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推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

 

取組状況 

 

具体的な 

取組内容 

 

関連 AP 

（担当 G） 

 

 

 

※行政の考え方と対応（案） 取組状況 分類基準 

Ａ．既に完了 アクションに着手し、既に完了した取組み 

Ｂ．着手済 アクションに着手し、継続中の取組み 

Ｃ．平成 29 年度に実施予定 平成 29 年度からアクションを起こしていく取組み 

Ｄ．実施しない アクションについて検討したが、実施しない 

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 

【シートの見方】 

平成 27年度の取組み

に対する施策評価に

際し、推進会議委員か

らいただいたコメン

トを、「提案」または

「感想・意見」のいず

れかに分類し、記載し

ています。 
 

推進会議委員からのコメ

ントに対する行政の考え

方・対応案、期限等（いつ

から・いつまでに）を記載

しています。 
 

コメントに関連するアクションプラ

ン・担当グループを記載しています。 
 

「提案」の類のコメントに対する取組

状況を、４つに分類しています。 

（下記分類基準 参照） 
 



 

 

 

 

 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①交付金の枠の見直し 

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。 
具体的な 

取組内容 

・まち協が誕生して 10 年余が経過しますが、こ

れまで地域のつながり・絆づくりやまちへの愛

着・誇りを高めるための数多くの取組みが行わ

れてきました。 

・今後は、交付金の使い道について、学区を越え

た話し合いの場である「おさいふ会議」を開催

し、真に市が抱える課題の解決のために交付金

が使われるよう、市民の皆さんと協議しながら

取り組んでいきます。  

関連 AP 

（担当G） 

№3 まちづくり応援事業 

   （総合政策 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②各種団体への情報発信の働きかけ 

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。 

具体的な 

取組内容 

・まち協や町内会等の会合の場で、各団体等が行

う活動について、行政からの発信だけではなく、

自ら積極的に情報発信するよう働きかけを行っ

ていきます。 

関連 AP 

（担当G） 

№3 まちづくり応援事業 

   （総合政策 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

③中堅職員の成長支援 

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。 具体的な 

取組内容 

・「若手職員による職員のための研修」の対象範囲

を中堅職員（35 歳以下の今後主査職を目指す主

任・主事職）まで拡大します。そして、中堅職

員が若手職員のリーダーとなって、ともに研修

の企画から運営までを行うことで、中堅職員に

求められる問題解決能力やリーダーシップ能力

などを養うための成長支援を行っていきます。 

関連 AP 

（担当G） 

№5 職員力ステップアップ事業 

   （人事 G） 

 

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 



 

 

 

 

 

１．提案に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①コストの見える化 

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。 

取組状況 
Ａ．既に完了        Ｂ．着手済  

Ｃ．平成 29年度に実施予定  Ｄ．実施しない  

具体的な 

取組内容 

・平成 23年度に作成しました、「公共施設マネジメ

ント白書」、平成２６年度に作成しました「公共施

設あり方計画（案）」及び平成２７年度に作成しま

した「公共施設総合管理計画」において、公共施

設の維持管理や建替え・大規模改修を行った場合

のコストについてお示ししています。 

 

・今後は、データの見直しができる仕組みを構築す

るとともに、わかりやすい資料を作成して、情報

発信を行っていきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№9 公共施設等適正化事業 

   （行政 G） 
 

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 



 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①迅速な情報の発信・共有 

・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。 

 

・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。 

具体的な 

取組内容 

・公共施設の現状や方向性については、市公式ホ

ームページや広報で機会をのがさないよう情

報提供していきます。また、公共施設の現状と

課題につきましても、市民と情報共有し、公共

施設のあり方に取組むことの必要性が理解い

ただけるよう情報提供していくとともに、出前

講座などで取組みに対する理解がいただける

よう説明していきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№9 公共施設等適正化事業 

   （行政 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②長年の施設利用者への対応 

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。 

具体的な 

取組内容 

・対象となる施設の利用者への説明については、

施設所管グループとの連携を図りながら、利用

者へ方向性やスケジュールをなるべく早い段

階で情報提供し、理解をいただけるよう丁寧な

説明に努めてまいります。 

関連 AP 

（担当 G） 

№9 公共施設等適正化事業 

   （行政 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

③４つの“Ｃ”の重要性 

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。 

具体的な 

取組内容 

・本市の公共施設のあり方の方向性として、施設

の総量圧縮により保有量の適正化を図り、残す

施設に対して長寿命化を図っていくものです。

その中で施設用途の転用（Conversion）や複

合化（Complex）を進めることで、施設の有

効活用を図ってまいります。 

・部局間の協力（Crossover）については、推進

本部会議と、その下に目的に合わせた検討部会

を設置することにより検討を進めてまいりま

す。 

・市民と共に考え、プロセスを共有すること

（Co-Production）については、出前講座な

どを活用することで引き続き取り組みの必要

性を説明していきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№9 公共施設等適正化事業 

   （行政 G） 

 



 

 

 

 

 

１．提案に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①市誌の電子化 

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。 

取組状況 
Ａ．既に完了        Ｂ．着手済  

Ｃ．平成 29年度に実施予定  Ｄ．実施しない  

具体的な 

取組内容 

新「市誌」の電子化に向けた検討〔H29～〕 

・今回編さんする市誌については、刊行目標年度で

ある平成 32 年度を目指して電子化に向けた検討

を進めます。 

・どのような形がふさわしいのか（例：PDF、電子

書籍）については、「市誌編さん委員会」（今年度

発足予定）や「市誌編集委員会」（平成 29 年度発

足予定）において、費用や使いやすさ等を総合的

に考慮しながら検討を行います。 

現行「市誌」等の電子化〔実施しない〕 

・現行の「高浜町誌第１巻」「高浜市誌第２巻」「高

浜市誌資料」については、発行から 40 年以上が

経過していること、費用や活用頻度等の観点から

電子化は見送ります。その代わり、今回発行する

市誌が、多くの市民に活用されるように注力して

いきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№15 市誌編さん事業 

   （文化スポーツ G） 
 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①生涯学習の体系の周知 

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。 

 
具体的な 

取組内容 

本市が目指す生涯学習の姿の発信〔実施中〕 

・生涯学習の基本的な考え方は「いつでも・どこで

も・だれでも・いつまでも」であり、生涯学習拠

点は公民館をはじめとする公共施設にとどまるも

のではありません。 

・平成 29 年度には「第２次高浜市生涯学習基本構

想」の基本計画部分について改訂作業を行います。

計画見直しの過程の中で、本市が目指す生涯学習

のあり方等について、様々な機会をとらえ、ご理

解をいただけるよう発信していきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（３）に関するアクションプラン全般 

（№14～17：文化スポーツ G） 

 

目標（３） 

人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます 



  

 

 

 

 

１．提案に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①カリキュラムメニューの追加 

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。 

取組状況 
Ａ．既に完了        Ｂ．着手済  

Ｃ．平成 29年度に実施予定  Ｄ．実施しない 

具体的な 

取組内容 

・高浜カリキュラムは生活科や総合的な学習の時間

において実施しており、カリキュラムの実践にお

いて、今後ますます児童生徒の「主体的・対話的

で深い学び」を促すアクティブラーニングを推進

していく必要があります。 

 

・その他の教科においても、ある程度の時間数をか

けた単元において、児童生徒の「主体的・対話的

で深い学び」を狙う場合、グループや学級全体で

児童生徒同士の意見交換を行う必要性が生まれま

す。このような学習を進めていく課程で、内面か

ら生ずるコミュニケーション欲求に基づく協働的

な学びを多く経験させて、コミュニケーション能

力を育てていきます。 

 

・以上の考えを校長会や学校訪問で直接教職員に伝

え、各学校の研究授業や公開授業などに反映でき

ているか確認し、話し合いをしながら共に推進し

ていきます。また、学校づくり、授業づくりの核

となる各学校の主題研究に、アクティブラーニン

グの考えをいくらかでも取り入れ、主題研究を進

めるように、学校訪問などで話し合いながら推奨

していきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№19 高浜カリキュラム推進事業 

   （教育センターG） 

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 



２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①若い職員の地域との関わり 

学校側で地域と接触しているの

は四役が中心。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。 

具体的な 

取組内容 

・地域の方々との具体的な話し合いや連絡調整は、

各校の四役が中心となって進めていることが多

い。一方、実際の事業における活動の中では、学

校間の差はあるものの、四役でない教職員も多く

参加・協力している実態があります。目の前のた

くさんの学校業務をこなしながら、若手教職員が

今以上に関わっていくことは難しい面もあります

が、各校がファシリテーターの役割を果たせる教

職員の育成を図り、次世代につなげていく重要性

について、校長会等で伝えていきます。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（４）に関するアクションプラン全般 

（№18～20：教育センターG） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②部局間の横のつながり強化 

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。 

具体的な 

取組内容 

・高浜カリキュラムの実施にあたっては、すでに多

くの場面で地域の方々からの協力を得ながら、協

働して授業を進めています。ただし、学習内容や

活動の中身の見直し、新たな活動を計画していく

にあたって、これまでとは違った地域の方々との

連携を考える必要があります。それに対応できる

よう、教育センターＧが他部局で把握している人

材を集約し、各学校に情報を提供していきます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№19 高浜カリキュラム推進事業 

   （教育センターG） 
 
 

 



 

 

 

 

 

１．提案に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①事業のＰＲ方法の改善 

事業のＰＲ方法として、チラシ

の配布だけではなく、例えばＰ

ＴＡ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。 

取組状況 
Ａ．既に完了        Ｂ．着手済  

Ｃ．平成 29年度に実施予定  Ｄ．実施しない  

具体的な 

取組内容 

・直接説明する機会として、入園説明会や園行事の

ようなこども育成グループが所管する場を活用し

たＰＲについては、これまでも実施しています。 

・平成２８年５月には、５分程度ですが、放課後居

場所事業に関する児童や先生に向けた説明会を実

施しました。 

・今後も、提供したい内容にあわせて、関係者とも

協議し、適切な場を検討していきます。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（５）に関するアクションプラン全般 

（№21～23：こども育成 G） 
 
 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 
 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①適時適切な情報提供 

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。 

具体的な 

取組内容 

・情報の出し方によっては、かえって誤解を招く心

配がある内容もありますので、慎重に対応すべき

点もあります。 

・より分かりやすい方法を検討し、市民が理解しや

すいように、段階的な情報提供ができればと思い

ます。 

関連 AP 

（担当 G） 

№21 保育サービス充実事業 

（こども育成 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②子育て支援施策のＰＲ 

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。 

具体的な 

取組内容 

・今後、全ての施設を維持できないかもしれません

が、機能としては、今後も現状の就園前の子育て

支援のレベルを維持していければと思います。 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（５）に関するアクションプラン全般 

（№21～23：こども育成 G） 

 

目標（５） 

地域ぐるみで子育ち・子育てを支えます 



 

 

 

 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①市の特産品の開拓方法 

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。 具体的な 

取組内容 

・特産品はふるさと寄付金に対する謝礼品のライン

ナップとして高浜市観光協会が発掘および周知を

しています。 

 

・高浜市を訪れる方が立ち寄る「高浜市観光案内所

オニハウス」においても特産品の販売や紹介を行

っており、高校生の活動「高浜高校生ＳＢＰ（ソ

ーシャルビジネスプロジェクト）」はそれとは別に

新たな取り組みとなります。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

№29 地方創生加速化交付金事業 

   （地域産業 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②重点施策に関する議論 

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。 具体的な 

取組内容 

・観光行政と商工業などの産業育成、人口を増加さ

せるための住みやすさの向上はどれも大切なもの

であり、バランスよく継続して進めるものと考え

ています。 

 

・特に高浜市および周辺市町は第２次産業の就労人

口が高い地域であるため、「人が資源」となる観光

を進めながらも、産業の推進と就業者となる市民

の住みやすさもバランスよく高めていく必要があ

ると考えます。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（６）に関するアクションプラン全般 

（№24～30：企業支援Ｇ・地域産業Ｇ） 

 

目標（６） 

産業を活性化して、まちを元気にします 



 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

③単行本を活用した地場産業のＰＲ 

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。 
具体的な 

取組内容 

・鬼師を題材とした単行本に限らず、高浜市を題

材とした作品は高浜市の魅力を紹介するものと

して高浜市観光案内所オニハウスにて紹介をし

ています。 

 

・市内外のイベントにおいてもタカハマ物語やふ

るさと応援寄付金の謝礼品など「高浜の魅力」

の紹介を行っています。 

 

関連 AP 

（担当G） 

№27 地場産業振興事業 

   （地域産業 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

④営農組織の法人化 

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。 

具体的な 

取組内容 

・農業団体の法人化は、組織的な農業活動が活発

化し、農業経営者や生産農家が必要としてはじ

めて実現するものと考えており、「目標」ではな

く、地域農業活性化の「１手段」としてとらえ

ています。 

 

関連 AP 

（担当G） 

№28 農業経営安定推進事業 

   （地域産業 G） 

 



 

 

 

 
 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①環境学習のさらなる推進 

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。 

具体的な 

取組内容 

・行政としても、子どもたちへの環境学習施策は大

変重要と考えています。 

 

・市職員が講師となり、各小学校での環境学習の開

催や小中学校での子ども環境美化推進員の登録と

活動支援を継続します。 

 

・高浜エコハウスでの環境学習や資源ごみ分別学習

の開催や児童センターなどの子どもの居場所で、

環境啓発活動を展開します。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

№31 みんなでまちをきれいにします事業 

   （市民生活 G） 

 

 

目標（７） 

 みんなでまちをきれいにします 



 

 

 

 

 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①10 歳代の動向分析 

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。 

具体的な 

取組内容 

・公共事業による社会資本の整備は、計画に沿って

長い時間軸により行っていくものであり、今後の

推移を見ていくこととします。 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（８）に関するアクションプラン全般 

（№32～37:上下水道Ｇ・市民生活Ｇ・都市整備 G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②公園への水辺空間の創出 

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 

具体的な 

取組内容 

・現状の公園については、過去に整備した施設の維

持管理を主体と進めるため、新たな施設の整備は

行わないものとします。 

関連 AP 

（担当 G） 

№37 緑のあるまちづくり事業 

   （都市整備 G） 

 

 

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 



 

 

 

 

 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①10 歳代の動向分析 

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。 

具体的な 

取組内容 

・小学校４年生から中学校３年生までが参加してい

る「子ども防災リーダー養成講座」の受講生に対

して意見を聞くなど、現状把握等に努めていきた

い。 

 

・市民意識調査の子どもたちの自由意見のコメント

を見ると、不審者など、子どもたちが被害に遭い

やすい犯罪が多発していることが、ポイントを下

げている一つの要因ではないかと分析していま

す。今後、警察を始めとした関係団体と連携しな

がら様々な対策を講じていくことが必要と考えま

す。 

関連 AP 

（担当 G） 

目標（９）に関するアクションプラン全般 

（№38～40：都市防災G） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

②防犯カメラ設置場所の検討 

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。 具体的な 

取組内容 

・本年度、防犯カメラの寄贈が予定されていること

から、設置場所については、町内会の防犯部長、

まちづくり協議会の防犯グループリーダー、碧南

警察などで構成される「防犯ネットワーク会議」

の中で意見を聞きながら進めていきたい。また、

今後の設置についても同様の流れで進めていきた

い。 

関連 AP 

（担当 G） 

№39 防犯対策推進事業 

   （都市防災Ｇ） 

 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

③企業が実施する活動の周知 

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。 

具体的な 

取組内容 

・市や碧南警察等が作成する交通安全に関するチラ

シや啓発品などに、従来の交通安全協会や交通指

導委員会に加え、碧南高浜安全運転管理協議会の

名称を掲載するなど、地域の多くの企業が様々な

交通安全対策に取り組んでいることの周知を図っ

ていきたい。また、交通安全講話などにおいて、

同協議会の取組みなども紹介していきたい。 

関連 AP 

（担当 G） 

№40 交通安全啓発事業 

   （都市防災Ｇ） 

 

目標（９） 

 安全・安心が実感できる地域づくりを進めます 



 

 

 

 

 

１．提案に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①生活困窮世帯への幅広い支援 

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。 

取組状況 
Ａ．既に完了        Ｂ．着手済  

Ｃ．平成 29年度に実施予定  Ｄ．実施しない  

具体的な 

取組内容 

・多様な課題を抱える生活困窮者に対応するために

は、相応の就労訓練や就労体験先を用意すること

が必要です。このため、昨年度から市内の企業、

事業所等へ出向いて生活困窮者の受け入れの協力

をお願いしています。 

 

・なお、生活困窮者自立支援制度では、生活困窮者

に適切な内容の支援が行われる必要があること、

また、労働力の不当な搾取とならないよう留意す

る必要があることから、就労訓練を行う企業、事

業者は、愛知県知事の認定を受ける必要があり、

当該認定を受けた協力企業については、市の公式

ＨＰで公開しています。 

 

関連 AP 
（担当 G） 

№44 生活困窮者自立支援事業 
   （地域福祉 G） 

 
 
 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①生活困窮脱出に向けた対策 

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。 

具体的な 

取組内容 

・稼働年齢層の未就労者の増加は、将来の地域の担

い手の減少や社会保障費の増大につながることか

ら、地域で一体となって対応すべき重要な課題で

あると認識しています。また、就職できない状況

が長く続くと、就労による自立が困難となってく

る傾向があることから、自ら社会との接点を持と

うとしない生活困窮者を早期に把握し、適切に就

労自立に向けた支援につなげるため、制度の効果

的な周知や地域の関係機関とのネットワークの充

実・強化に努めています。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

№44 生活困窮者自立支援事業 
   （地域福祉 G） 

 

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 



 

 

 

 

 
 

２．感想・意見に対する行政の考え方と対応（案） 

推進会議からのコメント 行政の考え方と対応（案） 

①認知症予防施策のさらなる推進 

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。 

具体的な 

取組内容 

・平成 27 年度に実施した脳とからだの健康チェッ

クで、認知症予防に対する意識付けにつながりま

した。今後は、認知症の発症を遅らせる効果が期

待できるコグニサイズなどを通して、認知症予防

に取り組みます。 

 

・ホコタッチ（活動量計）をつけて、外出やウォー

キングを楽しむ高齢者が増えてきました。運動に

加えて、交流の機会を持つことが認知症予防に効

果があるため、健康自生地に出向き、活動に参加

したくなるような仕組みづくりを行います。 

 

・認知症サポーターを養成して、増やすことにより、

認知症高齢者を地域全体で支えていきます。 

 

関連 AP 

（担当 G） 

№49 認知症早期発見事業 

   （保健福祉 G） 

 

 

 

 

目標（１１） 

 一人ひとりの元気と健康づくりを応援します 


