(H27.11.13)
第６回推進会議

資料２
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第６次高浜市総合計画
推進会議からのコメントに対する
行政の考え方と対応 （案）

平成２７年１１月
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【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

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

「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）

平成 26 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。

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

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。

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 28 年度に実施予定

平成 28 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
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
①企業の取組みのＰＲ
地域活動・地域貢献に取り組ん

行政の考え方と対応（案）
取組状況

でいる企業も多い。広く企業の

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

企業へのアプローチを強化し、情報を掘り起こす

地域活動の取組みなどをＰＲし

〔H27.10～〕

たり、企業と市民、地域との連

・これまでにも『広報たかはま』の「まちの話題」

携を目に見える形で進めていた

や「カメラレポート」で、市内企業の地域貢献活

だきたい。

動を一部紹介しています。
具体的な
取組内容

・他市から働きに来ている方からは「過ごす時間の
長い高浜市についての方が地元のことより詳しく
なった。」という声も聞きます。企業・事業者によ
る地域貢献活動を紹介することで、昼間に当市に
いる方々の連携力を高めることが期待できます。
・今後は、情報提供の関係づくりを目的に、企業の
広報部署などにアプローチしていきます。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
②中学生への「まちづくり出前授
業」の実施
「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。

№1 情報発信パワーアップ事業
（総合政策 G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

出前授業の成果の検証〔～H28.3〕と中学校におけ
るまちづくりの体系的な学習の模索〔～H29.3〕
・中学校では、すでに市民一斉清掃や総合防災訓練
に参加するなど、まちづくりの実践を行い、その
大切さについて体感していると考えています。
具体的な

・しかし、こういったまちづくりの実践をどの程度

取組内容

行っているのか、実践したことを発表する場を設
けているかなど、中学校で小学校の出前授業の内
容をどうつなげているのかは検証できておらず、
今後検証を行っていきます。
・その結果、出前授業が必要かなどを検討し、小・
中学校で体系化した学習方法を見つけていきま

関連 AP
（担当 G）

す。
№2 みんなでまちづくり事業
（総合政策 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まちづくりのつながり

つながりづくりへの働きかけ〔実施中〕

PTA の方が役員を終えた後に

・PTA などの団体の方が役員を終えた後にも継続的

も、まちづくり団体に入って活

に残っていただくためには、まちづくりが楽しく

動を継続するなど、まちづくり

やりがいがあり、もう１年やりたいと思える雰囲

のつながりを途切れさせないこ

気づくり、人間関係が必要だと考えます。

とが大切である。
具体的な
取組内容

・行政としては、まちづくりに参加してみて良かっ
た点、悪かった点を聞き、その意見を地域の方た
ちへ還元し、また、その方たちの頑張りを広報な
どで取り上げ、励みになるようつなげていきます。
・まちづくり協議会においては、各所属団体の役員
が終わっても、１年は残る仕組みを作っていけな
いか、働きかけをしていきます。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

№2 みんなでまちづくり事業
（総合政策 G）
行政の考え方と対応（案）

②まちづくり協議会特派員のあり

ノウハウ伝授などのフォローアップ〔実施中〕

方

・まち協特派員は、地域と行政とのパイプ役として

まちづくり協議会特派員がもっ

大変活躍しており、まち協からも高く評価されて

と評価されてもいいのではない

います。

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

・特派員としてさらにスキルアップするため、真に

はいけない。むしろ、地域を活

地域（まち協）に対して提案・意見を述べること

性化させるために、特派員の任

ができる特派員を育てていくための人材育成・フ

期中にどのくらい変化を起こさ

ォローを行っていきます。
（例：毎月の特派員連絡

せたか、自立に向けてどのくら

会や説明会）

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

具体的な
取組内容

・現在は、若手職員に特派員制度について周知を行
う機会がないため、若手職員・新人職員に向けた

員として生きていく上で大きな

研修の一環として、制度について説明をするとと

資産になるといった制度である

もに、地域に飛び出すことの大切さや、まちの人

べきである。特派員は、プロデ

たちと良い関係を築いていくためのノウハウなど

ューサー・コーディネーター・

を伝え、特派員として手が挙げやすい雰囲気づく

計画づくりのアドバイザー、地

りを進めていきます。

域のもめ事を解決に導くような

制度の検証〔～H28.12〕

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

・次年度で制度開始から 9 年目を迎える特派員制度

であり、生易しい覚悟ではでき

について、これまでの成果と課題を振り返り、地

ない。そういう経験者を増やし

域（まち協）の声を聞きながら、制度の今後のあ

ていくことは高浜市にとって宝

り方・見直しを検討していきます。

になる。

関連 AP
（担当 G）

№3 まちづくり応援事業
（総合政策 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
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
①財政状況のさらなる見える化
実質破綻の危険ライン・健全ラ

行政の考え方と対応（案）
取組状況

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

インといった指標を交えた 形

わかりやすい財政情報の提供〔実施中〕

で、市の財政状況をお知らせす

・自力再建できる範囲で財政悪化を未然に防止し、
破たんするまで放置しない枠組みとして、
「自治体
財政健全化法」が整備されています。

ると、より一層市民の理解が深
まるのではないか。

具体的な
取組内容

・この法律は、財政健全化指標として「実質赤字比
率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及
び「将来負担比率」の四つの指標が設定され、
「健
全段階」
、財政破綻の懸念がある「財政の早期健全
化」（イエローカード）及び「財政の再生」（レッ
ドカード）の判断基準が示されています。
・当市は「健全段階」にあり、決算の状況とともに、
毎年 11 月 1 日号前後の広報等で公表している。
・ちなみに、
「財政の再生」における実質赤字比率は
20%であるところ、当時の夕張市の実質赤字比率
は 800%（基準の 40 倍）であった。当市が第二
の夕張市になるおそれはありません。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
②基金の積立てに関する情報提供
「基金の計画的な積立て」につ

・しかし「高浜市は税金が高い」
「借金が多い」とい
う誤解も多くあるため、公共施設あり方計画（案）
など他の住民説明会の機会も活用しながら、わか
りやすい財政情報の提供を行っていきます。
№12 わかりやすい財政情報提供事業
（財務 G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

いて、その目的や今後の財政計

わかりやすい財政情報の提供〔実施中〕

画の中での位置付けなど、金額

具体的な
取組内容

・常に安定した財政運営を行う上で必要な「財政調
整基金」及び計画的に事業を推進する上で必要な
「公共施設等整備基金」については、
「平成 26 年
度～平成 29 年度の財政計画」において目標額を
公表するとともに、
「平成 27 年度予算の概要」に
おいて基金残高の推移を公表しています。

関連 AP
（担当 G）

・基金の積立てに関する情報提供については、毎年
度の「当初予算の概要」あるいは「決算の概要」
で引き続き情報提供を行うとともに、平成 27 年
度末に策定予定の「平成 28 年度～平成 47 年度
の長期財政計画」の中でも情報提供を行います。
№12 わかりやすい財政情報提供事業
（財務 G）

面での情報提供が必要である。

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基準に即した行政サービス水準

「事業費見直し計画」に基づく効率的・効果的な事

の抑制

業の執行〔～H28.3〕

行政サービス水準の抑制につい

・総合計画の 4 つの基本目標及び 11 の目標につい

ては、目標に反することのない

ては、
「選択と集中」、あるいは「選択とバランス」

よう、明確な基準を設けた上で

を考慮して、議会の議決を経て定められた目標で

見直しを図っていただきたい。

あり、当該目標に向けた取り組みについては、重
点的に取り組まれるものです。
具体的な
取組内容

・限られた財源の中では、効率的・効果的な事業の
執行が求められるが、行政サービス水準の抑制は、
目標に反しないことを前提にしている。ただし、
効率的・効果的な事業の執行方法の検討は、常に
意識して行う必要があります。
・どの行政サービスについて、どのような理由で、
いつから、いくら削減していくかについては、
「（仮
称）事業費見直し計画」を作成し、平成 27 年度
末に作成する「長期財政計画」とともに、公表を
行います。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

№8 行政サービス点検事業
（財務 G）
行政の考え方と対応（案）

②公共施設に関する情報提供

市民とともに問題意識を共有するための積極的な情

公共施設のあり方検討につ い

報提供〔H27.10～〕

て、市民に対する情報提供が足

・公共施設のあり方を進めていくには、市民の方の

りない。
「こんなことに取り組み

ご理解ご協力が必要不可欠です。施設を減らすと

ます！」には「市民とともに問

いう新たな取組みに対して、市民の方と共に知恵

題意識を共有しながら、具体的

と工夫を出し合って、課題解決に向け取り組んで

な検討を進めます」とある。市

いきます。そのためにも、市民に迅速かつ適切な

民はもっと情報が知りたいと思

情報提供をしていきます。

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

具体的な
取組内容

な情報提供をお願いしたい。

・現在、平成２６年度に策定した公共施設あり方計
画（案）の推進プランの見直しとインフラ資産を
含めた公共施設総合管理計画の策定を進めていま
す。その内容について、市民の方に情報提供する
ため、地区説明会を開催します。
・１０月には有識者による講演会を開催、１１月よ
り５つの小学校区ごとに地区説明会を開催しま
す。この案内については、市広報、市公式ホーム
ページ、案内チラシの回覧、フェイスブック等で
周知します。
・この他、出前講座で説明をさせていただきます。

関連 AP
（担当 G）

№9 公共施設等適正化事業
（行政 G）

目標（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
①人材の掘り起こし
地域には、様々なノウハウを持

行政の考え方と対応（案）
取組状況

った人材が大勢いる。例えば、

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

ッチング

司法書士・弁護士・看護師・歯

・人材の掘り起こしは、現在進めている「タカハマ！

科衛生士・学校の教員や保育士

まるごと宝箱」やボランティアセンター・図書館・

など、資格を持った人材の掘り

美術館など日常の取組みの中で積極的に進めてい

起こしを行うことが大切で あ
覧表にして登録・公開し、学校

Ｂ．着手済

新たな人材の掘り起こしと教える人と学ぶ人とのマ

公認会計士・社会保険労務士・

る。その方たちを、分野別に一

Ａ．既に完了

具体的な
取組内容

ます。
〔実施中〕
・現在、市内で実施されている生涯学習の棚卸を行

や各種団体が協力を依頼できる

っており、その中で新たな人材の掘り起しととも

ようにすると、教える人と教わ

に、生涯学習活動の見える化など、教える人と学

りたい人がつながる仕組みがで

ぶ人とのマッチングにつながる取組みを行ってい

きるのではないか。また、教わ

きます。〔H27.10 着手〕

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。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
②まちの魅力の掘り起こし
まちの魅力のコンテンツの掘り

行政の考え方と対応（案）
取組状況

起こしを、大人が中心ではなく

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

子どもによるまちの魅力の映像紹介〔～H28.10〕

子どもも一緒になって行い、子

・
「タカハマ！まるごと宝箱」では、現在、将来に語

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。

№14 タカハマ！まるごと宝箱事業
（文化スポーツ G）

り継ぎたいまちの魅力を大人が掘り起こしていま
具体的な
取組内容

す。そのコンテンツを発信することに加え、まち
のさまざまな魅力を映像や紙面などを通じて発信
する取り組みを子ども若者の成長応援とからめて
実施していきます。

関連 AP
（担当 G）

№14 タカハマ！まるごと宝箱事業
（文化スポーツ G）

推進会議からのコメント
③子どもへの継承
「タカハマ！まるごと宝箱」事

行政の考え方と対応（案）
取組状況

業について、現在大人が持って

いくかといった構想を練った上

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・②の考え方のとおり。

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

Ａ．既に完了

具体的な
取組内容

で取組みを進めていただき た
い。
関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
④子どもを通じた親へのアプロー
チ

№14 タカハマ！まるごと宝箱事業
（文化スポーツ G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

指標「高浜市に愛着や誇りを持

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

親へのアプローチを意識した事業展開

っている人の割合」について、

・子どもを通じた親へのアプローチが有効であるこ

男性の割合が少ないとの分析で

とは認識しています。こども・若者成長応援事業

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

具体的な

おり、男性を意識した事業展開

取組内容

「タカハマ物語Ⅱ」の製作でも子どもから大人へ
の広がりを意識しています。〔実施中〕

は難しいのではないか。子ども

・今後も、学びの輪を広げる中で、子どもを通じた

へのアプローチを通じて親たち

親へのアプローチを意識して事業を展開していき

を巻き込むことが有効であると

ます。
〔H27.10 着手〕

考える。
関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
⑤企業へのアプローチ
企業も、小・中学生向けに授業・

行政の考え方と対応（案）
取組状況

講座の講師を務めるなど、生涯

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・企業には生涯学習のパートナーとして多くの場面

えている。企業も生涯学習のパ
たい。

Ａ．既に完了
企業とのタイアップ〔実施中〕

学習の一端を担う協力体制を整
ートナーとして考えていただき

№14 タカハマ！まるごと宝箱事業
№15 こども・若者成長応援事業
（文化スポーツ G）

具体的な
取組内容

でご協力をいただいており、重要なパートナーと
考えています。現在、市内で実施されている生涯
学習の棚卸を行っており、今後、生涯学習活動を
見える化する中で、広報紙での紹介など、より一
層力を発揮していただける取組みを進めます。

関連 AP
（担当 G）

№15 こども・若者成長応援事業
（文化スポーツ G）

次ページに続く →

推進会議からのコメント
⑥中学生へのアプローチ
市民意識調査結果によれば、
「将

行政の考え方と対応（案）
取組状況

来の夢を持っていない」と回答

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・学年が上がるにつれて、
「将来の夢を持っていない

学生では５００名程度である。

人」の割合が多くなるが、中学生になると部活や

指標「将来の夢を持っている子
には、小学生よりも、母数の大

Ｂ．着手済

意欲ある中学生を後押しする環境づくり〔実施中〕

した小学生は２５０名程度、中

どもの割合」を高めていくため

Ａ．既に完了

具体的な
取組内容

勉強が忙しくなり、積極的なアプローチが難しい
のが現状です。

きい中学生に対してアプローチ

・たかはま夢・未来塾や市民映画の製作など、中学

を強める方が効果的であると考

生が「何かしたい！」と思うときに参加できる環

える。

境づくりを、引き続き進めます。
関連 AP
（担当 G）

№15 こども・若者成長応援事業
（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夢を持つ子どもの割合の追求

継続的な要因分析〔実施中〕

「将来の夢を持っている子ども

・小学校の時期は、親のこう育てたいという希望も

の割合」が伸びていることはと

あり、多くの習い事をする時期で、親や周囲から

ても良いことであるが、学年が

たくさんのことを吸収し、夢を持ちやすいと考え

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。

具体的な
取組内容

られます。
・ただし、学年が上がるにつれて、部活や勉強など
日々の現実的なことを考えることが多くなり、夢
を追い続けるには覚悟と能力が必要であることな
どがわかり「夢を持つ子どもの割合」が低下する
と考えられます。
・要因分析を引き続き進めます。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

№15 こども・若者成長応援事業
（文化スポーツ G）
行政の考え方と対応（案）

②３分野の連携強化

様々な事業・会議体等を通じた連携・情報共有

地域の教育力を高めていくため

〔実施中〕

には、生涯学習政策がベースと

・まち協や防災リーダーが幼稚園・保育園・小中学

なる。生涯学習、学校教育、子

校に乗り入れ、防災教育や伝統文化をはじめ多く

育ち・子育ての３分野は、互い

具体的な

の分野で、生涯学習、学校教育、子育ち・子育て

に関わり合いが深く、連携が欠

取組内容

の連携は進んでいる。また、小・中学校の校長会

かせない。縦割りにならないよ

や幼稚園・保育園の園長会などを通じて必要な情

う各部署が連携し、お互いに問

報を共有しながら事業を進めており、今後も必要

題点を出し合いながら取り組ん

に応じて連携していきます。

でいただきたい。
関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

№15 こども・若者成長応援事業
（文化スポーツ G）
行政の考え方と対応（案）

③生涯学習の変革

生涯学習基本構想をベースに据え、まちのチカラを

趣味・教養・余暇・娯楽といっ

高めるプログラムを創出を目指す〔実施中〕

た個人的自己決定能力を高める

・生涯学習の推進では、生涯学習基本構想をベース

だけの生涯学習から脱し、集団

に、個人の学び、地域の学び、行政の総合的な学

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

具体的な
取組内容

びといった考え方で進めており、現在、まちの魅
力をテーマに学びの輪を広げ、人材の掘り起こし
を進めている。また、防災、福祉といった地域課

りを進めていくために必要な知

題に応じたまなびが、共助・公助レベルで展開さ

識・能力を身につけた市民集団

れています。今後、既存のプログラムや人材をつ

を育てていくための生涯学習が

なげて、地域の課題解決などまちのチカラを高め

求められている。

るプログラムを創出したいと考えています。
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（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
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
①地域との連携の見える化
「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。

行政の考え方と対応（案）
取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

シートの書きぶりを改善〔H27.10～〕
具体的な
取組内容

・アクションプランに関わる取組みについては、可
能な限り具体的にシートに記述します。
（平成 27
年度上半期振り返りと今後のアクションシートか
ら改善）

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）

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教職員へのバックアップ体制
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

様々な参観場面を取り入れる〔実施中〕
具体的な
取組内容

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。

関連 AP
（担当 G）

の生活場面の参観なども異校種参観の取組みのひ
№18 異校種間連携推進事業
（教育センターG）
行政の考え方と対応（案）

②教職員の意見の集約

教職員の意見を活かす〔実施中〕

市民意識調査等の結果分析にあ

・教職員の意見は各学校の自己評価に生かしている

たっては、行政だけでの分析で

が、「異校種間連携事業」や「高浜カリキュラム」

はなく、子どもたちと直に接し
約する手立てを講じてほしい。

の参観だけでなく、行事場面、部活動場面、日常
とつとします。

推進会議からのコメント

ている教職員の方々の意見を集

・教職員への過度な負担とならないよう、授業場面

の成果の検証にいかせるものがあれば、取り入れ
具体的な
取組内容

ていきます。

「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。
関連 AP
（担当 G）

№18 異校種間連携推進事業
№19 高浜カリキュラム推進事業
（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）

③カレンダーの目的の明確化

PTA 総会等における継続的な説明〔実施中〕

「目指す子ども像」のカレンダ

・すべての学校において PTA 総会で説明していま

ーの活用方法については、各学

す。今年度の各園、学校、家庭、まち協の取組み

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

具体的な
取組内容

レンダー作成の意図や目的が、

や活用を集約して情報を共有し、次年度の活用に
役立てます。各園、学校における PTA 総会での
説明は継続して行っていきます。

しっかりと保護者に伝わるため

・カレンダーの具体的な活用については、各家庭それ

の方策を考えていただきたい。

ぞれの工夫ある活用を期待したいと考えています。
関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント

№20 めざす子ども像推進事業
（教育センターG）
行政の考え方と対応（案）

④子どもの「二極化」への懸念

日常の取組みの中で対応〔実施中〕

指標の数値が非常に伸びたが、

具体的な

できる子とできない子の「二極

取組内容

・各学校における日常の取組みで対応していきます。

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。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント

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）
行政の考え方と対応（案）

⑤地域の活かし方

地域との連携〔実施中〕

目標のフレーズには「学校・家

・各学校がまち協を中心としてそれぞれの地域各団

庭・地域が連携を深め」とある

体と連携している行事や場面はたくさんありま

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

具体的な
取組内容

す。全てをシートには表しきれませんが、今後と
もこれら各学校の取組みは継続していきます。

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。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント

行政の考え方と対応（案）

⑥３分野の連携強化

様々な事業・会議体等を通じた連携・情報共有

地域の教育力を高めていくため

〔実施中〕

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

・まち協や防災リーダーが幼稚園・保育園・小中学
具体的な
取組内容

かせない。縦割りにならないよ

校に乗り入れるなど、生涯学習、学校教育、子育
ち・子育ての連携は進んでいます。また、小中学
校の校長会や幼稚園・保育園の園長会などを通じ
て必要な情報を共有しながら事業を進めていま

う各部署が連携し、お互いに問

す。今後も必要に応じて連携していきます。

題点を出し合いながら取り組ん
でいただきたい。

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）

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）

目標（５）
地域ぐるみで子育ち・子育てを支えます
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
①市民の声を直接聞く
指標「子どもを産み、育てやす

行政の考え方と対応（案）
取組状況

いと感じている人の割合」を高

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・これまでも、健診や訪問といった保健事業やいち

どんな情報・サービスなどを求

ごプラザのような子育て支援事業などでは、保健

めているのか、アンケートだけ

師や保育士などのスタッフが、利用者の声を直接

でなく、直接、声を聞き取るこ
センターで実施されている健診

Ｂ．着手済

当事者・利用者とのキャッチボール〔実施中〕

めていくためには、若い世代が

とが大切である。例えば、保健

Ａ．既に完了

具体的な
取組内容

において、お母さんたちが待ち

聞き、施策に関わる内容については、担当グルー
プに共有されています。
・
「子ども・子育て会議」や「子育ち・子育て支援ネ
ットワーク会議」などで、当事者として参加する

時間に輪になって座っている光

委員の意見を聞き、事業に活かしています。

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。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
②情報の提供・交換の仕組み
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。

№21 保育サービス充実事業
№22 子育て・家族支援ネットワーク事業
（こども育成 G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

子育て世代を意識した情報提供手法〔実施中〕
・スマートフォンで閲覧可能な子育て支援ネットワ
ークのホームページを設置し、情報提供をしてい
具体的な
取組内容

ます。
・登録者に対し、メールマガジンで行事などの情報
提供をしています。
・電話や電子メールでの問い合わせがあれば、適宜、
回答しています。

関連 AP
（担当 G）

№22 子育て・家族支援ネットワーク事業
（こども育成 G）

推進会議からのコメント
③企業を巻き込んだ取組みの展開
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。

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）

推進会議からのコメント
④親・子ども双方の意見の集約
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。

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

企業との連携〔実施中〕
・
「子ども・子育て会議」や「子育ち・子育て支援ネ
ットワーク会議」などに、企業代表の委員として、
参加していただき、ご意見をいただいています。
・会議等を活用し、企業側からの取組みや情報発信
を期待しています。
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）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

子どもの視点を意識した事業展開〔実施中〕
具体的な
取組内容
関連 AP
（担当 G）

・保護者側だけでなく、子ども側の視点も意識し、
事業を実施しています。
・事業実施の現場で子どもの声を聴き、意見を参考
にしていきます。
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
①行政の想いを伝える
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。

行政の考え方と対応（案）

具体的な
取組内容

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
②３分野の連携強化
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。

子どもの視点を意識した事業展開〔実施中〕
・
「高浜市子育ち・子育て支援ネットワーク会議」で
は、各学区の代表に出席していただき、情報共有
の場を設けています。
・行政からの提案ではなく、相互の取組みを参考に、
学区の特色を生かした取組みを期待しています。
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）
行政の考え方と対応（案）

具体的な
取組内容

関連 AP
（担当 G）

様々な事業・会議体を通じた連携・情報共有
〔実施中〕
・まち協や防災リーダーが幼稚園・保育園・小中学
校に乗り入れるなど、生涯学習、学校教育、子育
ち・子育ての連携は進んでいる。また、小中学校
の校長会や幼稚園・保育園の園長会などを通じて
必要な情報を共有しながら事業を進めている。今
後も必要に応じて連携していきます。
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（６）
産業を活性化して、まちを元気にします
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
①鬼瓦の全国的な普及
鬼瓦を全国的にさらに普及させ

行政の考え方と対応（案）
取組状況

るため、鬼が関係するような地

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

三州瓦ブランド化への取組みを支援（業界の取組み
をバックアップ）〔実施中〕

区（例：和歌山県・岡山県）に
売り込むといった発想も必要で

・地場産業業界が主体となり、市は活動の支援を行
います。

はないか。

具体的な
取組内容

・鬼瓦は邪を払う「魔除け」として位置づけられて
おり、他の地域の鬼伝説における鬼とはイメージ
が異なります。
・
「魔除け」の流れをくむ一つの発想の転換として「屋
根」ではなく、
「インテリア」として室内空間に設
置する「鬼瓦家守（おにかわらいえもり）」を地元
事業者が制作販売しています。
・市としては上記「家守」を経済産業省が主催する
「中部ふるさと名物創出支援プロジェクト」に推
薦するなど、クールジャパンを意識した三州瓦の
ブランド化への取組みも支援していきます。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
②市外への積極的 PR
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。

№27 地場産業振興事業
（地域産業 G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

観光協会の取組みをバックアップ〔実施中〕
・高浜市観光協会が主体となり下記活動を実施し、
市は観光協会に対し支援を行います。
具体的な
取組内容

・名古屋鉄道主要駅１８か所を拠点とした沿線駅に
「鬼みちまつり」「人形小路」「おまんとまつり」
等観光協会会員のポスター設置エリアの確保
・テレビ局などのメディアへの情報発信
・Ｂ－１グランプリ全国大会や刈谷おいでん祭り、
東浦於大まつり等における高浜市の紹介及び三州
瓦ＰＲ

関連 AP
（担当 G）

№30 観光推進事業
（地域産業 G）

推進会議からのコメント
③地場産品の売り込み
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。

行政の考え方と対応（案）
取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

復興支援を兼ねた東北地方との連携〔実施中〕
・地場産業業界が主体となり、市は活動の支援を行
います。
具体的な
取組内容

・瓦の販売は全国展開をしており、現在は復興住宅
への瓦補助などを行い、相手先のニーズを考慮し
た支援を行うことで復興支援と東北での瓦シェア
の拡大の双方向で WinWin となる関係づくりを行
っています。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
④周辺インフラ整備
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。

№30 観光推進事業
（地域産業 G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

観光協会の取組みをバックアップ〔実施中〕
・高浜市観光協会が主体となり下記活動を実施し、
市は観光協会に対し支援を行います。
・観光案内所「オニハウス」及びかわら美術館ショ
具体的な

ップにて市内の観光資源の案内や市内の名産品を

取組内容

展示販売。
民間の取組みを積極的に PR〔実施中〕
・今後は今まで以上に高浜茶屋吉貴やおいでん横丁
などの民間経営の休憩所、土産物販売所を積極的
にＰＲします。

関連 AP
（担当 G）

№30 観光推進事業
（地域産業 G）

次ページに続く →

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ジャンボ落花生の産業化

商品化を目指した取組み〔実施中〕

ジャンボ落花生の植栽・育成を

・落花生を塩茹でで食する高浜での風習を元に、ジ

「産業化」を視野に入れた取組

ャンボ落花生の植栽の推進をしていますが、産業

みとして進めていくのであ れ

化となるためには食材の加工による商品化を定め

ば、単に珍しいだけでは難しい

ることが大前提であると考えます。

と思われる。また、ジャンボ落

具体的な

花生だけで良いのかという思い

取組内容

もある。アクションを起こして

・商品化のための取組みとして農村生活アドバイザ
ーによる試作を行うとともに、商品を開発する仕
組みを民間企業の協力を得る必要があります。

いく上で、起業として成り立つ

・商品化を基に契約農家を募り、作付面積の増加を

のか、高浜市の農業を救えるの

目指していきます。

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。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント

№28 農業経営安定化推進事業
（地域産業 G）
行政の考え方と対応（案）

②営農組織の法人化

法人化の継続的な検討〔実施中〕

今後の取組みとして記載がない

・営農組織の法人化については農業の担い手の減少

が、営農組織の法人化について

という課題を解決する手法と認識していますが、

の働きかけを、今後も継続して
行っていただきたい。

具体的な
取組内容

現在農業を営んでいる方々の気持ちも汲みながら
も、必要な時期に高浜の農業にとって必要な対応
ができるよう法人化についての手法などを継続し
て研究していきます。

関連 AP
（担当 G）

№28 農業経営安定化推進事業
（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）

③コミュニティ・ビジネス創業支

人材発掘・支援〔実施中〕

援

・今後の方向性としては今まで創業した「チャレン

コミュニティ・ビジネスを創業

ジャー」の事業経過をフォローしつつも、新たな

しようとする「チャレンジャー」

地域の課題と地域で活躍している人材の抱く目標

の発掘・支援について、今後の

具体的な

の具現化を結び付けながら人材発掘・支援を行っ

方向性をしっかりと定めた上で

取組内容

ていきます。

取り組んでいただきたい。

・人材発掘の手法の一つとして他のグループが実施
するワークショップとの連携も視野に入れて活動
していきます。
関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント

№29 コミュニティ・ビジネス創出支援事業
（地域産業 G）
行政の考え方と対応（案）

④情報収集と不断の見直し

団体とともに効果的な支援策を考え、実行する

産業の活性化は、市民の日常の

〔実施中〕

暮らしを支え、まちの元気につ

・団体の活動の支援という形での事業が主なもので

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、

はあり、行政が直接関与できない部分もあります
具体的な
取組内容

が、効果的な支援を行うため、活動団体の積極的
な活動提案をどう実現するのかを団体ともに考
え、精査しながら確認・見直しを繰り返していき

自分たちのＰＤＣＡサイクルの

ます。

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。

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（７）
みんなでまちをきれいにします
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
①ごみ分別表の改善
資源ごみ分別表について、写真

行政の考え方と対応（案）
取組状況

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

での説明は分かりづらいため、

わかりやすく改善〔実施中〕

プレートの付け方やごみの分別

・分別方法の説明につきましては、本年度、プラス
チック加工した写真版、文字とイラストで説明し
た高浜市ごみ分別便利帳を各家庭及び各分別収集
拠点に配布し、周知を図っているところです。

方法を文字で説明するよう、改
善を図っていただきたい。

具体的な
取組内容

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
②環境美化推進員の登録人数
環境美化推進員の人数について

行政の考え方と対応（案）
取組状況

は、例えば学校であれば、児童・
トするのではなく、主に活動す

具体的な

る児童・生徒をカウントするべ

取組内容

きである。
関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
の見直し

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

登録校の全児童・生徒をカウント〔実施中〕

生徒全員を推進員としてカウン

③市民一斉清掃・油ヶ淵浄化デー

・ご指摘の内容につきましては、一部実施している
ところであり、説明書が増えてわかりづらいとの
ご意見も頂戴しているところから、ご希望に応じ
順次配布してまいりたいと考えています。
№31 みんなでまちをきれいにします事業
（市民生活 G）

・環境美化推進員の人数については、夏休み期間中
に行われる校内草刈や卒業式前に行われる校内清
掃など全校生徒を対象とした美化活動があること
から、登録人数につきましては児童・生徒数とし
てカウントすることとしています。
№31 みんなでまちをきれいにします事業
（市民生活 G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

Ａ．既に完了
Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｂ．着手済
Ｄ．実施しない

市民一斉清掃・油ヶ淵浄化デー

子どもなどへ周知を広げる〔実施中〕

の実施方法について、道路のゴ

・市民一斉清掃や油ヶ淵浄化デーにつきましては、
これまで、町内会を中心に周知を図ってまいりま
したが、ここ数年、町内会に加え、市内企業、環
境美化推進員、小中学校に参加を呼びかけたとこ
ろ、参加者の顔ぶれに変化が見られるとともに新
たに海岸や公園などで活動する動きがあることか
ら、今後も周知先を広げていくとともに、参加の
状況、特に子どもたちの活動状況を周知すること
により参加者の拡大を図ってまいります。
№31 みんなでまちをきれいにします事業
（市民生活 G）

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

具体的な
取組内容

ていくと思われる。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
④大人の環境美化推進員の増加に
向けた取組み

行政の考え方と対応（案）
取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

環境美化推進員が大きく増えた
子どもへの働きかけに重点を置きながら、大人へ広
げていく〔実施中〕

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、

・不法投棄の処理件数は平成２６年度末（確定値）

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

で 338 件であり、前年度と比較し 24 件の減、

推進員を増やしていくための働

（7.1％の減）となっており、平成 26 年度に実

きかけも必要である。

具体的な

施した小学校の環境美化推進員が行った子どもた

取組内容

ち自身が作成したポイ捨て禁止看板による効果が
あったものと考えています。
・このように子どもたちの活動は大人への影響が大
きいと考えていることから、しばらくは子どもた
ちに環境美化推進員になっていただくよう働きか
け、大人の推進員登録拡大を図ってまいります。

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）

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ごみの立ち当番への対応

提案を受け止め、柔軟に検討・対応する〔実施中〕

ごみの立ち当番をする方が高齢

・各町内会においては高齢等の理由により立ち番を

化してきていることに対し、市

免除あるいは免除制度を設ける予定があるとお伺

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

具体的な
取組内容

て柔軟な対応をお願いしたい。

いしていますが、ご指摘のようなご意見も頂戴し
ているところです。
・本市としましても、立ち番時間の短縮、分別収集
拠点の統廃合など町内会からご提案があった場合
柔軟に対応しているところですが、引き続きこの
問題については検討してまいります。

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（８）
ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります
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
①いきいき号のコース検討
目標（１１）に掲げる健康自生

行政の考え方と対応（案）
取組状況

地の取組みを考慮した、いきい

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

利用者の状況を見ながら検討〔実施中〕

き号のコース検討も必要ではな

・いきいき号のコースについては、道路運送法に基

いか。

づき、利用者、事業者、有識者、その他の関係者
により構成する地域公共交通会議にて検討するこ
ととなっています。
具体的な
取組内容

・平成２３年７月の大幅なコースの見直し以来、い
きいき号の利用者は年々増加しており、この傾向
はしばらく続くと思われますので、利用者の状況
を見ながら今後も検討してまいります。

関連 AP
（担当 G）

№34 いきいき号循環事業
（市民生活 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地域と連携した憩いの場づくり

地道な支援を継続〔実施中〕

地域と連携した憩いの場づくり

・まちづくり協議会や町内会、ＮＰＯ団体等のみな

について、具体的にどの団体と、

さんが実施する活動に対し、地域のみなさんが自

どのような取組みを進めていく

らが主体的となり、活動に取り組んでいただける

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

具体的な
取組内容

よう、時間軸を長くもち、地道な支援を進めて参
ります。

的な取組方策が見えるようにし
ていただきたい。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

行政の考え方と対応（案）

②全体像を見通したライフライン

計画的な人員配置と人材育成〔実施中〕

の整備

・ライフラインの整備には専門知識を有した職員・

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

№37 緑のあるまちづくり事業
（都市整備 G）

人材が必要不可欠です。人事担当と事業量、必要
具体的な
取組内容

取り組んでいただきたい。

人数等を協議し、計画的な職員の採用、配置をし
ていただくよう協議をしていくとともに、人材育
成にも努めていきます。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

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）
行政の考え方と対応（案）

③ライフラインの耐震補強

耐震補強を計画的に推進〔実施中〕

安全・安心が実感できるまちを

・上水道配水管の耐震化は、基幹避難所となる小中

めざし、地震への備えとして、

学校の内、南中学校、翼小学校へのルートは既に

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。

具体的な
取組内容

完了しています。
・平成２７年度から平成３１年度の５か年で残りの
小中学校へのルートを耐震化する計画です。
・また、下水道工事、その他工事で支障となる水道
管についても併せて耐震管に更新していきます。

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）

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
①「わが家の防災マップづくり」
「自助」の意識を高めるための

行政の考え方と対応（案）
取組状況

取組みとして、
「わが家の防災マ

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

高浜市地震防災マップ（わが家の防災メモ）の活用

ップづくり」のような「地震防

〔実施中〕

災マップを活用し、家庭・個人

・ご提案をいただいた「わが家の防災マップづくり」

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

については、昨年度作成しました高浜市地震防災

成した「地震防災マップ」は市

マップ（わが家の防災メモ）と同様の目的であり

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

ます。
具体的な
取組内容

・
「自助」の意識を高めるため、高浜市地震防災マッ
プ（わが家の防災メモ）を活用していきます。

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。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
②地域行動計画の具体化
「地域行動計画」の策定につい

行政の考え方と対応（案）
取組状況

て、福祉部が取り組んでいる「避

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・これまでも防災担当と福祉部は、避難行動要支援

くリンクさせ、実際に災害が起

者対策を進める中で、協力・連携をし、進めてき

こった時を想定した、より具体
む。

Ａ．既に完了

福祉部と連携した計画策定〔実施中〕

難行動要支援者」の情報とうま

的な計画とすることを強く 望

№38 防災ネットワーク推進事業
（都市防災 G）

ましたが、今後、策定します「地域行動計画」と
具体的な
取組内容

関連 AP
（担当 G）

「避難行動要支援者」の情報ができる限りリンク
できるよう調整します。

№38 防災ネットワーク推進事業
（都市防災 G）

推進会議からのコメント
③全庁的な防災・減災対策
「防災・減災対策」は、行政と

行政の考え方と対応（案）
取組状況

して最も重点的に取り組んでい

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・ご提案の「防災・減災対策」に対する庁内での連

の分野にわたって対策が必要で

携については、毎年実施しています庁内の防災訓

あるため、庁内で連携を密に取
たい。

Ｂ．着手済

庁内防災訓練の実施〔実施中〕

くべき事柄の１つである。多岐

りながら対策を講じていただき

Ａ．既に完了

練において対策を講じているところです。
具体的な

・また、今年度策定します職員行動計画等に基づい

取組内容

て、庁内の連携の確認を図るなど、今後も庁内の
防災訓練を重ね対策を講じて行きます。

関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント
④中学生対象の交通安全教室
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。

№38 防災ネットワーク推進事業
（都市防災 G）

行政の考え方と対応（案）
取組状況

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

交通安全教室の実施
・自転車運転者講習制度など、道路交通法の改正情
具体的な

報については、中学校に提供しています。
〔実施中〕

取組内容

・中学生を対象とした交通安全教室の実施について
は、中学校の要望を確認し、検討していきます。
〔H28.4～〕
関連 AP
（担当 G）

№41 交通安全啓発事業
（都市防災 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小学校区ごとの分析
「市民意識調査」や「みんなで

小学校区の特性にも着目〔H27.10～〕
・ご意見の小学校区の特性を考慮した分析について

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

具体的な
取組内容

は、これまで正直、気が回らなかった部分であり
ます。今後、結果の分析において、小学校区の特
性にも着目するよう心掛けてみます。

思われる。小学校区の特性も考
慮した分析が必要である。
関連 AP
（担当 G）

目標（９）に関するアクションプラン全般
（№38～41：都市防災 G・上下水道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
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
①生活困窮世帯への就労支援
生活保護世帯を訪問すると、
「働

行政の考え方と対応（案）
取組状況

きたいけど仕事がない」と言う

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

協力企業・事業所の開拓〔～H28.3〕

方が多いため、生活困窮世帯へ

・生活困窮世帯への就労支援としては、平成２６年

の手厚い就労支援を実施してい

６月から就労支援員を配置し、ハローワークへの

ただきたい。また、定期的にず

同行等、就労に向けた支援を行っています。

っと働くのではなく、働きたい

・平成２７年６月からは、生活困窮者本人の状況や

時に働けるような就労先を外部

希望に応じて、多様な就労自立のための訓練の場

委託によって斡旋することを考
えてはどうか。

Ａ．既に完了

具体的な
取組内容

を提供する就労準備支援事業を実施しています。
・今後は、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入
れ、就労日数や就労時間、業務内容に配慮するな
ど、その方の状況に応じた就労の機会を提供する
協力企業や協力事業所の開拓に努めます。
無料職業紹介・職業相談の導入を検討〔～H28.10〕
・就労先の斡旋については、平成２８年度中に、市
による職業紹介又は国が行う無料職業紹介・職業
相談の導入について検討します。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
②相談に来られない人への支援体
制

行政の考え方と対応（案）
取組状況

困りごとを抱えながらも相談に

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

・現在、生活困窮者自立支援検討会を全庁組織とし

仕組みを、いかにして築いてい

て立ち上げ、困りごとを抱えながらも相談に来ら

くかが重要である。具体的な支

れない人の把握方法と相談支援につなげる仕組み

援体制を構築し、そういった方
ただきたい。

Ａ．既に完了

アクセスしやすい相談支援体制〔～H28.10〕

来られない人を相談につなげる

たちへのフォローを徹底してい

№47 生活困窮者自立支援事業
（地域福祉 G）

づくりについて検討しています。
具体的な
取組内容

・その中で、①本人がアクセスしやすくなるよう電
子メールによる相談を実施、②制度の概要・仕組
みを分かりやすく説明したパンフレットの作成、
③病院、精神保健福祉センターなど地域の関係機
関へ②のパンフレットの設置及び情報提供の協力
要請を行うといった提案があったため、平成２８

関連 AP
（担当 G）

年度中を目処にこれらの取組みを実施します。
目標（10）に関するアクションプラン全般
（№42～49：地域福祉 G・福祉まるごと相談Ｇ・
保健福祉 G・介護保険・障がい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協力者への親切丁寧な対応

わかりやすい登録手順書の作成〔実施中〕

市民の方から、
「ボランティアに

・登録の手順をわかりやすく説明するため、実際の

登録したら、迷惑メールが来る

登録画面を挿絵（見本）として掲載させていただ

ようになり困っている」との声

き、目で見て簡単にわかるようなチラシを作成し

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

具体的な
取組内容

ました。
・個々の携帯電話のセキュリティーの関係から登録
がスムーズに出来ない場合がございますが、市で

る必要がある。

対応できない内容（メールサービス契約内容の変
更、メールの指定受信の設定、解除など）につき
ましては、ご使用の携帯電話会社での対応が必要
となりますので、ご理解いただきたいと思います。
関連 AP
（担当 G）

推進会議からのコメント

№43 高齢者等地域見守りネットワーク事業
（福祉まるごと相談 G）
行政の考え方と対応（案）

②市民サービス向上に向けたさら

高浜版地域包括ケアシステムの構築〔実施中〕

なる努力

・介護保険制度の改正、生活困窮者自立支援制度の

福祉部門においては新規事業が

創設や認知症対策など、新たな課題に対応するた

増えており、職員の負担は大き

め、業務量が増大してきています。

いと思うが、市民サービスの向

・現在、福祉部の各グループ、社会福祉協議会等の

上のため尽力していただき た
い。

関係機関が連携して、子どもから高齢者まで、障
具体的な
取組内容

がい者や妊産婦も含めた包括的な支援体制の構築
に向け「たかはま版地域包括ケアシステム」の仕
組みづくりに取り組んでいます。
・今後は、この仕組みづくりを行っていく過程の中
で、人員配置や会議運営の在り方を見直すととも
に、地域の社会資源の有効活用や開拓を進めるこ
とにより効率的な組織運営体制を築き、市民福祉
の向上のため、いきいき広場職員が一丸となって
頑張ってまいります。

関連 AP
（担当 G）

目標（10）に関するアクションプラン全般
（№42～49：地域福祉 G・福祉まるごと相談Ｇ・
保健福祉 G・介護保険・障がいＧ）

目標（１１）
一人ひとりの元気と健康づくりを応援します
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
①学区ごとの健康自生地マップ
健康自生地の取組みは高齢者が

行政の考え方と対応（案）
取組状況

対象であり、住まいの学区以外

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

学区ごとにみやすい工夫〔～H28.6〕

の健康自生地に足を運ぶことは

・H26.12.15 発行号の「でいでーる」にて、健康

難しい。学区ごとの自生地マッ

自生地認定 50 カ所突破記念として、早探し便利

プがあると良いのではないか。

MAP を掲載しました。
・毎月認定箇所が増えていき、その都度マップを作
具体的な
取組内容

成することは難しいため、キリの良いところ（今
年度目標の 88 か所）で作成します。
・スタンプラリー参加者の傾向から、住まいの学区
のみに足を運んでいる方は少ないため、全体のマ
ップを作成し、学区ごとに色分けするなどして工
夫していきます。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント
②いきいき号のコース検討
目標（８）との関連で、健康自

№50 生涯現役のまちづくり事業
（生涯現役まちづくり G）
行政の考え方と対応（案）

取組状況

生地を考慮したいきいき号のコ

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

健康自生地付近の停留所有無の調査〔～H28.3〕

ース検討も必要ではないか。

・現在のいきいき号のルートと、健康自生地の場所
を照らし合わせ、歩いて行ける範囲での停留所の
有無を調査します。
具体的な
取組内容

・健康自生地の取組みは、住民同士の支え合いの体
制構築も目指しています。知人や近隣住民、同じ
健康自生地へ出かける人同士などで乗り合わせて
いくなどのご協力もお願いしたいと考えていま
す。

関連 AP
（担当 G）

№50 生涯現役のまちづくり事業
（生涯現役まちづくり G）

推進会議からのコメント
③いきいきクラブとの連携
新たな健康自生地の開拓におい

行政の考え方と対応（案）
取組状況

ては、いきいきクラブとの連携

Ａ．既に完了

Ｂ．着手済

Ｃ．平成 28 年度に実施予定

Ｄ．実施しない

いきいきクラブと連携した情報収集・発掘と運営参

も不可欠である。

画〔～H29.3〕
・いきいきクラブ役員会や生きがい教室などで、健
具体的な
取組内容

康自生地候補地や担い手の情報収集・発掘を行い
ます。
・健康自生地の担い手や生涯現役のまちづくり実行委
員会委員として活躍いただけるよう勧誘を行いま
す。

関連 AP
（担当 G）

№50 生涯現役のまちづくり事業
（生涯現役まちづくり 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認知症予防の取組みの強化

未然予防・発症リスク軽減に向けた調査研究

認知症サポーターの人数を増や

〔～H28.9〕

すだけではなく、認知症予防の

・「脳とからだの健康チェック２０１５」を実施し、

取組みを積極的に進めていただ
きたい。

自分の状態を知っていただく機会を設けます。
具体的な
取組内容

・認知症の発症を未然に防ぐための予防事業を国立
長寿医療研究センターと共同で進めていきます。
・
「健康自生地」を活用し、健康自生地での活動が認
知症の発症リスクをいかに軽減できるかの調査研
究を行います。

関連 AP
（担当 G）
推進会議からのコメント

№51 認知症早期発見事業
（保健福祉 G）
行政の考え方と対応（案）

②市民サービス向上に向けたさら

・目標（１０）と同じ

なる努力
福祉部門においては新規事業が

具体的な

増えており、職員の負担は大き

取組内容

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。

関連 AP
（担当 G）

目標（11）に関するアクションプラン全般
（№50～53：保健福祉 G・生涯現役まちづくり G）

