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

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

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 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。

■

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
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

☆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。

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

づくり指標」の結果分析や課題把握は
的確か。

〔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
料等の調整を行う。

☆求めに応じて
関係職員が出席

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
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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
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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
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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

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
こども未来部長 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
市民総合窓口センター長

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）

