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第２回推進会議
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「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．「施策評価」（点検・確認）のねらい
■ 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
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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

政策

・・・

基本構想

実現に向けた
様々な目標

施策

・・・

基本計画

目標達成に向けた
行動計画

事務事業・・・

（H26～H29：11 目標）

アクションプラン
H26：56 事業
H27：53 事業

計画期間

評価の種類

11 年

中期：４年

中期：４年
＊毎年度
内容を見直し

施策評価

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
中期基本計画 第４章 計画の進行管理

第 21 条（総合計画の策定等）
第３項

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
み入れ、適切な進行管理を行います。

の状況をわかりやすく公表します。

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。
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２．「施策評価」（点検・確認）の実施方法と着眼点
■ 「施策評価」（点検・確認）の実施方法
 「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）にあたっては「施策評価シート」
（※５～６ページ参照）を基
礎資料として、行政の担当グループからの発表を受け、着眼点を踏まえながら聞き
取りを行い、目標の達成に向けて改善すべき課題、今後の取組みにつながるアイデ
アなどのご意見をいただきます。
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評価（点検・確認）の 中期基本計画に掲げる 11 目標
対象
評価（点検・確認）を 【第１段階】行政内部による評価
行う主体
【第２段階】第６次高浜市総合計画推進会議による評価
評価（点検・確認）の 市民は暮らしやすくなったのか、満足度は高まったのかといった大局
着眼点
的な観点で、目標の達成状況を評価（点検・確認）する。
第６次高浜市総合計画推進会議では・・・
（１）行政がとりまとめた「施策評価（内部評価）」の内容を点検・
確認する。
＜評価（点検・確認）の着眼点＞

①目標達成のための主な取組み【DO】
 平成 26 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。
②目標の達成状況と結果分析【CHECK】
 目標（目標値）に向かってきちんと進んでいるか。
 「市民意識調査」「みんなで目指すまちづくり指標」
の結果に対する要因分析や課題把握は的確か。
 「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。
③課題と今後の取組み【ACTION】
 課題が的確に把握されているか。
 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。
（２）点検・確認内容を踏まえ、目標の達成に向けて改善すべき課題、
今後の取組みにつながるアイデアなどのご意見をいただく。
評価（点検・確認）結 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、市長へ提出する。
果の活用・反映
 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 27 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 28
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。
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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）

まちへの想いを育み、
未来を切り開くチカラを高めます
▲自治基本条例 出前授業

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・どうした
いつ
①部局ごとの重点事業を公表するパンフレット「○○部長の実
（１）
H26.７
行宣言」を作成し、各まちづくり協議会で周知するとともに、
市民と行政がお互いにコ
公共施設に設置した。
ミュニケーションをとり、
H26.９
市政運営やまちづくりに ②市公式フェイスブックを立ち上げた。
関する情報発信・情報交換 ③「自分自身が動くことがしあわせ」をテーマとした別冊「広
H26.12
を活発に行います。
報たかはま」新春特別号を発行した。
（２）
①まちづくり協議会の要件を明確化するために「高浜市まちづ H26.4
市民・地域・行政がそれぞ
くり協議会条例」を策定した。
～H26.12
れの得意分野を活かし、と ②市民・地域と市職員のつながりをテーマとした「たかはま大
H26.11
もにまちづくりに取り組
【行政の記載内容】
家族フォーラム」を開催した。
んでいくための環境づく ③「自治基本条例子ども向け副読本」を活用し、地域との協働によ
H26.９
中期基本計画で掲げた目標の達成に向けて、平成 26 年度にどん
りを進めます。
り小学６年生を対象に「出前授業」を実施した。
なことに力を入れて取り組んできたか、主な内容を記載する。 ～H27.2
①自治体内シンクタンク「アシタのたかはま研究所」を設置し
H26.4
（３）
【推進会議の着眼点】
た。
“大家族”のみんなが幸せ ②20 年後の高浜市や行政サービスのあり方などを見据え、
各種 H26.4
平成 26 年度に実施した取組内容は、目標達成のための手段とし
な生活を送ることができ
の政策データの収集・分析、政策課題の洗い出しなどの調査・
～H27.3
て適切だったか。
るよう、高浜市で暮らす日
研究を行った。
常の「心地よさ」を高める ③「しあわせづくり計画」を市民とともに策定するための準備 H26.7
を進めた。
（例：職員を対象とした政策形成能力・課題解決能
取組みを進めます。
～H27.3
力向上のためのワークショップ）
①民間企業へ職員を派遣し、習得した業務改善手法を全庁展開 H26.4
（４）
した。
～H27.3
現場を第一に考え、問題意 ②内部研修として、中堅・若手を対象とした「たかはま地域経 H26.4
営実践塾」や新人職員を対象とした「若手職員成長支援研修」
識を持って課題に積極的
～H27.3
を実施した。
に取り組むため、職員力を
③外部研修として、「やねだん故郷創生塾」「全国地域リーダー H26.4
高めます。
養成塾」
「自治大学校」などへ職員を派遣した。
～H27.3
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施策評価シート（イメージ）
＊A３両面

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

集計中

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
100%

70%

80%
60%

２）地域活動に参加したことが
ある人の割合

H29 目標値

79%

85％

50%

80%

56%

30%

40%
20%

３）地域活動に参加したことが
ある職員の割合

H29 目標値

65％

集計中

63%

60%

H29 目標値

80％

40%
20%

10%

0%

0%
H25

H26

H27

H28

H29

-10%

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）
【行政の記載内容】
「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「指標の推移」から見えてきた課題を記載する。
※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値を記載する。
【推進会議の着眼点】
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】
課題

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

【行政の記載内容】
 平成 26 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課題、新たに発生し
ている課題を３つ挙げる。

 どのように課題解決に取り組んでいこうと考えているのか、新たな取組み（案）や見直し・
改善（案）を記載する。
【推進会議の着眼点】
①課題が的確に把握されているか。
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つながるアイデアはな
いか。
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推進会議委員からのコメントをまとめます。

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

平成 26 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。
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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
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など）

３．推進会議（第３回・第４回）の進め方について
（１）発表（約３０分）
 行政においてとりまとめた「施策評価シート」（内部評価）の内容を、とりまとめ
グループのリーダーから、１目標あたり４分以内で発表します。
＜説明のポイント＞
Ⅲ－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）
Ⅳ．「課題と今後の取組み」

（２）聞き取り・意見交換（約５０分）
 「施策評価シート」（内部評価）の内容を点検・確認し、着眼点を踏まえ、意見等
を述べる。

日程
第３回
7 月 29 日（水）

発表内容
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（６）産業を活性化して、まちを元気にします
目標（７）みんなでまちをきれいにします
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
目標（９）安全・安心が実感できる地域づくりを進めます
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（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
目標（11）一人ひとりの元気と健康づくりを応援します

第４回
８月５日（水）

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）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（２）将来を見据えた計画的・効果的な財政運営を行います
基本目標Ⅱ．学び合い 力を合わせて 豊な未来を育もう
目標（３）人と学びの輪を広げ、まちのチカラを育みます
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
目標（５）地域ぐるみで子育ち・子育てを支えます

※シート作成に関わった部署の部長・グループリーダー等が出席します。
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■「施策評価シート」（内部評価）作成担当部署一覧
◎＝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

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 木村忠好）
企画部 人事グループ
（GL 野口恒夫）

企画部長 加藤元久
総務部長 新美龍二

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 内田徹）
市民総合窓口センター 税務グループ（GL 鵜殿巌）
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 木村忠好）

＜基本目標Ⅱ＞

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 岡島正明）

学び合い
力を合わせて
豊かな未来を
育もう
教育長 岸上善徳
中村孝徳

＜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
＜基本目標Ⅰ＞
都市政策部長 深谷直弘
企画部長大岡英城
加藤元久

総務部長

新美龍二

＜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 神谷美百合）

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）
こども未来部 文化スポーツグループ （GL 岡島正明）

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 平山昌秋）
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 山下浩二）
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 竹内定）
市民総合窓口センター 市民生活グループ （GL 山下浩二）
目標（９）安全・安心が実感できる地域づくりを進めます
◎都市政策部 都市防災グループ （GL 芝田啓二）
都市政策部 上下水道グループ （GL 竹内定）
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 杉浦崇臣）
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 加藤一志）
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 加藤一志）
福祉部 生涯現役まちづくりグループ（GL 磯村和志）
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