉じこもり予
防、外出の機会となる居
場所づくりと、担い手と
しての活躍の場を創出す
る生涯現役のまちづくり
を進めます。

①健康自生地が集まる「健康自生地フェスタ」を開催した。

H27.8

②健康自生地を巡る「健康自生地ウォーキングツアー（吉浜
地区）
」と「健康自生地バスツアー（高浜商店振興会と共催）
」
を開催した。

H27.11

（２）
今後、増加が予測される
認知症に対応するため早
期発見、早期支援を重点
的に行う初期集中支援体
制を構築します。

③健康自生地スタンプラリーを実施した。（第４シーズン）
①認知症予防プロジェクトを毎月開催した。
②認知症予防講演会を実施した。
③機能健診「脳とからだの健康チェック 2015」を実施した。

H27.12～
H27.5～
H27.8
H27.9～

（３）
H27.4～
運動機能や認知機能など ①若年層の健康づくりを目的とした「ズンバ」を始めた。
市民一人ひとりのライフ
H27.4～
ステージやニーズに応じ ②いきいき健康マイレージ健康づくり応援ポイントを実施した。
た多様な健康づくり、介
護予防や認知症予防のプ ③いきいき健康マイレージ事業運営委員会を開催した。
H27.9
ログラムを構築します。
（４）
①医科・歯科休日当番医の実施と市民へのＰＲを行った。
H27.4
多様な医療ニーズに対応
するため、かかりつけ医 ②病院群輪番制による２次救急医療体制の確保を行った。
H27.4
と病院の病診連携の促進
により地域医療を充実し ③地域医療ネットワークを知っていただくため啓発を行った
H28.2
「上手なお医者さんのかかり方」バンフレットを配布した。
ます。
☆健康自生地は地域の人が主体的に運営しており、行政は積極的に現場へ足を運ぶと
ともに、情報の発信やイベント企画、立ち上げ補助を実施することで応援している。
参画・協働・
☆地域で認知症の人を支え、地域と連携し支援する人材である認知症予防スタッフを
情報共有の工夫
養成することが出来た。
☆市民を含めた運営委員会において、いきいき健康マイレージ事業のより効果的・効
率的な実施方法を検討している。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】
１．市民意識調査結果
【設問】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
現状値（H25）

実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）

57.9％

60.4％

動向

◎

67.6％

２．「みんなで目指すまちづくり指標」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

２）かかりつけ医を持っている人の割合

60.0%

100.0%

50.0%

80.0%

40.0%
30.0%

H29 目標値

40.6%
34.8%

43％

35.4%

60.0%

73.5%

73.5%

76.1%

H25

H26

H27

H29 目標値

80％

40.0%

20.0%

20.0%

10.0%

0.0%

0.0%

H25

H26

H27

H28

H29

H28

H29

３．
「市民意識調査」
「みんなで目指すまちづくり指標」結果に対する分析（要因・課題等）
・
「市民意識調査」の結果は、前年度から 7.2 ポイント増と、順調に実績値を伸ばしている。健康自生
地の充実や脳とからだの健康チェックの実施、いきいき健康マイレージ事業の推進など、健康づく
りを応援する取組みを積極的に展開してきた成果であると考えられる。
一方で、他の年代と比べ 50 代の実績値が低くなっている。介護や認知症の未然防止のためには、若
い頃から健康づくりに取り組むことが大切であり、若年層に対する健康づくりを応援する取組みも
展開していく必要がある。
・「指標１」は、脳とからだの健康チェックや、その後の歩行計の貸与などにより、日常的にウォーキ
ングを行ったり、健康自生地に通ったりする高齢者が増えており、5.2 ポイント増と大きく実績値を
伸ばした。
・
「指標２」は、パンフレットの配布など啓発活動を行ったことにより、2.6 ポイント増加した。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）
（１）健康自生地の充実
・健康自生地が少ない、高取・翼地区で積極的
・健康自生地の地域差を減少させるた
に創出するため、まちづくり協議会と協力関
め、数の少ない地域での積極的な創出
係を築きながら、新たな健康自生地を発掘・
が必要である。
創出する。
課題

・健康自生地の認定が始まってから２年
以上が経過し、数だけでなく、介護予
防・認知症予防につながる取組みなど
・認定後１年以上経過した健康自生地の再審査
の質の向上が必要である。
に加え、健康自生地の担い手や利用者にアン
ケートを実施するなど声を拾い、実態調査や
課題解決策の検討を行う。

いつまでに

H29.3

H28.12

（２）
「脳とからだの健康チェック」を ・運動と認知課題を組み合わせた「コグニサイ
活かした認知症予防事業の実施
ズ」を実践し、認知症予防を図る。
・認知症の発生を未然に防ぐ、予防の取
組みを行う必要がある。
H28.7

・自宅への閉じこもりが認知症の発生リスクを
高めるため、ホコタッチを活用して、街中へ
出かける（健康自生地など）しくみを構築す
る。

（３）病診連携の機能強化と地域医療 ・市民に対して地域医療ネットワークシステム
の充実
の周知を図る。
・休日や夜間における救急医療体制の確
保と高度医療や入院治療など市民の
医療ニーズに対応できるための地域
医療の充実を図る必要がある。
・かかりつけ医を持ち、身体の不調時には、ま
ずかかりつけ医を受診するよう周知する。

H28.12

H29.3

H29.3

参画・協働・
情報共有の工夫

☆健康自生地に関する情報誌「でいでーる」の編集にあたり、市民の方を含めた編
集チームを立ち上げることで、市民目線で必要とされている情報や、地域の方な
らではの情報を発信する。
☆地域全体で認知症の人を支えるためには、地域と連携した支援体制を構築するこ
とが必要であり、引き続き、人材の発掘そして人材育成に取り組んでいく。
☆いきいき健康マイレージ事業の実績やデータ分析の結果などをお知らせし、効果
を広く伝えることで、参加者の増加を目指す。

Ⅴ．第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果【CHECK】
Ⅱ．目標達成のための主な取組み【DO】に関して

－

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

－

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・高齢化の進展に伴い、認知症予防施策は大変重要になってくるため、今後も積極的に事業を展開し
てほしい。

その他、目標の達成に向けて

－

第６次高浜市総合計画推進会議による点検・確認結果

【目標全般】

＜指標の分析・今後のアクションについて＞
・今回の指標結果を見ると、下降線に入ってきた。少子高齢化、人口減少の波は避けては通れないと
いう表れ。
「暮らしやすい環境が形成されていると感じている人の割合」が減っていることから、心
の中で不安を感じている人が増えているのかもしれない。そういった分析を突っ込んでやった方が
いい。
・指標で変化点の多い所に何らかのヒントがある。今回は１０代の子どもにヒントがあると思われる
ので情報収集をお願いしたい。
・若い世代、特に１０代は敏感に感受するので、結果を甘く見ない方がいい。彼らが感じていること
は５・１０年後に実現していくこと。その部分に対して手を打つ・行動するというアクションがほ
しい。
・ＳＷＯＴ分析の観点を意識した要因分析の記述が少ない。この観点は常に意識しておく必要がある。
・全てが高浜の内部要因で変わるものばかりではない。社会環境の変化も大きく影響するため心配す
る必要はないが、足元をすくわれる危険性もある。
＜情報発信の強化を！＞
・あらゆる情報の提供が市の中だけに留まっていると感じる。市はこんな施策に取り組んでいるとい
うことを、あらゆる媒体を活用しながら外に向けても広く周知するなど、きめ細かい情報発信をお
願いしたい。
＜市民が分かりやすい資料のまとめ方を＞
・資料が多すぎる。Ａ３用紙１枚でまとめ、どのように成果をあげるかを考えるべき。書くことが目
的になっていないか。
＜新たな取組み、見直し・改善（案）を具体的かつ明確に＞
・【DO】の「どのように」の部分を中心に考え、何をするかを明確に。
＜つながりを意識した取組みを＞
・いろんな施策が行われているが、やったら終わりではなく、そこに関わった人たちがステップアッ
プして次にも関わってくれるよう、つながりを丁寧に持つことが大切である。
＜少子高齢化・人口減少への対策＞
・活力があるうちに、少子高齢化、人口減少に対する予防施策に手を打つ必要がある。

