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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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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 

本冊子の見方 

【総合計画から転載】 

基本構想に掲げた「将来都市

像」や「まちづくりの基本目

標」の実現に向けて、目標（あ

るべき姿）をワンフレーズで

表しています。 

 

【総合計画から転載】 

目標に掲げたまちの姿を具体的に

描いたもので、４年後（2017）の

高浜市が「こんなふうだったらいい

なぁ」、「こんなふうにしていきた

い」という想いを表しています。 

【推進会議での発表項目】 

目標の達成に向けて、各部署が平

成26年度に取り組んだ主な内容 

（「こんなことに取り組みま

す！」に対する具体的なアクショ

ン）を 

「３項目程度」挙げています。 

【総合計画から転載】 

世の中の動きや高浜市の現状・

課題を踏まえ、目標達成に向け

ての考え方や道筋を表していま

す。 

【総合計画から転載】 

「こんなことに取り組

みます！」は、目標を達

成するための取組みの

方向性を示しています。 

取組みに関する写
真を掲載していま
す。 
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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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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～ 

H26.12 

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 

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 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【DO】 
こんなことに取り組みます！ 何を・どうした いつ 

（１） 

市税収入など、自主財源

の確保に努めます。 

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。 

H26.4～ 
H27.２ 

②使用料・手数料検討プロジェクトを開催し、見直し方法等を
検討し「使用料・手数料見直し（改定）に係る基本方針（中
間素案）」を作成した。 

H26.5～ 
H27.3 

③督促期限ごとの新規滞納者を把握し、電話、訪問、書類送付
により自主納付を呼び掛けた。 

H26.10～ 
H27.3 

（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。 

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）の抽出を行った。 

H26.4～8 

②各種サービスのコスト、評価等を明確化するため、主要施策
成果説明書を活用した調査分析方法を検討した。 

H26.11～12 

③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 

（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。 

①市役所本庁舎整備事業において、実施方針に基づいて事業提
案を募集、提案内容を審査し、事業者と基本協定及び基本契
約を締結した。 

H26.5～ 
H27.3 

②公共施設あり方計画（案）のパブリックコメントや地区説明
会を実施した。 

H26.7～10 

③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。 

H26.10～ 
H27.3 

（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。 

①広報に「当初予算」「借金時計」「財政状況」「貯金通帳」を
掲載したほか、財政健全化判断比率等や新地方公会計制度に
よる財務 4表を公表した。 

H26.4 
～H27.2 

②「財政計画（26年度～29年度）」・「長期財政見通し」を公
表した。 

H26.6 

③従来の「わかりやすい予算書」を踏襲した平成 27年度「当
初予算の概要」（案）を作成した。 

H27.3 

（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。 

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衣浦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～ 
H27.1 

③刈谷ハイウェイオアシスで、衣浦定住自立圏交流イベント
「きぬうら☆うらら音楽祭」を開催した。 

H26.10 

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） 

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 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【DO】 

こんなことに取り組みます！ 何を・どうした いつ 

（１） 

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。 

①まちの魅力を掘り起こし、「市民の財産」として将来へ語り
継いでいく取組みである「タカハマ！まるごと宝箱」を立
ち上げた。 

H26.７ 

②月１回のペースで「学び合い・語り合いの会」を開催した。 
H26.7～ 

H27.3 

③名古屋市立大学や愛知教育大学と連携し、聞き書きや民俗

学の手法を学んだ。 
H26.9～10 

（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。 

①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。 

H26.4～ 

H27.3 

②「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、製作発表会など、製作に
向けた準備を進めた。（H27.3.21クランクイン） 

H26.7～ 

H27.3 

③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。 

H26.9～ 

H27.3 

（３） 
“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こ
し・情報発信を進めま
す。 

（１）に同じ  

（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。（各種スポーツ教室講座の開催、高浜市民駅伝、愛
知万博駅伝、市民体育大会、高浜市民レガッタ、高浜シテ
ィマラソン、ファミリーウォークラリーの開催、各体育施
設の補修・修繕など） 

H26.4～ 

H27.3 

②（仮称）高浜緑地上部利用についてのワークショップを行
った。 

H26.11 

③高浜緑地多目的広場詳細設計委託を発注した。 
H26.11～ 

H27.3 

目標（３） 

人と学びの輪を広げ、 

まちのチカラを育みます 
 

▲タカハマ！まるごと宝箱 

～みんなで鬼みちを歩こう！～ 

基本目標Ⅱ 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう 
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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。 

目標が 

達成された姿 

 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

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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【DO】 

こんなことに取り組みます！ 何を・どうした いつ 

（１） 

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。 

①異校種参観（年長・小１・小６・中１担任）や異校種間

連携事業を実施した。（幼保小連携、小中連携） 

H26.4～ 

H27.3 

③異校種間連携推進委員会を開催し、各校連携の状況報告

を行った。 

H26.5～ 

H27.3 

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。 
H26.6・H27.1 

（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。 

①総合的な学習の時間において、小学３年生の「福祉」領

域についての学習計画を作成・実践した。 

H26.4～ 

H27.3 

②総合的な学習の時間において、小学４年生の「環境」領

域、中学１年生の「キャリア教育」領域の学習計画を、

新たに作成・実践した。 

H26.4～ 

H27.3 

③幼稚園・保育園において「食育」「身近な人」の保育計画

を作成・実践した。 

H26.4～ 

H27.3 

（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。 
H26.5～8 

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。 

H26.8 

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。 

H27.1 

 

 

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） 

基本目標Ⅱ 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう 
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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。 

目標が 

達成された姿 

 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。 

 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。 

Ⅱ．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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・子育て支援事業計画」を策定した。 
H26.４～ 

H27.3 

（２） 

子どもの想いを理解し、子

どもの視点に立って、成長

を支援できる大人を増や

す取組みを行い、「地域の

子育て力」を高めます。 

①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

で提供できるようにした。 
H26.7 

②商工会を通じ、子育て中の従業員向けに市ポータルサイト

紹介のポスター掲示依頼と、企業内の従業員向けサイトで

の市ポータルサイトへのリンク依頼をした。 

H26.9 

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

ーズの把握のためのアンケートを実施した。 
H26.11 

（３） 

世代間や異年齢同士の子

どもの交流機会を豊かに

し、子どもの自主性・社会

性を育む居場所を充実し

ます。 

①放課後居場所事業において、年間を通じた居場所事業の実

施に向けて、雨天時や長期休暇時等の対応を検討した。 

H26.４～ 

H27.3 

②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

ズを実施した。 

H26.7～8 

 

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） 

 
基本目標Ⅱ 学び合い 力を合わせて 豊かな未来を育もう 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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工場等新設促進奨励金などの申請の受付・審査・交付手続

きを行った。 

H26.４～ 

H27.3 

②企業の設備投資意欲等の把握や、県と連携した産業空洞化

減税基金事業を活用する新たな企業の発掘に向けて、定期

的に企業訪問を実施した。 

H26.４～ 

H27.3 

③工場緑化に関する規制緩和を実施した。 H27.1 

（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新たな支援メニューが加わった、新がんばる事業者応援制

度をスタートさせた。 
H26.4 

②被災地での瓦販売促進に対する支援（補助）を行った。 
H26.4～ 

H27.3 

③瓦の販路拡大に向け、見本市や展示会への支援を行った。 
H26.4,10, 

H27.3 

（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。 

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。 
H26.4 

②支援体制構築の場である「円卓会議」において、チャレン

ジャ－の未来予想・理念形成・事業構想を策定した。 
H26.4～ 

③チャレンジャ－の応援団を発掘した。（CSR に取り組む企

業） ※CSR：企業の社会的責任 corporate social responsibility 
H26.6～ 

（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。 

①高浜市をＰＲする春・秋の鬼みちまつりの開催に対する支

援を行った。 

H26.4、11、 

H27.3 

②観光案内所（ＯＮＩ Ｈouse）での特産物販売に対する支

援を行った。 

H26.4～ 

H27.3 

③高浜市観光協会の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 

 

基本目標Ⅲ 明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう 

 

目標（６） 

産業を活性化して、 

まちを元気にします 
 

▲飾り瓦コンクールのようす 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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資源化率向上のため、分別収集特別拠点を拡充した。 H26.5 

②高浜エコハウスで、粗大ごみの受付を開始した。 H26.5 

③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 

④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 

⑤高浜高校と高取小学校を、新たに環境美化推進員に登録し

た。 
H26.11～12 

⑥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 

（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。 

（１）に同じ  

（３） 

地域・学校・事業者・関係

機関と連携した環境美化

活動、環境保全活動に取り

組むこととし、不法投棄対

策を積極的に進めます。 

（１）に同じ  

 

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 

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 
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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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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水道事業について、配水管を耐震管に入れ替える工事を発

注した。（新規埋設管、下水道工事区域等） 
H26.6 

②下水道事業について、15.7ha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 

（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。 

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。 

H26.4～ 

H27.3 

②市道港線の整備において、横浜橋南工区の地権者との交渉

を行った。 

H26.4～ 

H27.3 

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。 

H26.６～ 

H27.3 

（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。 

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。 

H26.4～ 

H27.3 

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＆トークを実施し、地域住民との意見交換を行った。 
H26.８ 

③（仮称）論地どんぐり公園第１期工事が竣工した。 H26.9 

 

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 

 
 

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 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【DO】 

こんなことに取り組みます！ 何を・どうした いつ 

（１） 

市民・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市総合防災訓練（モデル地区：吉浜小学校区）、全国一斉の

緊急情報伝達訓練、庁舎内災害対応初動訓練など、各種訓

練を実施した。 

H26.５～ 

H27.3 

②防災ネットきずこう会を開催し、地域防災ネットワークの

構築を進めた。 

H26.6～ 

H27.2 

③町内会やまちづくり協議会に、防災資機材（救助工作セッ

ト、リアカー等）を配布した。 
H27.1 

（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。 

①警察署と連携し、防犯講話、防犯教室を開催した。 
H26.4～ 

H27.3 

②子どもを含んだ防災教育の推進を図った。 
H26.7～ 

H27.1 

（３） 

「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・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。 

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、夜間パトロールを実施した。 

H26.4～ 

H27.3 

②防犯灯などの防犯施設の維持・管理を実施した。 
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、

事業者等）に参加を呼び掛けた。 

H27.2～3 

（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。 

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

した。 

H26.4～ 

H27.3 

②交通安全標識・看板などの交通安全施設の維持・管理を行

った。 

H26.4～ 

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。 

H26.4～ 

H27.3 

 

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）  

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 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【DO】 

こんなことに取り組みます！ 何を・どうした いつ 

（１） 

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。 

①港小学校区における高齢者等への見守り支援の実施や買い

物支援「青空市」の実施を支援したほか、吉浜小学校区に

おける見守り・困りごと支援体制を検討した。 

H26.4～ 

H27.3 

②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） 

H26.5～ 

H27.3 

③社協が実施する各種ボランティア養成講座の開催を支援し

た。 
H26.8･9 

（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。 

①障害福祉サービス事業所と連携して、利用者に対して就労

支援や定着支援を実施するほか、「たかはまハたらコ通信」

を定期発行した。 

通年 

②「ボッチャ普及委員会」を立ち上げ、「たかはまボッチャ大

会」を実施した。 

H26.8～ 

H27.2 

③社会福祉協議会やボランティアセンターと協力して、精神

障がいに対する理解を高める市民向け勉強会「ふれあい力

養成講座」を実施した。 

Ｈ27.1・2 

（３） 

判断能力が不十分な人の

権利や生活を守るため、権

利擁護センターを設置し、

適切な相談・支援が行える

体制を整えます。 

①高浜市権利擁護推進センター設置検討会報告書を作成し

た。 
H26.6 

②高浜市権利擁護支援センター設置に向けた内部検討を行っ

た。 
H26.6～10 

③高浜市権利擁護支援センター設置・運営を開始することに

より、各相談窓口の法律的専門相談、スーパーバイズ体制

を構築した。 

H26.10 

基本目標Ⅳ いつも笑顔で健やかに つながり 100倍ひろげよう 

 

目標（１０） 

一人ひとりを認め合い、その人らしく

暮らせるまちづくりを進めます 
 

▲認知症サポーター養成講座（高取小） 
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こんなことに取り組みます！ 何を・どうした いつ 

（４） 

こども発達センターを充

実し、子どもとその家族を

より確かな形で支えます。 

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

校専門家チームと連携した３専門職による支援を行った。 
H26.4 

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

の検証を行った。 
H26.4 

③支援のネットワークと人材育成（親子教室、ケース検討）

を行った。 
H26.4 

（５） 

育児・介護・健康・生活困

窮など、不安を抱えた方へ

の総合的な相談支援体制

を整えます。 

①いきいき広場内に、福祉の総合相談支援窓口として「福祉

まるごと相談グループ」を設置した。 
H26.4 

②生活困窮に関するリスク要因等の調査分析業務を委託し

た。 
H26.4 

③生活困窮者自立支援制度の施行に向け、全庁的な支援体制

を構築するため、全庁的な支援検討会を設置した。 
H27.2 

（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。 

①認知症グループホームの整備に向け、近隣住民を対象とした

「地区説明会」（市社協主催）に参加したほか、認知症グル

ープホームの27年度の建設に向け、市社協と検討を行った。 

Ｈ26.5～ 

H27.3 

②夏休み障がい学童保育支援事業を実施した。 Ｈ26.7～8 

③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。 

Ｈ26.10～ 

H27.2 

（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。 

①災害時要援護者管理システムの運用を実施した。 H26.4 

②避難支援プラン全体計画策定に向けての検討を行った。 H26.9 

③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。 
H27.2 
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Ⅰ．目指す姿【PLAN】 

目標達成に 

向けての考え方 

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。 

目標が 

達成された姿 

 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．目標達成に向けた平成２６年度の主な取組み【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２０か所創出した。（3月 1日現在：計６０か所） 

H26.4～ 

H27.3 

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）を行った。 

H26.4～ 

H27.3 

③健康自生地スタンプラリー（第２、第３シーズン）、１日限

定の健康自生地（婦人会と共同で全４回の教室）、商店振

興会との共同による健康自生地ツアーなどを開催した。 

H26.6～ 

H27.1 

（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。 

①初期アセスメントとして、65 歳以上を対象に、基本チェ

ックリストを作成・発送を行った。 
H26.6 

②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。 H26.8 

③認知症予防スタッフ養成研修を実施した。 H26.9 

（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。 

①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～ 

H27.3 

②「いきいき健康マイレージ事業」を PR するチラシを作成

し、65 歳以上へ送付するインフルエンザ接種の案内に同

封した。 

H26.9 

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 

（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。 

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衣浦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～ 

H27.3 

 

(H27.3.27) 

第１回推進会議 

資料５ 

 

目標（１１） 

一人ひとりの元気と 

健康づくりを応援します 
 

▲ちょいと健康フェスティバル 

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 
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