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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

「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。 

目標が 

達成された姿 

 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） 

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。 

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

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、

公共施設に設置した。 

H26.７ 

②市公式フェイスブックを立ち上げた。 H26.９ 

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

報たかはま」新春特別号を発行した。 
H26.12 

（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。 

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

くり協議会条例」を策定した。 
H26.4～12 

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

家族フォーラム」を開催した。 
H26.11 

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

り小学６年生を対象に「出前授業」を実施した。 

H26.９～ 

H27.2 

（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。 

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

た。 
H26.4 

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

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・

研究を行った。 

H26.4～ 

H27.3 

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

を進めた。（例：職員を対象とした政策形成能力・課題解決能

力向上のためのワークショップ） 

H26.7～ 

H27.3 

（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。 

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

した。 

H26.4～ 

H27.3 

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

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」

を実施した。 

H26.4～ 

H27.3 

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

養成塾」「自治大学校」などへ職員を派遣した。 

H26.4～ 

H27.3 

 

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 



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） 実績値（H29） 動向 

66.4％ 64.1％     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

３）地域活動に参加したことが 
ある職員の割合 

   

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 3.9%、2.5％の増となっており、目標値に向かって順調に伸びて

いる。市民・行政含め、まちづくりに関する様々な取組みの総合的な成果が表れた結果と考えられる。自

らがまちに何らかの形で関わることによって、まちへの愛着が高まり、「いつまでも住み続けたい」という

想いが育まれていくと考えられる。 

・しかし、指標１）２）の概要を市民意識調査報告書から見ると、10～40代の割合が全体に比べて低くな

っている。今後は特に 10～40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

出していくことが必要である。すぐに効果が表れるものではないが、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）は策定時と比べて 0.8%の減となっている。職員研修やフォーラム等で、地域との関わり方や地

域に出ることの大切さを伝えてきたが、職員からは「地域に出るきっかけがない」との声もあるため、職

員の地域活動への参加を後押しする仕組みが必要である。また、まちづくりの輪を広げるため、職員が率

先してアクションを起こしていく必要がある。 

・市民意識調査の結果は、策定時と比べて 2.3%低下した。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・協力には必ずしも

つながっていないと考えられる。また、女性に比べ、保護者の会や趣味・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少ない男性に対して、連携・協力の実感を高める取組みも必要である。

個人の活動も大切だが、一人ひとりが持っている力を少しずつ持ち寄り、より大きな力へと変えていくこ

とが、まちを動かすエネルギーになっていく。市民・地域・行政がそれぞれのチカラをさらに高め、それ

らを総合力として結集させ、真に必要とされる課題解決や長所伸展に向けて注力していく必要がある。 
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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）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

比べ低下した。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。 

・指標１）２）の結果を見ると、特に

20 歳代の割合が大きく低下してい

る。若いうちからまちに対して愛着や

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る。 

・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。 

・しあわせづくり計画の策定に際し、市民ワークショップ等への

若い世代の参加を促し、市民と職員が一緒になって計画をつく

りあげていく。 

・人事グループと連携し、新人研修に実践を取り入れた「やって

みよMyプロジェクト新人職員版」をスタートさせ、今後は市

民へも枠を広げ、まちを“こうしたい”を実現させる取組みを

展開していく。 

・「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”と言える人、まちづくりの一歩を踏み

出す人を増やしていく。 

（２）市民・団体・企業等の連携強化 

・市民意識調査設問の文中にある“市民

みんなが連携・協力してまちづくりを

行っている”と感じている人を増やす

ため、市民・団体・企業等が連携でき

る場の提供や取組みが必要である。 

・特に、男性に対して連携・協力の実感

を高める取組みが必要である。 

・市民・団体・企業、行政等のチカラを総合力として結集させ、

市の課題解決や長所伸展に取り組んでいくため、地域活動の担

い手が各々の活動を理解し、連携を深められるような場として、

「まちづくり協議会サミット」や「まちづくりフォーラム」を

開催する。 

・まちづくり協議会や町内会、おやじの会の活動など、まちのた

めに男性が頑張っている姿を広報等で取り上げ、男性のまちづ

くりへの参画・協力を促す。 

（３）職員の地域活動への参加を後押し

する仕組みづくり  

・職員の地域活動への参加を促進する仕

組みが不足しており、まちづくり指標

「地域活動に参加している職員の割

合」も策定時に比べ低下した。職員か

らは、「地域に出るきっかけがない」

との声もあるため、地域へ飛び出すた

めのきっかけづくりが必要である。 

・全庁協働の考え方をまとめたガイドラインを作成し、全庁協働

の重要性を職員に徹底させるとともに、実際に行われている地

域活動への参加を職員に呼びかけるなど、まちづくりの輪を広

げるため率先して地域活動に参加する職員を増やしていく。 

・引き続き「意欲向上研修」や「たかはま地域経営実践塾」など

の場において、地域活動に参加することの意義や、実際に活動

をしている職員の生の声を届け、職員の地域に飛び出す一助と

なる取組みを進める。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、目標の達成に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


