「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

第６次高浜市総合計画
基本計画【中期】

施策評価シート
〔平成２６年度の取組みに対する評価〕

平成 27 年 8 月
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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】

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）

計画期間

評価の種類

11 年

中期：４年

アクションプラン

中期：４年

H26：56 事業
H27：53 事業

＊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

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

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）

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）

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％

×

（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％

○

（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％

×

６１．５％

６１．５％

△

５３．３％

５５．４％

○

２６．９％

２８．４％

○

６４．１％

６７．４％

○

（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％

○

（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％

×

（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％

○

（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％

○

（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」＋「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 26 年）が計画策定時の値（平成 25 年）を上回っている。
△＝実績値（平成 26 年）が計画策定時の値（平成 25 年）と同じ値である。
×＝実績値（平成 26 年）が計画策定時の値（平成 25 年）を下回っている。

■□（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

計画策定時の値
（平成２５年）

目標の達成度を計る指標

（１）

いつまでも高浜市に住み続けたいと
まちへの想いを育み、未来を切り 思っている人の割合 ※

79.4％

開くチカラを高めます
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

63.1％

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いる人

人と学びの輪を広げ、まちのチカ

の割合

ラを育みます

将来の夢を持っている子どもの割合

※

※
学校が好きと感じている子どもの割

学校・家庭・地域が連携を深め、 合※
12 年間の学びや育ちをつなげま
す

合

地域ぐるみで子育ち・子育てを支

る人の割合

※

子どもとふれあう行事に参加したこ
とのある人の割合

※

みんなでまちをきれいにします

72.0％

81.1％

○

65％

○

80％

×

105 億円

○

80％

○

70.2％

76％

78.0％

85％

×
×

88.4％
81.8％

85％

◎

75％

◎

76.5％

65.6％

64.6％

74％

×

45.3％
44.8％

898 社

市内の法人数

922 社

51％

○

930 社

○

99,000 人
行政がかかわるイベントの来場者数

（７）

85％

★注意

子どもを産み、育てやすいと感じてい

産業を活性化して、まちを元気に
します

動
向

71.9％

69.4％

（５）

（６）

62.3％

68.8％

学習に積極的に取り組む子どもの割
※

えます

58.5％

100 億円

自主財源の額

財政運営を行います

（４）

83.3％

目標値
（平 成 ２ ９ 年）

103 億円

（２）

将来を見据えた計画的・効果的な

56.0％

実績値
（平成２６年）

76,000 人

100,000 人
536g

１人１日あたりの

490g

545g

家庭ごみ排出量

○

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いる人の割合

○

79.9％

85％

○

3,500 人

◎

※
2,900 人

環境美化推進員の人数

（８）

ハーモニーを
奏でる快適な
都市空間をつくります

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

※

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

※

4,263 人
63.7％

72％

66.5％

27.0％

×
24.1％

32％

×

■□（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

目標の達成度を計る指標

（９）

自分自身が災害（地震や風水害など）

安全・安心が実感できる
地域づくりを進めます

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）

目標値
（平 成 ２ ９ 年）

動
向

45％

○

37.6％
32.5％

※
８.5 件

人口 1,000 人あたり犯罪発生件数

人口 1,000 人あたり交通事故発生件

12.0 件以下

12.９件

◎
4.3 件

4.0 件以下

5.0 件

○

数

（１０）

地域福祉に関するボランティア活動

一人ひとりを認め合い、その人ら
に参加したことがある人の割合 ※
しく暮らせるまちづくりを進めま
す
認知症サポーターの人数

（１１）

25％

×
4,931 人

2,843 人

地域包括支援センターを知っている
人の割合

15.5％
17.7％

59.9％

5,600 人
56.0％

70％

※

日常的に運動やスポーツを行ってい

一人ひとりの元気と健康づくりを る人の割合 ※
応援します

かかりつけ医を持っている人の割合

34.8％

73.5％

35.4％

73.5％

43％

×
○

80％

△

※
★注意

○

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③あなたは、家で宿

題以外の勉強をしていますか 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う思う（している）の平均値です。

【指標の動向】
◎=実績値（平成 26 年）が目標値（平成 29 年）に達している。

＜4 指標／26 指標＞（15.4%）

○=実績値（平成 26 年）が目標値（平成 29 年）に達していないが、計画策定時の値（平成 25 年）を上回っている。
＜13 指標／26 指標＞（50.0%）
△=実績値（平成 26 年）が計画策定時の値（平成 25 年）と同じ。

＜1 指標／26 指標＞（3.8%）

×=実績値（平成 26 年）が計画策定時の値（平成 25 年）を下回っている。

＜8 指標／26 指標＞（30.8%）

参考
設問
高浜市のまちづくりのキャッチフレーズ「思いやり

H23
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。

22.4％

H24
33.6％

H25
39.9％

H26
41.4％

ＭＥＭＯ

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
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

▲自治基本条例 出前授業

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
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）
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、
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
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
市民・地域・行政がそれぞ
くり協議会条例」を策定した。
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
【行政の記載内容】
もにまちづくりに取り組
家族フォーラム」を開催した。
中期基本計画で掲げた目標の達成に向けて、平成 26
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
年度にどんなことに力を入れて取り組んできたか、主
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。
な内容を記載しています。
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
（３）
た。
【推進会議の着眼点】
“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
平成 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・
26 年度に実施した取組内容は、目標達成のため
な生活を送ることができ
るよう、高浜市で暮らす日
研究を行った。
の手段として適切だったか。
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
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。
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
（４）
した。
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
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
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
高めます。
養成塾」
「自治大学校」などへ職員を派遣した。

いつ
H26.７
H26.９
H26.12
H26.4～12
H26.11
H26.９～
H27.2
H26.4
H26.4～
H27.3
H26.7～
H27.3
H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3

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％

実績値（H29）

動向

64.1％
そう思う
どちらかといえばそう思わない
無回答

どちらかといえばそう思う
そう思わない

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

64.1
0%

20%

10.5

40%

55.9

60%

80%

25.4

100%

6.3 1.9

56.1
69.7

目標の達成度合いをはかる

88.9
54.3
62.6

「市民意識調査」と

62.3
60.0

「みんなで目指すまちづくり指標」の
数値の推移を示しています
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

62.4
76.4

64.3

67.3
３）地域活動に参加したことが
ある職員の割合
55.9
68.3

H29 目標値

64.6

85％

H29 目標値
H29 目標値

80％

65％

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
【行政の記載内容】
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
「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
想いが育まれていくと考えられる。
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
・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
推移」から見えてきた課題を記載しています。
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、
※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
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
値を記載しています。
組んでいく必要がある。
【推進会議の着眼点】
・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
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
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
行われているか。
先してアクションを起こしていく必要がある。
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。
・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
③課題解決に向けた考え方・方向性が示されているか。
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。
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。

【施策評価シートの見方】

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 ・広報やフェイスブック等を活用しながら、まちの良さ、
・市民意識調査の設問である「まちを愛
まちづくり協議会や町内会活動など現在行われている
拡充
する想いが育まれ、市民みんなが連
地域活動の内容や活動に対する想い、成果などの見え
・
携・協力して、まちづくりを行ってい
る化をさらに強化することで、まちづくりを身近なも
強化
るまちだと思う」人の割合が策定時に
のと感じ、まちのことを「自分のこと」として考え、
比べ低下した。まちづくりに参加する
まちづくりに参加する人を増やしていく。
ためのきっかけづくりを進めるとと ・しあわせづくり計画の策定に際し、市民ワークショッ
新規
もに、市民活動情報や活動効果の発信
プ等への若い世代の参加を促し、市民と職員が一緒に
【行政の記載内容】
強化が必要である。
なって計画をつくりあげていく。
 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
・指標１）２）の結果を見ると、特に
・人事グループと連携し、新人研修に実践を取り入れた
課題、新たに発生している課題を３つ挙げています。
20 歳代の割合が大きく低下してい
「やってみよ My プロジェクト新人職員版」をスター
新規
 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
る。若いうちからまちに対して愛着や
トさせ、今後は市民へも枠を広げ、まちを“こうした
誇りを持ち、自分のまちを“こうした
い”を実現させる取組みを展開していく。
組み（案）や見直し・改善（案）を記載しています。
い”“よくしていきたい”と考える人
・
「まちづくり出前授業」や「まちづくりフォーラム」の
 課題解決に向けた新たな取組み（案）
見直し・改善（案）に掲げた取
拡充
を増やすための取組みが必要である。
さらなる発展を図り、
子どもや若い世代のうちから“ま
組みを、
「新規、拡充・強化、継続、縮小、廃止」の５つに分類してい
・
ちのことが好き”と言える人、まちづくりの一歩を踏
強化
ます。
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・団体・企業、行政等のチカラを総合力として結
【推進会議の着眼点】
・市民意識調査設問の文中にある“市民
集させ、市の課題解決や長所伸展に取り組んでいくた
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
みんなが連携・協力してまちづくりを
め、地域活動の担い手が各々の活動を理解し、連携を
析を踏まえたものとなっているか。
行っている”と感じている人を増やす
深められるような場として、
「まちづくり協議会サミッ
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
ため、市民・団体・企業等が連携でき
ト」や「まちづくりフォーラム」を開催する。
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
る場の提供や取組みが必要である。
・まちづくり協議会や町内会、おやじの会の活動など、
ているか。
・特に、男性に対して連携・協力の実感
まちのために男性が頑張っている姿を広報等で取り上
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・
を高める取組みが必要である。
げ、男性のまちづくりへの参画・協力を促す。

改善（案）がしっかりと練られているか。
（３）職員の地域活動への参加を後押し
・全庁協働の考え方をまとめたガイドラインを作成し、
する仕組みづくり
全庁協働の重要性を職員に徹底させるとともに、実際
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
・職員の地域活動への参加を促進する仕
に行われている地域活動への参加を職員に呼びかける
つながるアイデアはないか。
組みが不足しており、まちづくり指標
など、まちづくりの輪を広げるため率先して地域活動
「地域活動に参加している職員の割
に参加する職員を増やしていく。
合」も策定時に比べ低下した。職員か ・引き続き「意欲向上研修」や「たかはま地域経営実践
らは、「地域に出るきっかけがない」
塾」などの場において、地域活動に参加することの意
との声もあるため、地域へ飛び出すた
義や、実際に活動をしている職員の生の声を届け、職
めのきっかけづくりが必要である。
員の地域に飛び出す一助となる取組みを進める。

拡充
・
強化

拡充
・
強化

拡充
・
強化

継続

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 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。

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
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

▲自治基本条例 出前授業

「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
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）
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、
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
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
市民・地域・行政がそれぞ
くり協議会条例」を策定した。
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
もにまちづくりに取り組
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
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。
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
（３）
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
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・
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
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。
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
（４）
した。
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
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
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
高めます。
養成塾」
「自治大学校」などへ職員を派遣した。

いつ
H26.７
H26.９
H26.12
H26.4～12
H26.11
H26.９～
H27.2
H26.4
H26.4～
H27.3
H26.7～
H27.3
H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3

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％

実績値（H29）

動向

64.1％
そう思う
どちらかといえばそう思わない
無回答

どちらかといえばそう思う
そう思わない

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

64.1
0%

20%

10.5

40%

60%

55.9

80%

25.4

100%

6.3 1.9

56.1
69.7

88.9
54.3
62.6
62.3
60.0
62.4
76.4

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

64.3

２）地域活動に参加したことが
ある人の割合

67.3
３）地域活動に参加したことが
ある職員の割合
55.9
68.3

H29 目標値

64.6

85％

H29 目標値
H29 目標値

80％

65％

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、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。市民・地域の各種団体・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。

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

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、

・市民意識調査の設問である「まちを愛

まちづくり協議会や町内会活動など現在行われている

する想いが育まれ、市民みんなが連

地域活動の内容や活動に対する想い、成果などの見え

携・協力して、まちづくりを行ってい

る化をさらに強化することで、まちづくりを身近なも

るまちだと思う」人の割合が策定時に

のと感じ、まちのことを「自分のこと」として考え、

比べ低下した。まちづくりに参加する

まちづくりに参加する人を増やしていく。

ためのきっかけづくりを進めるとと

・しあわせづくり計画の策定に際し、市民ワークショッ

もに、市民活動情報や活動効果の発信

プ等への若い世代の参加を促し、市民と職員が一緒に

強化が必要である。

なって計画をつくりあげていく。

・指標１）２）の結果を見ると、特に

・人事グループと連携し、新人研修に実践を取り入れた

20 歳代の割合が大きく低下してい

「やってみよ My プロジェクト新人職員版」をスター

る。若いうちからまちに対して愛着や

トさせ、今後は市民へも枠を広げ、まちを“こうした

誇りを持ち、自分のまちを“こうした

い”を実現させる取組みを展開していく。

い”“よくしていきたい”と考える人

・
「まちづくり出前授業」のさらなる発展を図り、子ども

を増やすための取組みが必要である。

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

集させ、市の課題解決や長所伸展に取り組んでいくた

みんなが連携・協力してまちづくりを

め、地域活動の担い手が各々の活動を理解し、連携を

行っている”と感じている人を増やす

深められるような場として、
「まちづくり協議会サミッ

ため、市民・団体・企業等が連携でき

ト」や「まちづくりフォーラム」を開催する。また、

る場の提供や取組みが必要である。

企業がまちのために行っている活動についても、様々

を高める取組みが必要である。

・まちづくり協議会や町内会、おやじの会の活動など、
げ、男性のまちづくりへの参画・協力を促す。

する仕組みづくり

拡充
・
強化

拡充
・
強化

拡充
・
強化

・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

・職員の地域活動への参加を促進する仕

に行われている地域活動への参加を職員に呼びかける

組みが不足しており、まちづくり指標

など、まちづくりの輪を広げるため率先して地域活動

「地域活動に参加している職員の割

に参加する職員を増やしていく。

合」も策定時に比べ低下した。職員か

新規

な媒体を使って広く市民に周知していく。
まちのために男性が頑張っている姿を広報等で取り上

（３）職員の地域活動への参加を後押し

新規

・市民・団体・企業、行政等のチカラを総合力として結

・市民意識調査設問の文中にある“市民

・特に、男性に対して連携・協力の実感

拡充
・
強化

拡充
・
強化

・引き続き「意欲向上研修」や「たかはま地域経営実践

らは、「地域に出るきっかけがない」

塾」などの場において、地域活動に参加することの意

との声もあるため、地域へ飛び出すた

義や、実際に活動をしている職員の生の声を届け、職

めのきっかけづくりが必要である。

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

継続

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

・地域活動・地域貢献に取り組んでいる企業も多い。広く企業の地域活動の取組みなどをＰＲしたり、企業
と市民、地域との連携を目に見える形で進めていただきたい。
・「まちづくり出前授業」を小学生だけでなく中学生を対象に実施してはどうか。中学生にも、町内会やま
ち協が行う活動を踏まえ、まちづくりの大切さを伝えていく必要がある。

その他、目標の達成に向けて

・まちづくり協議会特派員がもっと評価されてもいいのではないか。特派員はまち協の言うことを何でも聞
く“家来”になってはいけない。むしろ、地域を活性化させるために、特派員の任期中にどのくらい変化
を起こさせたか、自立に向けてどのくらいサポートできたかということが評価されるべきである。それが
本人にとって、また、行政職員として生きていく上で大きな資産になるといった制度であるべきである。
特派員は、プロデューサー・コーディネーター・計画づくりのアドバイザー、地域のもめ事を解決に導く
ようなトラブルシューターといった能力が必要な、非常に高度な人材であり、生易しい覚悟ではできない。
そういう経験者を増やしていくことは高浜市にとって宝になる。
・PTA の方が役員を終えた後にも、まちづくり団体に入って活動を継続するなど、まちづくりのつながり
を途切れさせないことが大切である。

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
▲高浜市公共施設あり方計画（案）

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！

（１）
市税収入など、自主財源の
確保に努めます。

（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。
（４）
市民の知りたい、市民に知
ってもらいたい財政情報を
積極的に提供します。
（５）
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。

何を・どうした
①愛知県西三河地方税滞納整理機構と協働し滞納解消に努め
た。
②公共施設の使用料改定額の試算を行った。

いつ
H26.5～
H27.2
H26.9～
H27.2

③「使用料・手数料見直し（改定）に係る基本方針（中間素
案）ほか、プロジェクトの活動報告を部長会で行った。

H27.3

①他市とのサービス水準比較をするためアンケート調査項目
（案）の抽出（ex.1,000 項目）を行った。

H26.4～8

②今後 20 年間を見据えた財政負担の見直しと財源確保の目
標を提示する「長期財政計画」の作成について検討し、そ
の中で行政サービスのあり方を検討することとした。

H27.3

①公共施設あり方計画（案）を作成し、市としての方針をま
～H26.6
とめた。
②高浜小学校整備事業において、市民を交えたワークショッ H26.10～
プを開催し、情報共有及び提供サービスについて検討した。
Ｈ27.3
③市役所本庁舎整備事業において、事業者と基本協定及び事
H27.3
業契約を締結した。
①広報に（当初予算、決算、借金時計、貯金通帳）を掲載し
H26.4～11
た。
②従来の「わかりやすい予算書」を踏襲した「平成 27 年度
H27.3
版当初予算の概要」（案）を作成した。
①刈谷市美術館において、かわら美術館企画展チケットを販
売した。

H26.4～
H27.3

②定住自立圏共生ビジョン懇談会において各分野の進捗状況
の確認を行った。

H26.6～

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）

44.5％

45.7％

実績値（H27）

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
150億円
130億円
110億円
90億円
70億円
50億円

２）市の財政状況に関心を持っている人の割合

H29 目標値

103億円
H29 目標値

100億円

H25

80％

105 億円

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）「自主財源の額」は策定時と比べて３億円増加し、目標値達成に向けて上昇しているが、企業誘致
や既存事業の支援策だけでないリーマンショック後の景気の回復にも支えられている面もあることに留意
する必要がある。目標達成に向けては、アクションプランに掲げる工業用地創出事業、企業誘致事業、市税
等徴収事業のほか、基金の計画的な積立てを行っていく必要がある。
・指標２）「市の財政状況に関心を持っている人の割合」は策定時と比べて 3.1％増加し、目標値に向かって
順調に推移している。増加の要因については、平成 26 年度は「公共施設あり方計画（案）
」について、市
内 5 小学校区で住民説明会を開催し、あわせて「市の財政状況」について説明を行うなど、新たな取組みを
行ってきたことも貢献しているのではないかと考えている。
・「市民意識調査の結果」は、策定時と比べて 1.2％の微増となっている。歳入の大幅な増加が見込めないな
がらも、行政サービスを着実に実施していくためには、自主財源の確保だけでなく、歳出削減の取組みを両
輪として進めていく必要があり、市民の理解が不可欠であることから、ホームページ等での情報提供のみな
らず、平成 26 年度に引き続き、公共施設等総合管理計画に係る住民説明会等において、直接説明する機会
を確保し、市の財政状況について関心を持っている人の割合を増やしていく取組みを計画している。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）自主財源の確保・歳出削減の取組みの
推進
①自主財源の確保
・自主財源の確保については、景気に左右さ
れる面があるが、景気に左右されない主体
的な取組みが必要である。

課題解決に向けた新たな取組み（案） 見直し・改善（案）
①自主財源の確保
・アクションプランに掲げる工業用地創出事業、企業
誘致事業、市税等徴収事業のほか、基金の計画的な
積立てを行っていくことにより、自主財源の確保を 継続

②歳出削減
・自主財源の確保といっても使用料・手数料
然り、手間はかかるが量はなかなか生まれ
ない。そうした中で将来を見据えた財政運
営を行っていくためには、公共施設等の総
量圧縮、行政サービスの見直しなど歳出削
減への取組みを進めて行く必要がある。
・行政サービスの見直しなど歳出削減への取
組みについては、事業所管部局の主体的な
取組みが必要であり、全庁的に取り組む必
要がある。
③歳出削減に係る評価軸の見直し
・事業を維持することに比べ、事業を廃止し
たり、事業費を削減することは大きな労力
を要する。
・こうした厳しい財政状況が予想される中で
歳出削減に取り組んでいくためには、「予
算や現状を自ら見直し、やめる・減額する」
ということが組織全体として求められる。
・予算要求課においても全体最適、健全な財
政運営を考えるため、受益者負担の見直
し、広告料収入の確保等の「自主財源の確
保」、
「事業の廃止」
、
「予算の減額」を評価
する組織風土の醸成が必要である。

②歳出削減
・歳出削減への取組みでは、公共施設等総合管理計画
に基づく、公共施設・インフラに係る事業費削減、
既存サービスの事業費削減計画を含む長期財政計
画に基づく行政サービス水準の抑制など、歳出削減
策を進める。

（２）公共施設の老朽化問題への対応

・公共施設の老朽化問題に対する取組みを、将来にわ
たって着実に進めていくための体制づくりとして、
公共施設マネジメント基本条例の策定や第三者評
価委員会などの体制づくりを進める。
・地域説明会、広報、市公式ホームページなどを通じ
て、公共施設のあり方に関する継続した情報提供を
実施していく。

・今後のまちづくりを見据えた公共施設の老
朽化問題への理念を示し、課題へ対応する
必要がある。
・市民と問題意識を共有し、公共施設のあり
方に対する理解度を高める必要がある。
・資産を有効に活用するため、インフラ資産
を含めた公共施設のあり方の検討を行う
必要がある。

（３）市の財政状況に対する市民の理解を
深める
・市民に当事者意識を持って市の財政状況を
見ていただくことが大切であり、財政に関
する情報を市民に浸透させるには、適切な
時期に、わかりやすく発信していくことが
欠かせない。

進める。

③歳出削減に係る評価軸の見直し
・現在の評価軸は、主要・新規等個別事業の進捗に重
点が置かれているが、全体最適を図る上では、個別
事業の進捗度だけでなく、行財政改革度といった、
全般的な視点が必要となる。
・あわせて、法令の規定に基づくものを除き、市の裁
量に基づく主要・新規事業については、人件費や間
接費、将来の負担といったコスト意識を念頭に置い
て事業化を検討する必要がある。

・公共施設に加え、インフラ資産を含めた方針をとり
まとめた公共施設等総合管理計画の策定を行う。

新規

新規

新規

継続

新規

・市の財政状況にさらに関心を持ってもらえるよう
に、市民の「知りたい」という声を踏まえながら「当
初予算の概要版」「決算の概要版」を作成する。県
内や全国平均との比較を用いるなど、財政がどのよ
うになっているか、今後どのようになるのかをわか 継続
りやすくお知らせする。
〔掲載情報の例〕市税収入の状況、地方交付税の状況、
地方債の借入状況・現在高の状況、基金の状況、歳
出性質別経費の状況、財政健全化指標の状況 など

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

・行政サービス水準の抑制については、目標に反することのないよう、明確な基準を設けた上で見直しを図
っていただきたい。
・公共施設のあり方検討について、市民に対する情報提供が足りない。「こんなことに取り組みます！」に
は「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」とある。市民はもっと情報が知り
たいと思っているし、高浜市をより良くしていくためには、市民の理解が不可欠である。迅速かつ適切な
情報提供をお願いしたい。
・実質破綻の危険ライン・健全ラインといった指標を交えた形で、市の財政状況をお知らせすると、より一
層市民の理解が深まるのではないか。
・「基金の計画的な積立て」について、その目的や今後の財政計画の中での位置付けなど、金額面での情報
提供が必要である。

その他、目標の達成に向けて

目標（３）

人と学びの輪を広げ、
まちのチカラを育みます
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

▲タカハマ！まるごと宝箱
～みんなで鬼みちを歩こう！～

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！

（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。

（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。

何を・どうした
いつ
①「タカハマ！まるごと宝箱」を立ち上げた。（前倒し実施）
（例）みんなで鬼みちをあるこう！／高浜港駅を語ろう！！／
H26.7～
高浜市のお正月料理／１年間の振り返りと高浜の魅力を
みんなで語ろう！ 月１回開催
②愛知教育大学との連携により、公開講座「地域の歴史・文化に
H26.10
ついて民俗学してみよう」を開催した。
③図書館と共同して高浜ふるさと講座「高浜市における土管作り
H26.11
のはじまり」「写真で見る衣浦大橋周辺の今昔」を開催した。
H27.2
①毎週事務局会議に参加し、たかはま夢・未来塾の課題解決など
H26.4～
運営強化に注力した。ロボットクラブに属する２人が世界大会
H27.3
出場を決めた。ディベート甲子園では、全国３位に入賞した。
②中高校生を含む市民スタッフと市民映画「タカハマ物語」第２
弾作戦会議を開催した。「タカハマ物語２」シナリオ・撮影・
演技ワークショップの開催、出演者オーディション、製作発表
H26.7～
会など、製作に向けた準備を進めた。（H27.3.21 クランク
H27.3
イン）また、市民スタッフによる「タカハマ物語２」ラジオ放
送や公式ホームページ、フェイスブックなど、様々な方法によ
り情報発信した。

（３）
地域の良さ（歴史、文化、
伝統など）を学び、地域

（１）に同じ

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。

①たかはまスポーツクラブ・高浜市体育協会・高浜ボートクラ H26.4～
ブ・高浜市スポーツ推進委員会と協働での事業推進を行った。
H27.3
②（仮称）高浜緑地上部利用について、愛知県港務所と定期的に
打合せを実施した。また、市民と検討会を立ち上げ、ワークシ
ョップを開催した。

H26.4～
H27.3

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）
58.9％

実績値（H29）

動向

58.2％

58.2

47.1
65.3

88.9
53.0
57.7
59.9
52.6
50.3
70.8

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

56.4

２）将来の夢を持っている子どもの割合
63.3
50.3
61.7

H29 目標値

76％

58.5 H29 目標値

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）
・市民意識調査は、策定時と比べ 0.7%減（58.9%→58.2%）。
「市民意識調査報告書」で内訳をみると、男
性が策定時と比べ 10.5%減（57.6 %→47.1%）
、女性が 5%増（60.3%→65.3%）と男女間で意識の
違いがみられ、女性は高い水準にあり、かつ増加している。これは、市内で行われている各種スポーツや
文化活動などの生涯学習活動に女性が積極的に参加し、人と人とのつながりがあることの表れである。市
内に学びのプログラムは多数あり、今後は男性を意識した事業展開が求められる。
・指標１）
「高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合」では、策定時と比べ 1.8%減（72.0％→70.2%）。
内訳をみると、男性が策定時と比べ 5.6%減（72.8％→67.2%）
、女性が 0.8%増（71.1％→71.9%）
と男性の減少が全体の数値を押し下げた。まちへの愛着や誇りを高めるには様々な要素があるが、学びの
プログラムに女性が参加し、さまざまなつながりの中から、まちへの愛着や誇りが高まっていると考えら
れる。この指標は今後まちづくりをする上で重要な指標であり、今後は「タカハマ！まるごと宝箱」の取
組みを軸にさらに学びの輪を広げ、特に男性への働きかけを強めたい。
・指標２）
「将来の夢を持っている子どもの割合」では、策定時と比べ 3.1%減（81.1%→78.0%）。内訳を
みると、男子が策定時と比べ 5.1%減（78.9%→73.8%）
、女子が 0.8%減（83.4％→82.6%）と男子
の減少が全体の数値を押し下げた。全体の傾向として、学年が上がるにつれて、数値が低くなっており、
とくに中学生が大きく減少している。スポーツ少年団への支援や夢・未来塾の運営、市民映画「タカハマ
物語Ⅱ」の撮影、地域のおやじの会の活動などで小学生へのアプローチは進んでいるが、中学生になると
部活動や勉強で忙しくなり、アプローチが難しい。今後は、引き続き小学生へのアプローチを高め、その
経験や体験が将来の夢につながる取組みを目指したい。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）学びの輪の広がり

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

・「タカハマ！まるごと宝箱」は、さま

・まちの魅力のコンテンツは、まずは、大人が中心となっ

ざまな世代の人がまちの魅力を掘り

て掘り起こし、その魅力を動画などで発信する部分で子

起こし、磨き上げ、学び合い・語り合

どもが主体的に関わりを持つ中から、あらゆる世代が

うことを目指している。この学びの輪

「もっと知りたい」
「伝えたい」
「地域のために何かした

を子どもも含めたさまざまな世代に

い・役立ちたい」といった想い・行動が循環しあうフレ

広めていくことが大切である。

ームを築いていきたい。これは市民映画「タカハマ物語

拡充
・
強化

Ⅱ」の延長で、子ども若者の成長応援にもつながる事業
として考えている。
（２）たかはま夢・未来塾の充実

・たかはま夢・未来塾内にプログラム検討組織を立ち上げ、 拡充
・これまで、特定の講師により各種プロ
・
子ども目線で事業プログラムや講師のあり方を検討す
強化
グラムが運営されてきたが、塾全体と
る。
して子どもに最適なプログラムを提
拡充
供できる体制づくりが求められる。
・
・講師の複数体制を確立し、安定運営を行う。
強化
（３）生涯学習・スポーツ施設のあり方
※目標（２）
「公共施設のあり方」と関連

①生涯学習・スポーツ施設のあり方
・生涯学習・スポーツ施設は、集いの場、 ・高浜小学校の建替えなどに合わせて、体育センターや図
交流の場、学習の場など学びを支える

書館など生涯学習施設の機能移転を進める。高浜小学校

市民全体の貴重な財産であるが、公共

の複合化、あるいは、別の場所への機能移転など、多方

施設の総量圧縮方針の中で、機能移転

面からの検討を進め、集いの場、交流の場、学習の場と

を進める必要がある。

しての機能を確保する。

継続

②高浜緑地（とくにグラウンド）の早期
供用開始
・狭隘な市域で、野球やサッカーなど競

・高浜緑地は県の予算に進捗が委ねられている。高浜緑地

技人口に比べてグラウンドが少なく、

全体の早期供用開始が望ましいが、愛知県衣浦港務所と

スポーツの振興に支障をきたしてい

の協議ではグラウンド部分の早期着工を特にお願いす

る。高浜緑地のグラウンド部分の早期

る。

継続

供用開始が求められる。

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

・地域には、様々なノウハウを持った人材が大勢いる。例えば、公認会計士・社会保険労務士・司法書士・
弁護士・看護師・歯科衛生士・学校の教員や保育士など、資格を持った人材の掘り起こしを行うことが大
切である。その方たちを、分野別に一覧表にして登録・公開し、学校や各種団体が協力を依頼できるよう
にすると、教える人と教わりたい人がつながる仕組みができるのではないか。また、教わった人が、学び
の成果を活かして教える側に回ることができるよう、取組みを進めていくことも大切である。
・趣味・教養・余暇・娯楽といった個人的自己決定能力を高めるだけの生涯学習から脱し、集団的自己決定
能力を高める生涯学習、すなわち生活課題に即した講座や、地域みんなでまちづくりを進めていくために
必要な知識・能力を身につけた市民集団を育てていくための生涯学習が求められている。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

・市民意識調査結果によれば、「将来の夢を持っていない」と回答した小学生は２５０名程度、中学生では
５００名程度である。指標「将来の夢を持っている子どもの割合」を高めていくためには、小学生よりも、
母数の大きい中学生に対してアプローチを強める方が効果的であると考える。
・「将来の夢を持っている子どもの割合」が伸びていることはとても良いことであるが、学年が上がるにつ
れ割合が低下していく要因を追求していただきたい。
・指標「高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合」について、男性の割合が少ないとの分析であるが、景
気が上向き傾向である今、男性は忙しくなってきており、男性を意識した事業展開は難しいのではないか。
子どもへのアプローチを通じて親たちを巻き込むことが有効であると考える。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・「タカハマ！まるごと宝箱」事業について、現在大人が持っている情報や物語を、いかにして将来的に子
どもたちにも伝えていくかといった構想を練った上で取組みを進めていただきたい。
・まちの魅力のコンテンツの掘り起こしを、大人が中心ではなく子どもも一緒になって行い、子どもの「や
りたい」気持ちを応援していくことが大切である。

その他、目標の達成に向けて

・地域の教育力を高めていくためには、生涯学習政策がベースとなる。生涯学習、学校教育、子育ち・子育
ての３分野は、互いに関わり合いが深く、連携が欠かせない。縦割りにならないよう各部署が連携し、お
互いに問題点を出し合いながら取り組んでいただきたい。
・企業も、小・中学生向けに授業・講座の講師を務めるなど、生涯学習の一端を担う協力体制を整えている。
企業も生涯学習のパートナーとして考えていただきたい。

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
▲異校種間連携事業（小６－中１）

Ⅰ．目指す姿【PLAN】
目標達成に
向けての考え方

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

目標が
達成された姿




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・どうした

（１）
①異校種参観（年長・小１・小６・中１担任）や異校種間連携事
幼稚園・保育園、小学校、 業を実施した。（幼保小連携、小中連携）
中学校の垣根を越えて、
②異校種間連携推進委員会を開催し、各校連携の状況報告を行っ
教職員同士が現場をふ
た。
（年５回）
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「中１ギャップ」に関する実態調査を行い、分析結果を報告し
た。
達段階に応じた教育を
実践します。
（２）
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。
（３）
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。

①幼保小中において、保育計画・学習計画を作成・実践した。

②各園、各校の実践を、他園や他校が参考にできるよう、「学習
指導計画」や「ワークシート」などの各指導資料を作成し、全
園・全校がいつでも閲覧できるように保存した。
①異校種間連携推進委員会にて、生活習慣・学習習慣（めざす姿）
の目安の周知方法を検討した。
②異校種間連携推進委員会にて、生活習慣・学習習慣の目安を周
知するためのカレンダーや周知用ポスターのデザインについ
て検討した。
③教育基本構想推進の様子を家庭や地域に可視化するため、カレ
ンダーに各校各園の活動写真や連携交流事業日程を掲載した
デザインにした。

いつ
H26.4～
H27.3
H26.5～
H27.3
H26.6
H27.1

H26.4～

H27.3

H26.5～8

H26.8

H27.1

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％

動向

61.5％
そう思う＋ど
ちらかといえ
ば そ う 思 う
（％）

61.5

そう思う＋ど
ちらかといえ
ば そ う 思 う
（％）

55.6
65.3

77.8
60.5
64.1
56.1
58.8
58.4
69.5

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

60.3

２）学習に積極的に取り組む子どもの割合
62.9
56.6
64.2

H29 目標値

85％

64.0

H29 目標値

75％

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）
「学校が好きと感じている子どもの割合」は、策定時と比べて 6.6％の伸びとなった。中でも、中
学１年生、２年生の数値がよく伸びた。異校種間連携を中心に、さまざまな取組を実施してきた成果が少
しずつ出ているのではないか。今後も、異校種参観と異校種間連携事業に継続して取り組み、学校が好き
と感じられる子どもを育てていきたい。
・指標２）
「学習に積極的に取り組む子どもの割合」は、策定時と比べて 7.1％の伸びとなった。高浜カリキ
ュラムの実施で、生活科と総合的な学習の時間が充実し、学ぶ楽しさを実感した児童・生徒が意欲的に学
習に取り組むようになってきた成果も関係しているのではないか。今後も、高浜カリキュラムの継続実施
とカリキュラムの改善を図っていきたい。
・市民意識調査結果は、策定時と変化がなかった。実績値の向上を信じて、今後も、高浜市教育基本構想を
着実に推進させるよう努めていく。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）幼・保、小、中の垣根を越えた教

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

職員の連携のために
・年長、小１、小６、中１の担任を中心

・異校種参観の視点については、これまでも学校経営グル

に異校種参観を行い、それぞれ接する

ープから示してきたが、それに加えて、各園や学校が自

園児や児童・生徒の様子や教職員の保

園、自校の保育や教育活動の重点的な取組みなどの、参

育、教育活動を実際に参観した。そこ

観してもらいたい視点を参観シートに記述することによ

で感じ取った教職員の支援や工夫と、

って、より効果の上がる実施方法を追求していく。

拡充
・
強化

それと関連する園児や児童・生徒の様
子から、保育や教育の姿勢や技術を学
ぶことができた。その一方、参観の視
点が定まらず、参観の経験をその後の
保育や教育活動に十分に生かし切れ
なかった例もあった。
・異校種の接続点である、年長、小１、 ・参観する教職員について、これまでの年長、小１、小６、 拡充
・
中１の担任から、参観を希望する教職員まで拡大し、よ
小６、中１の担任を中心に異校種参観
強化
り多くの教職員が異校種参観を行い、それぞれの教職員
を行ってきたことは、当然のことであ
るが、教職員によっては低学年や高学

の取組みや園児、児童・生徒の様子から学ぶことができ

年が多いなどのように担当する学年

るようにしていく。

が偏る場合がある。同じ職員が毎年参
観するようなケースが出てきた。
（２）「高浜カリキュラム」の改善に
向けて
・各園や学校、高浜の特色を生かした「高

・高浜カリキュラムは今年度、新たに年中、小１、小５、

浜カリキュラム」を保育や生活科、総

中２の年間指導計画について実践を踏まえて完成させて

合的な学習の時間で実施しながら、最

いく。加えて、５年生の「安全・防犯」の内容について、

終的に年間指導計画としてまとめて、

よりその学校の特色を生かしたものに変えていきたいと

次年度以降も活用できるように取り

いう声が、いくつかの小学校からあがり始めたことに対

組んできた。これまで、年少、小３、

応する。具体的には、５年生の内容について、米作りや

小４、中１で実践を行いながら今後も

食育、瓦づくりや高浜の産業として学習に取り組めるよ

活用できる年間指導計画を蓄積して

うな単元を構想し、実践を積み重ねながら年間計画を作

きた。しかし、実践を進める中で、小

成していく。ただし、引き続き「安全・防犯」の実践を

５の「安全・防犯」について、児童が

深めていく学校もある。

主体的に取り組むための魅力ある単
元を構想するには、難しい部分がある
ことが明らかになってきた。

・２７年度末で、年少、年中、小１、小３、小４、小５、
中１、中２の年間指導計画を蓄積する。

継続

継続

（３）「目指す子ども像」実現のために
・高浜市として育てていきたい生活習

・カレンダーの活用を各園、学校が図っていく。保護者や

慣・学習習慣と、それを重点的に取り

まち協、おやじの会などと連携したあいさつ運動や登下

組む月を示したカレンダーを作成し

校の見守り、図書ボランティアによる読み聞かせ、朝の

た。今後はこのカレンダーを各園や学

帯タイムを活用した読書、まち協、町内会、公民館、地

校がどう活用していくか、カレンダー

元企業、おやじの会と連携した学習会や交流行事、発言

を活用して家庭やまち協、町内会、公

のルールなどを意識した学習習慣の育成などの具体的な

民館、地元企業、おやじの会とどう連

取組みを各園、学校が展開する。実施した取組みについ

携していくかが課題となる。

ては、委員会を開催して、その具体的な内容や成果を情
報交換し、各園や学校が今後の取組みの参考にできるよ
うにする。

継続

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
・指標の数値が非常に伸びたが、できる子とできない子の「二極化」が進んでいないかが懸念される。数値
に表れない子どもたちへのフォローも重要である。
・市民意識調査等の結果分析にあたっては、行政だけでの分析ではなく、子どもたちと直に接している教職
員の方々の意見を集約する手立てを講じてほしい。「異校種間連携事業」や「高浜カリキュラム」の成果
を検証するには、もう少し慎重な検討が必要ではないか。
・異校種参観などで交流することはとても良いことで、教職員自身にとっても勉強になると思うが、多忙な
教職員へのバックアップ体制の強化に努めてほしい。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して
・「目指す子ども像」のカレンダーの活用方法については、各学校・園と行政が情報を密に交換しながら検
討するとともに、カレンダー作成の意図や目的が、しっかりと保護者に伝わるための方策を考えていただ
きたい。
・学校から「高浜カリキュラム」を改善していきたいとの声が挙がり、行政がその声に応えるようすを見て
取ることができ、とても感心した。

その他、目標の達成に向けて
・目標のフレーズには「学校・家庭・地域が連携を深め」とあるが、【DO】や【ACTION】からは「地域
との連携」が見えてこない。学校には、地域をもっと機能的な教育能力を持った実在的存在として捉えて
いくという姿勢がほしい。行政側も、地域のことを、学校を助ける力を持った機能的な存在として活かし
てほしい。
・地域の教育力を高めていくためには、生涯学習政策がベースとなる。生涯学習、学校教育、子育ち・子育
ての３分野は、互いに関わり合いが深く、連携が欠かせない。縦割りにならないよう各部署が連携し、お
互いに問題点を出し合いながら取り組んでいただきたい。
・「学校と地域との連携」について、シートには表現されていないが、自治基本条例の出前授業をはじめ、
中学２年生では職場体験、小学４年生では総合学習で地域の人たちと深く関わるなど、実際には多くの取
組みが行われている。そういった部分をもっと見えるようにしていくとよい。

目標（５）

地域ぐるみで
子育ち・子育てを支えます
▲保育園運営（地域の方との交流）

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！

何を・どうした

いつ

（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。

①人口分布が多い４歳児において、弾力運用による対応を行っ
た。

H26.４～
H27.3

②家庭的保育の新制度対応について検討した。（食事、勤務体
系等）

H26.４～
H27.3

③子ども・子育て会議を開催し、「子ども・子育て支援事業計
画」を策定した。

H26.4～
H27.3

①子ども市民憲章普及啓発冊子「おとなもこどもも」を配布・ H26.4～
（２）
設置した。
H27.3
子どもの想いを理解し、
②子育て支援団体の活動内容を、
ブログを活用したシステムで
子どもの視点に立って、
H26.7
提供できるようにした。
成長を支援できる大人
を増やす取組みを行い、
③市ポータルサイトの更なる利便性の向上のため、利用者ニー
H26.11
「地域の子育て力」を高
ズの把握のためのアンケートを実施した。
めます。
H26.4～
（３）
①市内５つの小学校で放課後居場所事業を実施した。
H27.3
世代間や異年齢同士の
②放課後居場所事業において、雨天中止時等の対応を検討し H26.4～
子どもの交流機会を豊
た。
H27.3
かにし、子どもの自主
③夏季休暇において、昼間保護者がいない児童を対象に、弁当
性・社会性を育む居場所
持参で児童センターを利用することができるサマーキッズ H26.7～8
を充実します。
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】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％

実績値（H28） 実績値（H29）

動向

55.4％
そう思う＋
どちらかと
いえばそう
思う（％）

そう思う＋
どちらかと
いえばそう
思う（％）

55.4

49.1
59.4

66.7
46.9
54.9
50.6
55.0
57.0
62.8

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

46.6
59.9
２）子どもとふれあう行事に参加したことのある人
53.1
の割合
67.5
53.7

H29 目標値

74％
H29 目標値

51％

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、策定時に比べ 2.１％の増の結果となった。６０歳代を中心に５０歳代以降で前向き
な回答が増加している一方、今の子育て世代である２０歳代を中心に４０歳代以下で減少しており、世代
間のギャップがあり、当事者は、より一層の支援を求めている。地域では、いずれの学区でも、親子が参
加する行事が企画されており、より積極的に地域で取り組まれることが期待されている。これらのことか
ら、子育てに対する世代間のギャップを埋めるとともに、地域のシルバー世代をはじめ、企業や働く現役
世代の男性も含め、あらゆる世代が子育てに寄り添い、男性の働き方の見直しを含め、子育てと仕事の両
立など、地域の子育て支援をさらに充実していくことが必要である。
・指標１）は１％減である。これは、市民意識調査結果で分析したとおり、子育て世代が、さらなる子育て
支援の充実を求めていることの表れと考えられる。
・指標２）は０.５%増と、目標値に向かって上昇している。男性の参加が３.５%増加しており、女性よりも
増加をしている。翼小学校区や高取小学校区、高浜小学校区で増加しており、子どもとふれあう行事の充
実が伺える。
・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
あふれているのかどうかについては、現在の指標では大人の目線で調査していることから、測定できない
部分であるため、子どもを対象とした調査をどのように行っていくのかが課題である。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）保育サービス等の拡充
・子育て支援の制度や施設、地域の子育

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

・子ども・子育て支援事業計画に沿った事業推進をしてい
く。

継続

て支援は拡充されてきたが、より一層
の充実が求められている。

・子ども・子育て会議等での意見を踏まえ、必要に応じて
計画を見直し、子どもの視点を忘れずに、将来負担も意

継続

識した適切なサービスの提供を図る。
・利用率が下がっている幼稚園等を活用し、認定こども園
化を図るなど、保育園の待機児童対策を図る。
・放課後居場所事業を活用し、児童クラブの待機児童対策
にも取り組んでいく。
（２）地域での世代間の関わりの拡大

継続

継続

・日頃から、身近な場所で、世代を超えた人との関わりが

・地域で子どもや親子向けの行事などが

でき、子育て中の親子が安心できるような居場所づくり

増えているが、子育て世帯が求める支

が推進されるよう、子どもに関係する団体等に働きかけ

援にはつながっていない。

る。

継続

・子どもの成長には、地域の様々な人と
の触れ合いが必要であることから、子
どもの居場所では、地域とより連携 ・放課後居場所事業では、地域の達人等の協力を得て、様々
な人との触れ合いの場がある居場所となるようにして
し、地域で世代を超えた交流をする機
会が必要である。

継続

いく。

（３）関係者と連携した取組みの強化
・市内で提供しているサービスや行事な ・子育て支援ネットワークのホームページや子育てハンド
どの情報が、保護者にしっかりと届か

ブック『あんちょこ』等、各種子育て支援情報が簡易に

なければならない。

得られる環境をより充実させていく。

・子育て支援団体が市内で様々な活動を
行っているので、もっと必要な情報が
届くようになり、団体間の情報共有が
進む必要がある。

継続

・ＰＴＡやまちづくり協議会、町内会などの活動団体の情
報提供の充実に加え、それぞれの活動の充実につながる
ように団体間の情報共有等の連携を図る。

継続

・子どもや子育てに対するギャップが感
じられるので、事業主や企業で働く子
育て世代の男性を含め、あらゆる世代

・子どもの視点を意識した取組みが進むよう、子どもから
の意見を取り入れていく。

の理解が得られるように、啓発してい
くことが必要である。

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

継続

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

・地域ぐるみの取組みを進めていくためには、「もっと地域にこういったことに取り組んでほしい」といっ
た行政の想いを、ストレートに伝えていくことが必要ではないか。
・子どもの視点を意識した取組みが進むよう、親・子ども双方の意見を集約し、施策に反映をしていくこと
が望ましい。

その他、目標の達成に向けて

・指標「子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合」を高めていくためには、若い世代がどんな情報・
サービスなどを求めているのか、アンケートだけでなく、直接、声を聞き取ることが大切である。例えば、
保健センターで実施されている健診において、お母さんたちが待ち時間に輪になって座っている光景を見
ることがある。実際にその輪の中に入っていって会話をすると、お母さんたちからいろんな話が聞くこと
ができ、取組みの参考となるはずである。
・乳児を抱えている方は、知らないところに出かけることが難しいという方が多い。スマートフォンの活用
など、自分の家にいながらでも、ある程度の情報を得られることが望ましい。また、行政から一方通行の
情報発信ではなく、受信する側との対話のキャッチボールができるような情報交換の仕組みを工夫しては
どうか。
・地域ぐるみで子育ち・子育てを支えていくためには、若い世代への働きかけをもっと具体的に考えていか
ないといけないと実感した。企業で働く従業員は、地元の方が多いと思う。企業が一丸となって地域のた
めに取り組んでいただけば、おのずと従業員も関わりやすくなり、子育て中の方々とも理解を深めていた
だけるのではないか。
・地域の教育力を高めていくためには、生涯学習政策がベースとなる。生涯学習、学校教育、子育ち・子育
ての３分野は、互いに関わり合いが深く、連携が欠かせない。縦割りにならないよう各部署が連携し、お
互いに問題点を出し合いながら取り組んでいただきたい。

目標（６）

産業を活性化して、
まちを元気にします
▲飾り瓦コンクールのようす

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

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企業の投資意欲を把握するため企業訪問を実施した。

H26.8～

②市北部地区（小池町一丁目地内）の意向調査を実施した。

H26.8～

③工場緑化に関するアンケート調査を実施し、工場立地法に規
定する緑地率等の規制緩和を実施した。

H26.9～

（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特産野菜の普及に向け、ジャンボ落花生の種を市内の農家に
配布・栽培し、鬼みちまつりなどで販売した。
②がんばる事業者応援事業において、企業の経営状況の把握、
制度をＰＲするため企業訪問を実施した。

（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

③議員提案による瓦の利用促進を図るための条例である「みん
なで三州瓦をひろめよう条例」を制定した。

H26.5～
H26.8～
H26.12

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「チ
ャレンジャ－」の発掘を行った。
②チャレンジャ－を応援団が志縁する「支援は志縁 志縁◎循環
動く円卓会議」を開催した。
③コミュニティ・ビジネスの創業に向け、チャレンジャ－の特
定非営利活動法人設立を支援した。

H26.11
H27.3
H26.11
H27.3

①観光案内所（ONIＨouse）での特産物販売に対する支援を行
った。

H26.4～
H27.3

②観光案内所創造委員会に参加し、観光資源の発掘及び集客に
向けた取組みを検討した。

H26.5～
H27.3

③観光案内所（ONIＨouse）での賑わい創出のため、毎月第１
日曜日に開催したオニマルシェ及び市民マラソン大会と連携
した出張オニマルシェ開催に対する支援を行った。

H26.5～
H27.3

H26.4

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。

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％

動向

28.4％

28.4

25.4
29.9

33.3
40.7
29.6
29.0
23.2
20.1
31.1

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

25.5

２）行政がかかわるイベントの来場者数
34.0
19.4

1000社
900社
800社

25.0

898社

922社

H25

H26

H29 目標値

930 社

32.9

H29 目標値

100,000 人

700社

600社
500社
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、策定時と比べて 24 社増加した。景気が上昇傾向であることにより企業の投
資意欲が上がったことが実績値を押し上げている要因と考えられる。
・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、策定
時と比べて 23,000 人増加した。子育て世代や孫を持つ世代が実績値を押し上げていると思われる。これ
は、子どもや孫を連れて市内のイベントに参加したことが要因と考えられる。
・市民意識調査の結果は策定時と比べて 1.5％増加した。これは市内の企業が増加したこと、イベントの来
場者数が増加したことにより、実感として市民が感じた結果であるとともに、景気回復に支えられている
面もあると考えられる。
・全体的な指標は上昇しており、これを継続させるためには目に見える取組みが必要不可欠である。具体的
には工業立地の具現化や三州瓦の販売方法の検討による地場産業の活性化、高浜市の魅力の集約や新たな
観光資源の発掘などを通じて市民の高浜への愛着を「自慢」に変化させることが重要である。地域経済の
動向も見据えながらも、まち全体が元気になっていると実感できる取組み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）新たな用地創出に向けた調査・
研究
・早期の事業着手を図るため、市を挙げ
て関係機関に要望していく必要があ
る。

課題解決に向けた新たな取組み（案） 見直し・改善（案）
・工業立地を具現化するために、関係機関との調整打ち合
わせを密に行う。（豊田町三丁目地区・小池町一丁目地 継続
区）
・地域経済の活性化や地域雇用の安定のため、企業ニーズ
に合わせた新たな工業用地の創出をするため、小池町地

新規

区の調査委託を行う。
（２）地場産業の三州瓦の販売方法の
検討

・「みんなで三州瓦をひろめよう条例」に基づき、三州瓦
屋根工事奨励補助金の対象を拡充し、屋根工事に対する

・三州瓦販売枚数の落ち込みに歯止めを

補助だけでなく、外構やガーデニング等の工事に三州瓦

かけるため、伝統文化を取り入れた商

が使用された場合の補助など、様々な用途に応じた検討

品開発やブランド化の支援を行うと

を行い、三州瓦の利用拡大及び普及の促進に努める。

ともに、震災による瓦に対する風評被
害を払しょくするため屋根瓦の優位
性をＰＲする必要がある。

・瓦組合が行う被災地における災害復興住宅支援金交付事
業に対し支援を行う。

拡充
・
強化

継続

・見本市や飾り瓦コンクール、展示会といった販路拡大に
向けた瓦組合が行う事業に対し、引き続き支援を行い瓦

継続

材の良さを知ってもらう。
（３）高浜市の魅力を高め、活性化への ・鬼みちまつり実行委員会が実施する鬼みちまつりに対し
動機づけを図る
職員の人的支援や関係機関との調整を図る。

継続

・各文化保存会・まつり実施団体・事業
者・関係団体等と連携し、文化や伝統、 ・観光案内所創造委員会へ参加し、共に新たな観光資源の
発掘等を行う。
特産品や名産品を集約してＰＲし、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。

継続

・観光協会が実施する地域資源と観光を結び付ける取組み
や新たな観光資源の発掘を目指して行う事業に対する

継続

支援を行う。

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

・ジャンボ落花生の植栽・育成を「産業化」を視野に入れた取組みとして進めていくのであれば、単に“珍
しい野菜”というだけでは難しいと思われる。また、特産野菜はジャンボ落花生だけで良いのか。アクシ
ョンを起こしていく上で、起業として成り立つのか、高浜市の農業を救えるのか、今後の発展性はあるか
といった議論を十分に練らないと、途中で頓挫しかねない。

・コミュニティ・ビジネスを創業しようとする「チャレンジャー」の発掘・支援について、今後の方向性を
しっかりと定めた上で取り組んでいただきたい。

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

・鬼瓦を全国的にさらに普及させるため、鬼が関係するような地区（例：和歌山県・岡山県）に売り込むと
いった発想も必要ではないか。
・今後の取組みとして記載がないが、営農組織の法人化についての働きかけを、今後も継続して行っていた
だきたい。

その他、目標の達成に向けて

・産業の活性化は、市民の日常の暮らしを支え、まちの元気につながるものであり、市民がもっとも望んで
いる目標の一つである。他の自治体にも積極的に足を運んで情報収集をしながら、自分たちのＰＤＣＡサ
イクルの確認・見直しを行っていくことが大切である。確認・見直しを繰り返すことで、新たな発見にも
つながる。
・産業品を売り込むには、売り込み先の産業品も受け入れるなど、双方向での関係づくりが大切である。

・高浜市には、鬼のみち、かわら美術館、大山緑地（桜・おまんと）など、観光資源が数多くあるが、買い
物ができる場所など、周辺のインフラを整備することで観光資源の連続性・ストーリー性が生まれ、魅力
がさらに高まっていく。民間とも連携して取り組んでいただきたい。
・観光における交流人口の拡大に向け、市外への積極的なＰＲをお願いしたい。

目標（７）

みんなでまちをきれいにします
▲高浜中 地域清掃のようす

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！

何を・どうした

いつ

（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。

①市民と行政による「生活環境問題研究会」を発足させた。

H26.6

②生活環境問題研究会において分別便利帳を作成した。

Ｈ27.3

①高浜エコハウスで、粗大ごみの受付を開始した。

H26.5

②資源化率向上のため、分別収集特別拠点を拡充した。

H26.5

①市内小中学校で体験型の環境学習の検討を開始した。

H26.6

（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

②高浜高校が新たに環境美化推進員に登録された。

Ｈ26.11

③高取小学校が新たに環境美化推進員に登録された。

Ｈ26.12

取り組むこととし、不法
投棄対策を積極的に進め
ます。

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％

動向

67.4％

67.4

64.3
69.3

66.7
65.4
71.9
69.2
67.5
61.1
68.3

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

71.1

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
66.0
67.6
63.3

H29 目標値

85%
H29 目標値

490g

67.7

H29 目標値

3,500 人

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、策定時と比べて 3.3％増加している。
「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」人が増加しており、これまでの活動に加え小中学校への啓発活動により一定の成
果があったと考える。
・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９グラムの減少となった。目
標値達成のためには、市民、事業者のさらなる協力を求める施策を検討する必要があると考える。
・指標２）については、策定時と比べて 1.0％の増加となっており、依然高い水準で推移しており、分別収
集が、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、策定時と比べて 1,363 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。これは、
「高浜高校」
「高取小学校」が新たに環境美化推進員に登録したことによるも
のであり、今後も、子どもたちの主体的な活動を支援していくことが必要と考える。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）さらなるごみ減量の取組み
・平成 26 年度からスタートしている
「高

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

・平成 26 年度に実施し、ごみ減量に一定の効果があった

浜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」

市直営の分別収集特別拠点の効果を検証しながら、民間

のごみ減量の数値目標達成のために、

の収集拠点の活用など、新たな資源回収のあり方や、ご

分別拠点の増設など、さらなる減量化

み袋の有料化、生ごみ堆肥化補助の充実などを進める。

継続

の取組みが必要である。
（２）町内会が運営する分別収集拠点の
検討
・制度開始以来２０年以上経過する町内

・市外の収集方法を参考に、拠点数、収集時間、管理方法、

会による分別収集拠点について、人口

町内会への支援方法など、今後の分別収集のあり方を試

の増加、町内会加入率、核家族化など

行的に実施し、効果のあったものを順次展開していく。

継続

の状況の変化に対応し、今後も持続可
能な運営方法となるよう検討する。
（３）子ども環境美化推進員登録の拡大
・継続した学習の観点から、画一的な環

・子どもたちや各小学校が企画した環境学習に対し、環境

境学習機会を提供し、子どもたちや各

美化推進員制度を活用し、消耗品等の支援、環境学習施

小中学校が企画した学習を支援する

設等への視察などを支援する。

継続

必要がある。

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

・資源ごみ分別表について、写真での説明は分かりづらいため、プレートの付け方やごみの分別方法を文字
で説明するよう、改善を図っていただきたい。

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

・環境美化推進員の人数については、例えば学校であれば、児童・生徒全員を推進員としてカウントするの
ではなく、主に活動する児童・生徒をカウントするべきである。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・ごみの立ち当番をする方が高齢化してきていることに対し、市民の不安の声をよく耳にする。各町によっ
て抱える問題は様々であるため、各町の提案に対して柔軟な対応をお願いしたい。
・環境美化推進員が大きく増えたことは大変喜ばしいことであり、ごみのポイ捨てが減るなど、目に見える
効果を期待している。子どもだけでなく、大人の推進員を増やしていくための働きかけも必要である。

その他、目標の達成に向けて

・市民一斉清掃・油ヶ淵浄化デーの実施方法について、道路のゴミや枯草拾い、街路樹の手入れを市民に呼
びかけるなど、見直しを図っていただきたい。いずれは市民の大きな輪につながっていくと思われる。

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
▲上空から高浜市を臨む

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！

何を・どうした

いつ

（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。

①配水管を耐震管に入れ替える工事を実施した。（新規埋設
管、下水道工事区域等）

H26.４
～H27.3

（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。

②1７.４ha の区域で汚水管整備工事を実施した。
論地処理分区（向山町一丁目・五丁目・六丁目地内）
中部第１処理分区（神明町三丁目・四丁目地内）

H26.７～
H27.3

③国庫補助による、配水管布設替工事計画の策定を進めた。

H26.9

①いきいき号において、市内５コース４０便、刈谷市コース
９便を運行した。
②市道港線の整備において、横浜橋南工区の権利者との交渉
を行った。
③路面状態や道路付属物（照明灯）・橋梁の安全性等の点検
を行い、次年度以降の舗装修繕計画を策定したほか、付属
物のうち緊急性の高いものは前倒しの修繕を行った。
①NPO 団体等と連携を図り、公園・緑地・街路樹等の保全
活動を実施した。
②（仮称）論地どんぐり公園整備について、まちづくりトー
ク＆トーク並びにワークショップを実施し、地域住民との
意見交換を行った。

H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3

③（仮称）論地どんぐり公園第１期工事の繰越工事を竣工さ
せた。

H26.６～
H27.3
H26.4～
H27.3
H26.８
H26.11
H26.9

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）
45.8％

実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）

動向

49.5％

49.5

44.7
52.5

55.5
53.1
50.7
47.5
49.4
45.6
51.6

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

48.5
52.1
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
44.9
41.7
56.7

H29 目標値

72％

H29 目標値

32％

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」は策定時と比べて 3.7％上昇した。「市民意識調査報告書」で内訳をみると、校区別
で翼小学校区（56.7％）と吉浜小学校区（52.1％）が、全体数値よりもそれぞれ 7.2％、2.6％高くなっ
ており、全体数値を押し上げている。
・指標１）は、策定時と比べて 2.8%減少した。
「市民意識調査報告書」で内訳をみると、女性はほぼ横ばい
（67.7％→67.1％）であるのに対し、男性では 7.1％減少（65.3％→58.2％）しており、全体の数値を
押し下げている。
・市民意識調査結果と指標１）に関して、都市基盤整備は事業期間が中長期にわたるため、短期間での効果
が表れにくいが、計画的に、また、着実に進めていくことが大切である。
・指標２）は、策定時と比べて 2.9％減少した。
「市民意識調査報告書」で内訳をみると、50 代～70 代で
それぞれ６～８％程度減少しており、全体の数値を押し下げる要因となっている。また、校区別にみると、
翼小学校区以外の４小学校区で、策定時と比べてそれぞれ 4.5～７％弱の減少となっている。公園づくり
や水辺の維持管理等に汗を流す市民が増えていくことによって「自分たちの公園・緑地、街路樹、水辺」
といった愛着意識が高まるとともに、地域の特性に合った憩いの空間が育まれていく。また、健康づくり
やまちづくりの第一歩にもつながっていく。公園清掃、水辺（稗田川）の植栽活動、街路樹里親管理など、
地域と連携しながら各地域でどんな取組みが行われているのかを紹介し、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
（１）長寿命化に向けた取組み

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

・高度成長期に整備された道路・橋梁・ ・道路舗装、橋梁、道路付属物の修繕にあたっては、昨年
雨水排水施設などの老朽化に対応す

度実施した「道路路面、道路付属物、橋梁点検」の結果

る必要がある。

や「道路の修繕履歴等」に基づき、予防保全型の維持管

・道路路面、道路付属物、橋梁について、
「長寿命化計画」の策定により「点検
→診断→措置→記録」といったメンテ
ナンスサイクルは明確になった。しか
し、幹線道路以外の路面については、

継続

理を計画的に進めていくことにより、将来にわたる維持
管理・更新コストの縮小に努めていく。
・幹線道路以外の路面については、道路パトロール等によ
り、異常個所を発見し緊急修繕に努める。

路面性状調査の予算確保が厳しいこ

継続

とから、計画的な修繕計画ができない
状況である。
（２）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る
・NPO 団体等と連携を図り、みどりや

・現在進めている、地域や団体主体の行事への参加を継続

憩いの場の保全活動、公園づくりや水

し、必要に応じた対策を、みんなで考え継続していくこ

辺の維持管理等に汗を流す市民を増

とを進める。指標は低下しているが、現在の取組みを地

やしていく取組みが必要である。

道に継続し、参加者の口コミ等により愛着意識を高め、

継続

公園づくりや水辺の維持管理等に関わる市民を増やし
ていく。
（３）長期的な視点と国・県等との連携
・事業完了までには長期を要する。また

・国・県等の関係機関と連携しながら、整備を進める。

継続

・市の財政状況を踏まえ、計画的に整備を進める。

継続

事業推進には市単独では困難であり、
国・県・関係機関との連携が欠かせな
い。

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

・ライフラインの整備については、人材が不足している点も含め、市の全体像を見通した上で取り組んでい
ただきたい。

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

・地域と連携した憩いの場づくりについて、具体的にどの団体と、どのような取組みを進めていくのか、ど
のように活動に関わる市民を増やしていくのか、具体的な取組方策が見えるようにしていただきたい。
・安全・安心が実感できるまちをめざし、地震への備えとして、橋梁や上水道の配水管など、ライフライン
の耐震補強を着実に進めていただきたい。

その他、目標の達成に向けて

・新しく整備する公園を市民とともに検討していることや、市道港線の拡幅工事が行われている理由、災害
避難所のライフライン耐震化など、市民のことを考え、取組みが行われていることがわかった。今まで、
地区が違うため、知らなかった。
・目標（１１）に掲げる健康自生地の取組みを考慮した、いきいき号のコース検討も必要ではないか。

目標（９）

安全・安心が実感できる
地域づくりを進めます
▲総合防災訓練（モデル地区：吉浜小学校区）

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・どうした

（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。

①防災ネットきずこう会や市総合防災訓練を開催し、地域防
災ネットワークの構築を進めた。
②雨水管整備工事を実施した。

（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」

八反田第一排水区（向山町五丁目地内）
③町内会に、防災資機材（救助工作セット、リアカー等）を
配布した。

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。

H26.6～
H26.７～
H27.1
H27.1

①子どもを含んだ防災教育の推進を図った。

H26.7～

②愛知県が公表した最新の被害想定を踏まえ、東海地震・東
南海地震・南海地震被害予測調査説明会を開催した。

H26.11

③警察署と連携し、防犯講話、防犯教室を開催した。
①地域等との協働により、防犯活動、青色回転灯車による防
犯パトロール、夜間パトロール、深夜パトロールを実施し
た。

をふまえて、地域・警察・ ②防犯灯などの防犯施設の維持・管理を実施した。
関係機関と連携し、事

いつ

随時
H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3

③防犯ネットワーク会議の設置に向けて、自主防犯活動に取
り組んでいる団体（まちづくり協議会、町内会、市民団体、 H27.2～3
事業者等）に参加を呼び掛けた。
①交通安全活動、一斉大監視活動、街頭啓発活動などを実施 H26.4～
した。
H27.3
H26.4～
②高齢者と子どもに対する交通安全教室を行った。
H27.3
③民生委員へ高齢者宅訪問時に交通安全を依頼、交通安全教
室を開催した。

随時

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）

動向

55.5％
そう思う
どちらかといえばそう思わない
無回答

0%

20%

10.5

40%

どちらかといえばそう思う
そう思わない

60%

55.9

そう思う＋どち そう思う＋どち
らかといえばそ らかといえばそ
う思う（％）
う思う（％）

80%

25.4

100%

55.5

6.3 1.9

50.9
58.3

88.9
48.1
59.1
53.7
49.4
53.7
63.3

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

２）人口 1,000 人あたり
犯罪発生件数

51.0

３）人口 1,000 人あたり
56.4
交通事故発生件数
51.7
57.5
61.6

H29 目標値

45％

H29 目標値

12.0 件以下

H29 目標値

4.0 件以下

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、策定時と比べて 5.1％の増加となっている。これは、東日本大震災や台風、土砂災害等の自
然災害を踏まえ、自助及び共助として、町内会、まちづくり協議会などの活動による災害への対応が進ん
できているものと考えられる。今後も、自然災害に対する自助の重要性を周知していきたい。
・指標２）は、策定時と比べて 4.4 件減少した。これは、町内会、まちづくり協議会などの積極的な防犯活
動によるものと考えられる。今後も、町内会、まちづくり協議会などと協力し、防犯活動を展開していき
たい。
・指標３）は、策定時と比べて 0.7 件減少した。これは、高浜市交通安全協会や碧南警察署などの交通事故
抑止活動が功を奏したと思われる。今後も、１件でも交通事故が減少するよう関係者と協力していきたい。
・指標がいずれも順調に伸びているにもかかわらず、
「市民意識調査」結果は、策定時と比べ 0.8％低下して
いる。これまで、地域・警察・関係機関と連携し、「自助」「共助」「公助」を基本とした防災・防犯対策
に取り組んできたが、今後は、より活動内容やその効果を市民の皆さんに見える形で展開する必要がある。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）
「自助」
「共助」による防災・減災

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

力の強化
・災害時（地震や風水害など）に備え、 ・
「自助」の強化として、市総合防災訓練や地域の防災訓練、 継続
これまで以上に「自助」「共助」によ
防災講演会への参加、高浜市地震防災マップ（わが家の
る防災・減災力を強化する必要があ
る。

防災メモ）を活用する。
・
「共助」の強化として、新たに「防災リーダー養成」を開
催する。
・地域（町内会）と協働しながら「地域行動計画」や「職
員行動計画」などを策定する。
・両計画とも策定にあたっては、名古屋大学減災連携研究
センターからアドバイスをいただきながら進めていく。

新規

新規

新規

（２）犯罪発生件数の減少対策の強化
・高浜市防犯ネットワーク会議、町内会、 ・これまでの防犯対策である青色防犯灯パトロールや夜間
まちづくり協議会、碧南警察署等が連

パトロールを継続するとともに、犯罪の発生が比較的多

携し、防犯対策を進めているが、さら

い市内３駅に、新たに「防犯カメラ」を設置し、犯罪発

なる犯罪発生件数の減少に向けた取

生の抑止効果を高める。

拡充
・
強化

組みが必要である。
（３）高齢者を含めた交通安全対策の
強化
・増加する高齢者の交通事故を減少させ

・これまでの交通安全対策である保育園、幼稚園、小・中

るため、地域・警察・関係機関と連携

学校、いきいきクラブ、企業などを対象とした交通安全

し、交通安全対策を進めているが、高

教室や道路交通法の改正情報（自転車運転者講習制度な

齢者を含めたさらなる交通事故発生

ど）の周知を継続するとともに、高齢者を対象とした交

件数の減少に向けた取組みが必要で

通安全対策の調査・検討を行う。

ある。

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

継続

Ⅲ．目標の達成状況と結果分析【CHECK】に関して

・「市民意識調査」や「みんなで目指すまちづくり指標」の結果には、小学校区の特性も少なからず表れて
いたのではないかと思われる。小学校区の特性も考慮した分析が必要である。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】に関して

・
「自助」の意識を高めるための取組みとして、
「わが家の防災マップづくり」のような「地震防災マップを
活用し、家庭・個人の行動につなげる」取組みを計画していただきたい。行政が作成した「地震防災マッ
プ」は市全域のもので非常に良いが、単に配布するだけでは、市民の防災意識の高揚にはつながらない。
実際に自分の足でまちを歩き、危険箇所などを確認するという気づきが大切である。災害時には行政だけ
ではできないことも多いため、自分のことは自分で守るという意識がやはり最も大切なことである。
・「地域行動計画」の策定について、福祉部が取り組んでいる「避難行動要支援者」の情報とうまくリンク
させ、実際に災害が起こった時を想定した、より具体的な計画とすることを強く望む。
・昨今、自転車に対する取り締まりも厳しくなっている。自転車を使用する中学生も多いため、中学生を対
象とした交通安全教室も実施していただきたい。

その他、目標の達成に向けて

・「防災・減災対策」は、行政として最も重点的に取り組んでいくべき事柄の１つである。多岐の分野にわ
たって対策が必要であるため、庁内で連携を密に取りながら対策を講じていただきたい。

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
▲認知症サポーター養成講座（高取小）

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
館文化祭において、また、健康づくり推進委員、高浜高校福
祉科の生徒などを対象）
②「見守りネットワーク委員会」を立ち上げ、行方不明高齢者
捜索模擬訓練を吉浜小学校区で実施した。

（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。

H26.5～

H27.1～3

①「ボッチャ普及委員会」を立ち上げ、
「たかはまボッチャ大会」 H26.8～
を実施した。
H27.2
②「たかはまハたらコフォーラム」の開催、市内障害福祉サー
H27.1
ビス事業所見学ツアーを実施した。
①高浜市権利擁護支援センター設置・運営を開始し、各相談窓
H26.10～
口の法律的専門相談、スーパーバイズ体制を構築した。

（３）
判断能力が不十分な人の
権利や生活を守るため、権
②権利擁護の一つのツールである「成年後見制度」のフォーラ
利擁護センターを設置し、
ムを市民約１００名の参加を得て実施、
「成年後見制度」の普
適切な相談・支援が行える
及啓発を行った（社協委託）
。
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や、学校
（４）
専門家チームと連携した３専門職による支援を行った。
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歳児健診と日福大との協働による健診の
より確かな形で支えます。
検証を行った。
①生活困窮に関するリスク要因等の調査分析を行い、その結果
（５）
を報告書として取りまとめた。
育児・介護・健康・生活困
②生活困窮世帯における就職困難者や子どもに向けた支援策を
窮など、不安を抱えた方へ
検討し、事業内容等を決定した。
の総合的な相談支援体制
③複合的なニーズ保有ケースを権利擁護支援センター専門相談
を整えます。
に諮り、問題解決を図った。
（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。

いつ

①夏休み障がい学童保育支援事業を実施した。
②民間活力を導入した多機能型児童施設の検討に向け、打合せ
を行った。
①福祉避難所の開設及び運営に係る協定を４法人（6 施設）と
締結した。
②地域防災計画上の避難行動要支援者の対象範囲に基づき、避
難行動要支援者名簿を作成した。

Ｈ27.3
H26.4
H26.4
H26.4～
H27.3
H26.9～
H27.3

Ｈ26.11～
Ｈ26.7～8
Ｈ26.10～
H27.2
H27.2
H27.3

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％

動向

60.8％
そう思う
どちらかといえばそう思わない
無回答

0%

20%

10.5

どちらかといえばそう思う
そう思わない

40%

55.9

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）
60%

80%

25.4

100%

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

60.8

6.3 1.9

54.1
65.3

88.9
64.2
62.7
59.3
55.7
55.0
68.3

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

59.3

２）認知症サポーターの人数

63.4
３）地域包括支援センターを知っ
ている人の割合
55.2
60.8

H29 目標値

65.3

5,600 人
H29 目標値
H29 目標値

70％

25％

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、策定時と比べて 1.4%増と微増であるが、70 歳以上では 6.2%増となっており、
高齢者に対する各種施策を着実に進めてきた成果である。
・指標１）は、策定時と比較して微減となっている。ボランティア登録者数は年々増加しているが、まだ一
部の市民の方に限られているため、まち協、町内会などの地域団体に働きかけ地域全体で取り組めるよう
な施策の展開が必要である。
・指標２）は、策定時と比較して大幅に増えている。スーパーや金融機関の従業員など新たに対象者を増や
し、組織的に「サポーター養成講座」を実施した成果である。
・指標３）は、策定時と比較して微減となっている。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、周知が十分でないことが原因と考えられる。今後は、積極的な周知活動を行うとともに、困りご
とを抱えながらも相談に来られない方を把握し、相談につなげ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
（１）地域における見守りネットワーク

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

の構築
・ボランティア登録者数は年々増加して ・徘徊のおそれのある認知症の方などを多くの目で見守る
はいるが、一部の市民の方に限られ、

ために、新たに見守りメール配信システムを導入し、本

地域全体の取組みになっていない。

システムへの登録を市民に働きかける。

・今後は、地域ぐるみの見守り・支え合
いの体制づくりを行い、より多くの市
民の方に地域における見守り・支え合
いの担い手として活躍していただけ
るようにする必要がある。

新規

・平成 26 年度に実施した吉浜地区での行方不明高齢者捜
索模擬訓練の実践を、まち協、町内会などの地域団体に
働きかけ、市内全域に拡大するなどの取組みを通して、
地域における見守りネットワークの構築支援を行う。

拡充
・
強化

（２）生活困窮世帯への支援策の充実
・平成 26 年度に生活困窮世帯への相談 ・未就労の生活困窮者のうち、一般就労が困難な方に対し、
支援機関を設置したが、就労などの自

就労に向けての訓練等を行う就労準備支援事業を実施

立に向けての支援策が不足している。

する。

・「貧困の連鎖」や「新たな貧困」の発

・新たに「子ども健全育成支援員」を配置し、リスクを抱

生が危惧される中、生活上のリスクを

える子どもや若者を把握して早期支援につなげること

抱える子どもや若者への支援策も十

のできる体制を構築するとともに、生活困窮世帯の子ど

分ではない状況にある。

もなどを対象に、まち協などの地域団体等の協力を得

・困りごとを抱えながらも相談に来られ
ない方を、どのような方法で把握し、
相談支援につなげるかが課題である。

新規

新規

て、新たに学習支援事業を実施する。
・全庁的な検討部会を設置し、市の各部署、市以外の公的
機関やその他の関係機関から困りごとを抱える方の情

新規

報を提供していただける仕組みづくりを行う。
（３）実効性のある避難行動要支援者
支援
・災害時における避難支援を実効性のあ

・災害時に支援が必要と思われる避難行動要支援者のう

るものとするためには、支援が必要な

ち、同意が得られていない方に対し、まち協、町内会、

方から、地域へ情報提供することの同

民生委員などの避難支援等関係者と市の関係機関に協

意を漏れなくいただく必要がある。

力いただき、同意促進を行う。

新規

・その情報をもとに、地域の方に協力を ・避難支援における行政と避難支援等関係者の役割等を定
働きかけ、支援が必要な方一人ひとり
める避難支援プラン全体計画を策定したうえで、避難支
の支援計画を作成する必要がある。

援等関係者と市の関係機関が連携して、要支援者ごとに
地域の誰がどこの避難所に避難させるかなどを定める
避難支援プラン個別計画を作成する。

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

新規

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

・困りごとを抱えながらも相談に来られない人を相談につなげる仕組みを、いかにして築いていくかが重要
である。具体的な支援体制を構築し、そういった方たちへのフォローを徹底していただきたい。
・生活保護世帯を訪問すると、「働きたいけど仕事がない」と言う方が多いため、生活困窮世帯への手厚い
就労支援を実施していただきたい。また、定期的にずっと働くのではなく、働きたい時に働けるような就
労先を外部委託によって斡旋することを考えてはどうか。
・市民の方から、
「ボランティアに登録したら、迷惑メールが来るようになり困っている」との声を聞いた。
ボランティア活動を継続していただくためにも、対処方法などを親切丁寧に説明する必要がある。

その他、目標の達成に向けて

・福祉部門においては新規事業が増えており、職員の負担は大きいと思うが、市民サービスの向上のため尽
力していただきたい。

目標（１１）

一人ひとりの元気と
健康づくりを応援します
▲健康自生地での活動のようす

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

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・どうした

（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自宅に閉じこもりがちな高齢者が、自らの意思で出かけた
くなるような居場所である「健康自生地」を、街中に新た
に 26 か所創出した（H26 年度末 63 か所）
。また、１日
限定の健康自生地として、商店振興会との連携による「健
康自生地バスツアー」などを新たに実施した。
②健康自生地に関する情報発信（「でいでーる」発刊やメール
マガジンの配信、専用ホームページ「たかはま元気 de ね
っと」の運用）を行った。
③各健康自生地のより効果的な運営方法や全般的な課題解決
策について検討する生涯現役のまちづくり実行委員会を開
催した。
①初期アセスメントとして、基本チェックリストによる認知
機能の評価分析を行った。
②国立長寿医療研究センターと連携して、機能健診「脳とか
らだの健康チェック２０１４」を実施した。

（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）
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。
（４）
多様な医療ニーズに対応
するため、かかりつけ医
と病院の病診連携の促進
により地域医療を充実し
ます。

③「認知症予防スタッフマニュアル」を完成させた。
①いきいき広場マシンスタジオを運営した。

いつ

H26.4～
H27.3

H26.4～
H27.3
H26.4～
H27.3
H26.8
H26.11
H27.3
H26.4～
H27.3

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。 H26.4～
（登録者数 H26 年度末 1,004 人）
H27.3
③いきいき健康マイレージ事業運営委員会を開催した。

H27.2

①医科・歯科休日当番医の実施と市民へのＰＲを行った。

H26.4

②病院群輪番制による２次医療救急体制を確保した。

H26.4

③定住自立圏共生ビジョンに基づき地域医療ネットワークの
運用を行った。

H26.4

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）
57.9％

実績値（H26） 実績値（H27） 実績値（H28） 実績値（H29）

動向

60.4％
そう思う
どちらかといえばそう思わない
無回答

どちらかといえばそう思う
そう思わない

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

そう思う＋どち
らかといえばそ
う思う（％）

60.4
0%

20%

10.5

40%

60%

55.9

80%

25.4

100%

6.3 1.9

51.2
66.5

88.9
60.5
61.9
55.6
51.3
57.7
74.0

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

59.3

２）かかりつけ医を持っている人の割合
64.2
49.7
67.5

H29 目標値

43％

61.6

H29 目標値

80％

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、策定時と比べて 0.6％の微増となっている。市民意識調査報告書で内訳をみると、２０代や
３０代での運動習慣の割合が全体に比べ低くなっている。若いうちから運動習慣を身につけ日常的に運動
やスポーツを行うことは、疾病の発生を未然に防ぐため、そして高齢期を元気に過ごすために必要である。
・指標２）は、策定時と同水準で推移している。市民意識調査報告書で内訳をみると、医療機関への受診機
会が比較的少ない２０代、３０代でかかりつけ医を持つ割合が低くなっている。初期の診療は地域の医
院・診療所で行い、高度専門的な医療は病院で行うという医療機関の機能分担が地域医療における課題で
ある。救急医療・高度医療の確保からも「かかりつけ医」の利用促進が求められており、地域医療ネット
ワークの仕組みを広く市民の方にＰＲする必要がある。
・市民意識調査結果は、策定時と比べて 2.5％の増加となっている。
「健康自生地」の増加など生涯現役のま
ちづくり事業の取組みの効果が表れている。

Ⅳ．課題と今後の取組み【ACTION】
課題
（１）健康自生地の新たな創出と利用の

課題解決に向けた新たな取組み（案）

見直し・改善（案）

拡大
・健康自生地の地域差、性別による利用
格差を減少させる取組みが必要であ
る。

・まちづくり協議会と連携した新たな健康自生地を開拓す

拡充
・
強化

る。
・男性限定の講座やメニューの開発、年齢差や性別差を超
え、全ての方が楽しめるメニューを開発する。
・出かけるきっかけづくりのための「健康自生地バスツア
ー」や「健康自生地ウォーキング」を実施する。

・利用の利便性向上のための交通手段の確保を行う。

拡充
・
強化
拡充
・
強化
拡充
・
強化

（２）機能健診「脳とからだの健康チェ
ック２０１５の実施と予防介入事
業の研究開発
・認知症の発生を未然に防ぐ予防の取組

・６０歳以上の市民を対象にした「脳とからだの健康チェ

継続

ック２０１５」を実施する。

みを行う必要がある。
・健康自生地における個人単位の活動データと認知症予防
の相関関係を調査研究するためのデータ管理システム
を構築する。

拡充
・
強化

（３）病・診連携の機能強化と地域医療
の充実
・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
医療を充実させる必要がある。

・地域医療ネットワークの定着に向けた市民への周知を行

拡充
・
強化

う。
・１次救急、２次救急、３次救急の医療体制を確保する。

継続

・かかりつけ医の利用促進と在宅医療の充実を図る。

継続

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

・健康自生地の取組みは高齢者が対象であり、住まいの学区以外の健康自生地に足を運ぶことは難しい。学
区ごとの自生地マップがあると良いのではないか。
・新たな健康自生地の開拓においては、いきいきクラブとの連携も不可欠である。
・健康自生地を考慮した、いきいき号のコース検討も必要ではないか。

・認知症サポーターの人数を増やすだけではなく、認知症予防の取組みを積極的に進めていただきたい。

その他、目標の達成に向けて

・福祉部門においては新規事業が増えており、職員の負担は大きいと思うが、市民サービスの向上のため尽
力していただきたい。

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】

◎見直し・改善（案）を具体的かつ明確に、市民が理解しやすい表現を！
・
【ACTION】欄において、「取組みの方向性」と「具体的方策」とが混同され、課題解決のための手段・
方法が明確でないものが多く、評価しにくい。見直し・改善（案）は具体的に記載し、市民が理解しや
すい表現を心がけていただきたい。
・
【DO】
【CHECK】の結果が、どのように【ACTION】につながっているのかが見えにくいシートがある。
また、新たに見えてきた課題がどこ含まれているのかも、わかりにくい。
・全体的に文章が長い。市民に公開していくのであれば、箇条書きでまとめるなど、もう少し簡潔な表現
を心がけていただきたい。
・
「検討する」とは、本来「行動に着手する」という意味であるが、市民から見ると「やるか、やらないか
少し考えさせてもらう」というニュアンスに感じるため、表現を工夫すべきである。

・
【ACTION】に掲げた項目について、いつまでにやるという期限を決めていただきたい。

◎市民・地域との関わり
・シートの至る所に「地域」という言葉が出てくるが、具体的にどのような主体と連携・協力していくの
かが不明確である。うっかりすると「地域」が風景化し、連携・協力のパートナーとして作動しない恐
れがある。ターゲットを明確に表現していただきたい。また「市民」
「地域」と表現している中には、地
元企業も考慮すべきである。
・全ての取組みを「自助」
「共助」
「公助」の観点で仕分けてみてはどうか。総合計画の目標達成に向けて
は、行政の力だけでは無理であり、市民・地域の力が不可欠である。市民・地域の役割、行政の役割を
ふまえて、今後の見直し・改善（案）を示していくと、市民も理解しやすいのではないか。
・総合計画の策定・実践に関わっていた「高浜市の未来を描く（創る）市民会議」のメンバーの方たちが、
市政運営にだんだんと関わりを持たなくなっていることが、市民意識調査の結果から感じ取れる。はじ
めの一歩に参加した人や、これから参加する人が、子どもや、まち協・町内会などを通じて市政運営や
まちづくりに関わりを持ち、興味・関心・理解を高め、少しでも意見を出したり、活動していただける
ように望む。
・限りある財源の中、常に厳しい状態だと思うが、工夫とアイデアを出し合い、市民の生の声を聞きサー
ビス向上につなげていただきたい。

・まちづくりに携わっている者として、行政の思いに応えられるような協力をしていきたい。

◎総合計画の進行管理に関して
・総合計画の仕組みも良く、進捗管理もうまくできている。
「市民意識調査」や「みんなで目指すまちづく
り指標」のデータも良い結果が出ている。計画行政が評価を繰り返しながら修正を加え、現場ではそれ
を加工・改良していくといった PDCA サイクルが定着してきているように感じる。

◎施策評価シートのとりまとめ方法
・施策評価シートの作成にあたっては、目標や課題の共有、職員育成の観点から、若い職員も一緒になっ
て、グループ内や担当部署との連携を図りながら取り組んでいただきたい。
◎市民意識調査に関して
・市民意識調査の結果を分析し、その分析を今後の取組みに活かしていくという点からも、回収率を向上
させるための方法を考えていく必要がある。

・市民意識調査の結果で、男女の年代別の割合が分かると良い。

◎課題解決に向けた今後の取組みについて
・要因分析の結果見えてきた課題の順位付けを行い、優先度の高いものから対策を講じていく必要がある。

