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１．施策評価シート とりまとめグループ 一覧 
 

目標 市民会議 分科会 
行政 

とりまとめＧ 担当Ｇ 

（１）市民とともに歩む

経営を行います 
自治推進分科会 企画部 地域政策Ｇ 

 

総務部 財務Ｇ 

企画部 地域政策Ｇ 

（２）次世代のために、

健全な財政運営を行

います 

財政分科会 総務部 財務Ｇ 

 

総務部 財務Ｇ 

企画部 人事Ｇ 

企画部 地域政策 G 

企画部 経営戦略Ｇ 

（３）市民と行政が信頼

関係を深め、ともにま

ちづくりを行います 

自治推進分科会 企画部 地域政策Ｇ 

 

企画部 人事Ｇ 

企画部 地域政策Ｇ 

 

（４）学びを通して人づ

くりを進め、夢と希望

につなげます 

生涯学習分科会 こども未来部 文化スポーツＧ こども未来部 文化スポーツＧ 

 

 

（５）心たくましく健や

かに育つ教育環境を

つくります 

学校教育分科会 教育委員会 教育センターＧ 教育委員会 教育センターＧ 

 

 

（６）人のつながりやぬ

くもりの中で、子育

ち・子育てを支えます 

生涯学習分科会 こども未来部 こども育成Ｇ 

 

市民総合窓口ｾﾝﾀｰ 市民窓口Ｇ 

こども未来部 こども育成Ｇ 

こども未来部 文化スポーツＧ 

（７）まちの成長を支え

るエンジンとして、産

業を元気にします 

産業・観光分科会 企画部 経営戦略Ｇ 総務部 財務Ｇ 

企画部 経営戦略Ｇ 

都市政策部 地域産業Ｇ 

（８）地域に根ざした新

たなビジネスの芽を

育みます 

産業・観光分科会 企画部 経営戦略Ｇ 企画部 経営戦略Ｇ 

都市政策部 地域産業Ｇ 

 

（９）みんなでまちをき

れいにします 
環境・憩い分科会 市民総合窓口ｾﾝﾀｰ 市民生活Ｇ 市民総合窓口ｾﾝﾀｰ 市民生活Ｇ 

都市政策部 都市防災Ｇ 

 

（10）ハーモニーを奏

でる快適な都市空間

をつくります 

防犯・防災分科会 都市政策部 都市整備Ｇ 

 

市民総合窓口ｾﾝﾀｰ 市民生活Ｇ 

都市政策部 都市整備Ｇ 

都市政策部 上下水道Ｇ 

（11）自然豊かな魅力

あふれる憩いの場を

守り、育てます 

環境・憩い分科会 都市政策部 都市整備Ｇ 都市政策部 都市整備Ｇ 

 

 

（12）安全・安心が実

感できる基盤づくり

を進めます 

防犯・防災分科会 都市政策部 都市防災Ｇ 都市政策部 都市整備Ｇ 

都市政策部 都市防災Ｇ 

都市政策部 上下水道Ｇ 

（13）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 

地域福祉分科会 福祉部 地域福祉Ｇ 福祉部 地域福祉Ｇ 

福祉部 介護保険Ｇ 

福祉部 保健福祉 G 

（14）一人ひとりの元

気と健康づくりを応

援します 

健康分科会 福祉部 保健福祉 G 福祉部 保健福祉 G 

福祉部 福祉企画 G 

福祉部 介護保険Ｇ 

こども未来部 こども育成 G 

 



  

 

１．目標 （３）市民と行政が信頼関係を深め、ともにまちづくりを行います 

とりまとめＧ 企画部 地域政策Ｇ 担当Ｇ 
企画部 地域政策Ｇ 
企画部 人事Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 市民と行政の意見交換が活発に行われ、お互いの信頼関係が深まり、ともにまちづくりを行っています。 

◇ 地域の課題を地域の自主的・主体的な活動により解決する取り組みが活発に行われています。 

◇ 市民同士がきちんと話し合いをして、お互いに納得できる合意を創り出すなど自治力が向上しています。 

◇ 多くの市民がまちづくりに関わり、地域のニーズに即して税が有効に活用されています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度 
評価 （2011） （2012） 

１）「高浜市自治基本条例」を知っている人の割合 ― 11.1％ 12.4％ 30％  

２）地域活動に参加したことがある人の割合 45.4％ 54.6％ 56.0％ 55％  

３）地域活動に参加している職員の割合 45.0％ 59.0％ 63.1％ 60％  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

市民と行政が信頼関係を深め、ともにまちづくり

を行っていると思う 
46.7％ 49.9％ 55.0％  

 

 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

・「３．みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況―」と「４．市民意識調査結果」を踏まえ、指標（目標）が達

成できた要因・達成できなかった要因といった分析内容を記述しています。 

（例） 指標の実績値や市民意識調査結果をどのように受け止めたのか ／ どういう要因があって、このような結果が出

たと考えているか ／ 結果を踏まえ、今後どんなふうにしていきたいと考えているか 
 

第６次高浜市総合計画 基本計画  

★ 目標と、その達成度をはかる指標の数値の推移を示しています★ 

★ 行政の各担当Ｇによる分析が記入してあります ★ 

施策評価シートの見方 



  

 
 

６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による

評価） 

アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№8】 

自治基本条例推進事業 
現行 

どおり 

自治基本条例に関する記事の広報への掲載回

数 
12回 12回 

高浜市自治基本条例を知っている人の割

合 
12.4％ 25％ 

【№9】 

市民予算枠事業 
現行 

どおり 

申請・提案件数 20件 21件 

実施事業数 124件 111件 

【№10】まちづくり総合

交付金制度研究事業 
現行 

どおり 

制度研究レポートの作成 １冊 １冊 

交付金制度研究（構築）の進捗率 100％ 100％ 

【№11】 

市民自治力推進事業 
現行 

どおり 

シンポジウム開催回数 １回 １回 

シンポジウム参加者数 390人 400人 

【№12】職員力ステップ

アップ推進事業 
現行 

どおり 

研修会開催・派遣回数 44回 42回 

研修会参加者数 479人 477人 

 
 
 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

 

・ アクションプランごとに、平成 24年度に取り組んできた主な概要と、その成果を記述しています。 

 

 

 

 
 
 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

・ 「５．『みんなで目指すまちづくり指標』『市民意識調査』結果に対する現状分析（要因・課題等）」を踏まえ、総合

計画の目標達成に向けて、下記の視点により検証し、課題を抽出しています。 

 

 

 

 
 

・ 課題を踏まえ、目標を達成するための取り組みにどうつなげていくか、考え方・方向性を記述しています。 
 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

・「8課題と今後の取り組みの方向性」を踏まえて、高浜市において今後特に力を入れるべき取り組みについて記述

しています。 

 
  

7月24日（水）開催の「総合計画推進会議」に報告した後、「高浜市の未来 

を創る市民会議」において、市民とともに協働で点検・確認を行っていく。 

 

＜視点＞ 

 アクションプランは、目標達成の手段としてふさわしいか（「こんなことに取り組みます！」の

具体的な手段として適切か） 

 成果をあげるためには、どうしたらよいか 

★ 特に、行政の各担当 G が記入した、８．９．の内容をもとに、「高浜市の未来を創

る市民会議」分科会において、話し合いをしていただきます。 ★ 

★ 行政評価委員会の結果を転載★ 

【例】 

 

★ 行政の各担当Ｇとしての振り返りを記述しています ★ 

（前期） 施策評価シート  



１．目標 （１） 市民とともに歩む経営を行います 

とりまとめＧ 企画部 地域政策Ｇ 担当Ｇ 
企画部 地域政策Ｇ 
総務部 財務Ｇ  

 

２．目標が達成された姿 

◇ 市民と行政がまちづくりの目標・課題・解決策といった情報を共有し、まちに対する愛着を深め、ま

ちづくりに積極的に関わろうとする市民が増えています。 

◇ 総合計画の実行、評価や進行管理に多数の市民が参画し、わかりやすい経営が行われています。 

◇ 職員は、市民の意見をじっくり聞き、行政の考えをきちんと伝え、市民と真剣に対話しています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）目指すまちの姿である「思いやり 支え合い 手と手
をつなぐ 大家族たかはま」を知っている人の割合 

― 22.4％ 33.6% 30％  

２）総合計画の評価や進行管理に参加したことがあ
る人の数 

― 73人 110人 100人  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

市民に開かれ、市民が参画する市政運営が行われて

いるまちだと思いますか？ 
46.4% 51.8% 53.1% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆「指標」結果は、ともに目標値に達することができ、順調に伸びている。また「市民意識調査」結果も前年
より 1.3％アップ、計画策定時からは 6.7%アップと順調に伸びており、市民とともに歩む経営が着実に進
んでいると考えている。 

◆「指標１」は、PR 重点月間を設け、従来の取り組みに加えて、市民に発送する封筒・資料への印字など各
種印刷物への掲載、ジャンバー・のぼりの作成や地域活動におけるチラシ等へのロゴの掲出など、地域や行
政が、様々な形で発信をした結果、目標値に達することができた。 

◆「指標２」は、人材の掘り起こしや積極的な呼びかけを行った結果、目標値に達することができた（H24 市
民会議参加者＝継続55人＋新規37人）。今後も、市政に対する関心を高め、「高浜市の共同経営者」意識を
持った市民の増加につなげる取り組みを進めていく。 

◆「市民意識調査」結果は、年代が上がるほど、「そう思う＋どちらかといえばそう思う」の割合が高くなる傾
向にあることから、若い世代に対するアプローチが必要である。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  



６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№１】 

総合計画進行管理事業 

現行 

どおり 

市民会議の回数（全体会の回数＋分科会の回数（平均））  15.6回 12回 

市民会議に参加したことのある市民の数 110人 85人 

【№2】行政評価システム

運用事業 

現行 

どおり 

行政評価（事務事業評価）の実施催回数 1回 1回 

アクションプランの達成率 72％ 80％ 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【No.1】 

◆総合計画を市政経営の中心に置き、実効性のあるものとするために「第６次高浜市総合計画推進会議」と、その作

業部会である「高浜市の未来を創る市民会議」を設置し、市民と協働で総合計画の「点検・確認」や「目標達成に

向けた取り組み」を進めてきた。 

◆市民会議開催回数→H23年度：全体会 9回、分科会 63回。H24年度：全体会 6回 分科会 87回。 

参加者数→H23年度：120 人（うち市民 73人）。H24年度：150人（うち市民 92人） 

【成果】市政運営やまちづくりに関する情報共有が進み、まちづくりに対する関心が高まった／市民目線のアイデア

を取り入れることにより、目標達成に向けた事業の実施につながった／市民と行政が協働で作業を進めることによ

り、信頼関係や協働の礎の構築につながった。 

【No.2】 

◆平成23年10月に行政評価システム基本方針などを定め、これらに基づき行政評価委員会を設置し、事務事業評価の

評価体制を整えた。同年11月には、アクションプランの上半期評価を実施し、進捗状況や達成状況などを確認した。 

◆平成 24 年度は、平成 23 年度のアクションプランを対象とした事務事業評価【年度評価】（6 月に公開ヒアリングを

実施）を実施。その結果を活用し、推進会議・市民会議において施策評価を実施し、10 月 10 日に、「第 6 次高浜市

総合計画推進会議からの提言～総合計画の目標達成に向けての改善アイデア～」が提出された。 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）市民との協働による総合計画の進行管理のあり方 

「市民は高浜市の共同経営者である」という趣旨の実現に向けて、市民会議の発展形を検討する。 

（２）「参画・協働・情報共有ガイドライン」の策定 

自治基本条例に掲げるまちづくりの基本原則「参画・協働・情報共有」について、行政の基本姿勢や実施基準・方法

等をまとめたガイドラインの策定により、全庁を挙げて市民とともにまちづくりを推進する決意を示し、具体的なア

クションを展開する。 

（３）「大家族たかはま」のＰＲ 

それぞれの事業の中で、その精神が広がる取り組みを市民と行政の協働により進める。 

（４）評価結果を市民にわかりやすく公表 

四半期評価の結果を四半期ごとに市民会議に情報提供するなど、市民との情報の共有を図る。 

（５）行政評価システムの検証・見直し 

より効果的かつ効率的で、シンプルな仕組みとなるよう、現行の評価システムの検証・見直しを行う。 

（６）評価項目の見直し 

行政評価委員会とも協働し、必要に応じ行政評価における評価項目の見直しを行う。 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）市民と職員がともに高浜市の将来について考える場の設置 

現在の「高浜市の未来を創る市民会議」は前期基本計画期間で終了し、その発展形として、総合計画の進行管

理のみにこだわらず、これからの高浜市をどのようにしていくかを市民とともに考える「まちづくり研究所」の

ような場を設置する。 

（２）現行の行政評価システム全体の検証・見直し 

総合計画の進行管理のツールとして定着を図るため、シンプルなもので、かつ、実効性ある仕組みとなるよう

見直しを行う。 

（３）「参画・協働・情報共有」の具体的なアクション 

◆情報共有推進のため、広報媒体として特に重要な役割を果たす「広報たかはま」をリニューアルし、市民と行
政がつながりあい、コミュニケーションを深める仕掛けや、まちづくりを市民とともに考える特集記事の掲載

など、読み親しまれる広報紙とする。 

◆「共同経営者感覚」を持った市民の増加を目指し、高浜市を市民とともに考える機会・場の創出など、参加・
参画機会の多様化・工夫を行う。  

（前期） 施策評価シート 



 

１．目標 （２） 次世代のために、健全な財政運営を行います 

とりまとめＧ 総務部 財務Ｇ 担当Ｇ 
総務部 財務Ｇ    企画部 経営戦略Ｇ 
企画部 地域政策Ｇ  企画部 人事 G 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 事業に優先順位をつけ、「あれかこれか」を選択する仕組みができています。 

◇ 地域の現状や課題をしっかりと把握し、歳出が最適化され、健全な財政運営が行われています。 

◇ 財政に関する情報が市民に浸透し、市民が当事者意識をもって、市の財政状況を見ています。 

◇ 効率的に行政サービスが提供され市民に喜ばれています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）将来負担比率 20.9％ 12.3％ 1.7％ 
将来負担

なし  

２）市の財政状況に関心を持っている人の割合 74.2％ 73.6％ 68.8％ 80％ 
 

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

将来の世代のために、借入金に頼らず健全な財政運

営が行われているまちだと思いますか？ 
36.1% 40.3% 43.6% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆「将来負担比率」については、行政のスリム化や借金に頼らない身の丈にあった財政運営により「プライマ

リーバランス黒字」を堅持してきたことなどから、順調に目標値に近づいている。 

◆「わかりやすい予算書」の発行や事業仕分けの実施などにより、市の行財政の「見える化」を図ってきたが、

「市の財政状況に関心を持っている人の割合」は年々減少している状況にある。 

◆その一方で、市民意識調査の結果は上昇しており、「見える化」により正確な情報が伝わっていることが分

かる。 

 

第６次高浜市総合計画 基本計画  



 

６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№３】わかりやすい財政

運営事業 

現行 

どおり 

財政状況の提供回数 13回 11回 

市の財政状況に関心を持っている人の割合 68.8％ 77％ 

【№４】公共施設のあり方

検討事業 

現行 

どおり 

公共施設あり方検討委員会、職員プロジェ
クトの開催回数 13回 13回 

計画策定率（公共施設白書、公共施設あり方計画） 85％ 85％ 

【№５】 

財政計画管理事業 

現行 

どおり 

「事業費の抑制」による削減額 2.9億円 3.1億円 

財政調整基金残高 10.4億円 10億円 

【№６】 

定住自立圏構想推進事業 

現行 

どおり 

共生ビジョン懇談会及び各分野別懇談会
の開催回数 11回 12回 

共生ビジョンに掲げた事業の実施数 6事業 6事業 

【№７】 

行政運営の効率化事業 

現行 

どおり 

時間外勤務時間の把握・指導回数 4回 ４回 
時間外勤務時間数（１人当たり平均時間外勤務
時間数） 

144.7時間 136時間 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№３】平成22～24年度において、「わかりやすい予算書」を計6回発行し、特に平成24年度では、市民会

議での「まちの財政を学び合う場」の実施、広報への「わかりやすい財政のお話」・「借金時計」・「預金通帳」

など、市民の知りたい財政情報を定期的に掲載した。 

【№４】学識経験者等の専門家と市民を交えた公共施設あり方検討委員会で、「公共施設あり方計画(案)」のベー

スとなる「公共施設マネジメント基本方針」及び「公共施設改善計画（案）」について議論した。 

【№５】平成22年度に、中期財政計画を作成し、平成23・24年度においては、社会経済情勢を踏まえて見直

しを行った。また、平成 24 年度の当初予算編成においては、メリハリのきいた予算編成に取り組むため、グ

ループごとに事業の優先順位付けを行い、平成 25 年度の当初予算編成では、平成 24 年度の課題を踏まえ、

重点事業の明確化や予算編成会議の設置など新たな予算編成に取り組んだ。 

【№６】平成23年3月に中心市である刈谷市と定住自立圏形成協定を締結し、平成23年度では、定住自立圏

形成協定を具体化するための計画「定住自立圏共生ビジョン」を作成し、平成24年4月から、4つの分野別

懇談会（医療健康、公共交通、観光、共存協働）を設置し、衣浦定住自立圏共生ビジョンにかかげた事業を実

施している。 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）事業の優先順位づけ・選択の仕組みの構築 

より良い仕組みとするための検証・改善を行い、必要に応じ見直しを行う。また、高浜版事業仕分けで課題

となった既存事業を再構築（統廃合）する仕組みについても検討する。 

（２）公共施設に関する計画を踏まえた財政運営 

◆公共施設に関する計画を踏まえ、「長期財政見通し」を策定し、検証・見直しを行う。 

◆適宜、ＰＤＣＡサイクルによる計画の見直しができる仕組み作りを検討する。また、更なるステップとして、

公共施設の利用料金や減免制度の見直しなどを含めた受益と負担のバランスについても検討する。 

（３）市民に対するアプローチ 

財政に関心を持つ方の裾野を広げるとともに、より多くの市民に対して、関心を持っていただくための情報

の出し方の工夫など、積極的な情報共有の取り組みを検討する。 

（４）効率的な行政サービスの提供 

◆引き続き、定住自立圏共生ビジョンに基づき、広域連携を推進する。 

◆行政運営の効率化については、職員力の更なる向上と合わせて一体的に取り組む。 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）将来にわたる健全な財政運営のために、歳入に見合った歳出構造を確立する。 

（２）市税・保険料・使用料などの自主財源の確保、受益者負担の適正化などにより、安定した財政運営が

できる経営基盤を確立する。 

（３）公共施設あり方計画（案）を踏まえ、公共施設マネジメントを実施する。  

（前期） 施策評価シート 



１．目標 （３）市民と行政が信頼関係を深め、ともにまちづくりを行います 

とりまとめＧ 企画部 地域政策Ｇ 担当Ｇ 
企画部 地域政策Ｇ 
企画部 人事Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 市民と行政の意見交換が活発に行われ、お互いの信頼関係が深まり、ともにまちづくりを行っています。 

◇ 地域の課題を地域の自主的・主体的な活動により解決する取り組みが活発に行われています。 

◇ 市民同士がきちんと話し合いをして、お互いに納得できる合意を創り出すなど自治力が向上しています。 

◇ 多くの市民がまちづくりに関わり、地域のニーズに即して税が有効に活用されています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度 
評価 （2011） （2012） 

１）「高浜市自治基本条例」を知っている人の割合 ― 11.1％ 12.4％ 30％  

２）地域活動に参加したことがある人の割合 45.4％ 54.6％ 56.0％ 55％  

３）地域活動に参加している職員の割合 45.0％ 59.0％ 63.1％ 60％  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

市民と行政が信頼関係を深め、ともにまちづくりを

行っていると思う 
46.7％ 49.9％ 55.0％  

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆「指標」「市民意識調査」結果ともに上昇傾向にあり、特に、地域活動の参加状況については目標値を上回っ

ていることから、順調に進んでいると考えている。 

◆「指標１」は、自治基本条例そのものの周知に限らず、条例に込められた想いである、まちへの想いの醸成、

まちづくりの輪の拡大に注力したためと考えられる。今後も、条例そのものの周知も含めて、想いや精神を

伝えていく必要がある。同時に、目標達成に向け、より多くの方々に知っていただく取り組みも必要である。 

◆「指標２」「指標３」は、ともに目標値を上回っており、まちづくり協議会への活動支援や職員研修、まちづ

くりシンポジウムや出前授業の実施など、協働のまちづくりを進めてきた結果であると考えている。 

◆「市民意識調査」結果では、20 代を除くすべての階層で「そう思う＋どちらかといえばそう思う」の数値

が上昇しており、若い人が参画しやすい取組みを推進する必要がある。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  



６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№8】 

自治基本条例推進事業 
現行 

どおり 

自治基本条例に関する記事の広報への掲載回数 12回 12回 

高浜市自治基本条例を知っている人の割合 12.4％ 25％ 

【№9】 

市民予算枠事業 
現行 

どおり 

申請・提案件数 20件 21件 

実施事業数 124件 111件 

【№10】まちづくり総合

交付金制度研究事業 
現行 

どおり 

制度研究レポートの作成 １冊 １冊 

交付金制度研究（構築）の進捗率 100％ 100％ 

【№11】 

市民自治力推進事業 
現行 

どおり 

シンポジウム開催回数 １回 １回 

シンポジウム参加者数 390人 400人 

【№12】職員力ステップ

アップ推進事業 
現行 

どおり 

研修会開催・派遣回数 44回 42回 

研修会参加者数 479人 477人 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【No.8】より多くの人に自治基本条例の精神を知っていただくため、「広報たかはま」で連載を始めた。また、市民会議 

自治推進・協働分科会や学校教員との協働により「子ども向け副読本」を検討・作成し、これを活用した出前授業を

平成 25 年 2 月 7 日に高浜小学校で試行した。 

【No.9】「市民予算枠事業申請ガイドブック」や「交付金の手引書」を作成し、説明会を行った。その結果、新しい切り口で

事業を行う団体も増え、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という意識が広がってきた。 

【No.10】地域（各小学校区）に使途を任せられるような、わかりやすく、使い勝手の良い「まちづくり総合交付金制

度」について、先進事例の調査等を行い、本市における交付金制度の今後の方向性・方針等を報告書としてまとめた。 

【No.11】平成 24 年２月と 12 月に、まちづくりシンポジウムを開催した。市民会議メンバーにも運営や入口ロビーで

の展示等の協力をいただき、2月は386人、12月は390人の参加があった。 

【No.12】平成 23 年度では、「自治基本条例推進のための職員研修会」や「クレーム対応研修」など、24 年度では「職

員力向上研修」、「タイムマネジメント研修」などを開催し、2 年間で延べ87回、1,132人の職員が参加した。 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）自治基本条例の精神の普及 

自治基本条例の子ども向け副読本を活用した出前授業の全小学校への展開や副読本の地域での活用、「参画・協働・

情報共有のガイドライン」に沿った具体的なアクションを検討する。 

（２）市民が主体となったまちづくり活動の PR 

市民のまちづくり活動を紹介する取り組みを強化する。 

（３）高浜市らしい協働のあり方の模索 

全庁あげての協働体制などその仕組みも整備する。 

（４）現場の声を踏まえた、地域活動が活発になる仕組みの検討 

市民予算枠事業交付金のあり方など、地域の活動がより活発になる仕組みを検討する。 

（５）職員力を“現場”で磨く 

地域に参加するために必要な研修や、参加した後のフォロー研修等を実施する。 

（６）問題意識・使命を持った職員の育成と職場全体の底力の向上 

  既存の枠にとらわれない斬新かつ大胆な発想で、常に問題意識と確固たる使命を持ち、積極的・主体的に行動して

いける人材の育成を図る。 

（７）若手職員の育成 

  若手職員成長支援研修のさらなる充実や人材育成に向けた制度の構築を図る。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）子どもたちや若い世代に対するまちづくり意識高揚・活動の第一歩につながるアプローチ 

自治基本条例の子ども向け副読本を活用した出前授業を、全小学校へ展開する。 

（２）市民活動の裾野の拡大 

市民活動への理解を深め、裾野を広げていく取り組みを強化する。 

（３）地域とともに歩む職員の育成 

◆若手職員を中心として専門知識の習得や能力・資質の向上を図り、職員力の向上及び職場全体の底上げに力を入れ

る。 

◆職員の地域活動への参加を呼びかけていくだけでなく、地域に参加するために必要な研修や、参加した後のフォロ

ー研修など、地域とともに歩んでいく職員を育てる。  

（前期） 施策評価シート  



 

１．目標 （４） 学びを通して人づくりを進め、夢と希望につなげます 

とりまとめＧ こども未来部 文化ｽﾎﾟｰﾂＧ 担当Ｇ こども未来部 文化スポーツＧ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 感動との出逢いにより、子どもたちが成長し、次の世代へ夢とロマンを語り継いでいます。 

◇ 市民が学ぶ力を高め、学んだ成果をまちづくりに積極的に活かしています。 

◇ 地域資源が次の世代へ継承され、地域に息づいています。 

◇ 「たかはまが大好き」という市民が増えています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合 64.0％ 69.5％ 72.0％ 68％  

２）将来の夢を持っている子どもの割合 77.8％ 79.5％ 81.1％ 80％  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

学びを通して人が育ち、夢と希望を持って楽しく暮
らせるまちだと思う 

45.4% 47.1% 54.1% 
 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆指標１は、前年より 2.5 ポイント上昇した。平成 24 年度に完成した市民映画「タカハマ物語」の制作過

程・上映に、非常に多くの市民が参画し、今までと違う視点から「高浜市」を眺めることにより、魅力を感

じる人が増えてきていることが大きな要因と考える。 

◆指標２は、前年より 1.6 ポイント上昇した。たかはま夢・未来塾では、引き続き専門性の高い講座を実施

するとともに、各種大会で優秀な成績も収め、子どもたちの士気の高揚を導いていると考える。また、地域

においては、地域の人たちによる子どもたちへの関わりが増してきており、大人から子どもたちへ夢の伝承

の機会が増えているとも考えられる。 

◆さまざまな学びを通したネットワークを構築し、地域に循環させていくことが今後の課題と考える。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  



 

６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№13】生涯学習基本構想

推進事業 

要改善 

（進捗状況） 

生涯学習基本構想の基本計画に掲げた取

組みを具現化していく 
2 回 2 回 

高浜市に愛着や誇りを持っている人の割合  72％ 68％ 

【№14】未来に羽ばたく人

材育成事業 

現行 

どおり 

循環型生涯学習サイクル実現のための生

涯学習プログラムの策定数 
7 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ７ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

将来に夢を持っている子どもの割合 81.1% 78% 

【№15】生涯スポーツ推進

事業 

現行 

どおり 

スポーツイベント等の数 29 回 30 回 

スポーツイベント等の参加者数 6,419 人 6,100 人 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№13】◆生涯学習基本構想が平成24 年度よりスタートし、「生涯学習に関するネットワークづくり」に関して、議論を重ね、

提言書をまとめた。この提言に基づき、生涯学習の現状の見える化を進めるため、高浜市の未来を創る市民会議 生涯学習分科会

において、市内の生涯学習に関する活動状況等の調査を行った。◆「高浜（まち）の学校」試行版を開催した。 

【№14】◆「たかはま夢・未来塾」では、学校では学ぶことのできない専門性の高い講座を定期的に実施し、100名を超える子

どもたちが参画する中で、子どもたちの士気を高めるため、各種大会等にも積極的に出場し、ロボカップジュニア全国大会出場、

あいち創意工夫展入賞、ディベート甲子園出場などの好成績を収めた。◆中高校生の居場所「バコハ」では、平成23年度からは

映画「タカハマ物語」の主力スタッフとしてバコハスタッフが活躍し、様々な年齢・職種の人と出会うことでコミュニケーション

能力が向上し、自分で考え行動する力が身に付き、高浜の魅力を再発見し、映画「タカハマ物語」の完成によって多くの人に高浜

の魅力を発信した。出演者約 1,500 名、高浜スタッフ約100名、初上映会来場者数約2,100 名。 

【№15】「ＮＰＯ法人たかはまスポーツクラブ」が主体となり、「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」を合言葉に、ス

ポーツイベントやサークルなど、ライフスタイルに合わせスポーツを楽しめる場を提供する中で、スポーツ人口の増加に努めると

ともに、市民の体力・技能の向上を図った。 

 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）取り組み情報を共有し、活動の活性化につなげる 

生涯学習に関する取り組みに関する情報の掘り起こしを進めるとともに、情報の整理及び効果的な情報の発信方法を検討する。 

（２）まなびの成果を人づくり・まちづくりへ還元 

◆「まなび」の根っことして位置付ける子どもたちに焦点を当てながら、地域の子どもの成長支援に関わる指導者（地域の達人）や

サポートする大人を増やす取組を実施する。 

◆中高校生が年齢・世代を超えて地域の人たちと関わる環境をつくりながら、地域の中でのコミュニケーション・ネットワークを広

げるとともに、地元「高浜」への興味・関心を高め、「郷土愛」を育てる取組を検討し、実施する。 

（３）まなびの好奇心を膨らませる 

「たかはま夢・未来塾」を中心に、専門性の高い講座を実施していくとともに、その都度、改善・実施を行う。また、さまざまな

大会への出場など目標を明確に持たせることで、そのために必要な準備・練習等を積み重ね、充実感や悔しさを仲間とともに共感し、

夢や希望を膨らませていく。 

（４）シニア層の知識・経験等の活用、健康づくり・生きがいづくり 

◆市民の意向調査に基づきながら、必要な講座、教室、サークルなどを実施する。 

◆高齢者や障がい者も楽しめるスポーツ・レクリエーションの機会をつくる。 

（５）参加・交流の仕掛けづくり 

人や団体の紹介だけではなく、活動内容・実績もＰＲできるような仕組みづくりを行う。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）まちの自慢を発信し、市民等がゆるやかにつながる仕組みづくり 

地域の魅力を掘り起こすとともに情報の集積を進め、市内外への情報発信を行い、高浜市の自慢づくりを進めていく。そ

のために、核となる推進体制を構築したうえで、市民や各種団体がゆるやかにつながる仕組みをつくる。 

（２）「まなび」の成果を、人づくり・地域づくりへ活用 

個人的な「まなび」として一歩を踏み出し、そして、「まなび」の成果を人づくりや地域づくりに活かしていく生涯学習環

境を創っていくため、地域の人たちが、地域の人たち（特に、子どもたち）の成長に関わる仕組みを増やす。 

（３）地域ぐるみで子どもの成長を支援 

「夢や希望をもっている子どもの割合」を増やしていくためにも、地域ぐるみで子どもたちの好奇心を膨らませる活動を

展開する。 

また、中高校生の年代がまちづくりの一翼を担えるように、中高校生の成長支援を実施する。  

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （５） 心たくましく健やかに育つ教育環境をつくります 

とりまとめＧ 教育委員会 教育センターＧ 担当Ｇ 教育委員会 教育センターＧ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 子どもが心身ともに健康で、夢や希望を持ち、毎日が楽しいと感じています。 

◇ 確かな学力と生きる力が育まれ、一人ひとりの個性が伸びています。 

◇ 教師、家庭だけでなく、地域の様々な人が子どもと関わっています。 

◇ 高浜市の特性に合った教育環境が整っています。 

◇ 子どもが地域活動に主体的に参画しています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）毎日をとても楽しいと感じている子どもの割合 49.0％ 51.1％ 55.0％ 55％  

２）学習に積極的に取り組む子どもの割合 65.8％ 70.8％ 71.6％ 70％  
３）過去１年間に地域行事、ボランティア活動に 

参画した子どもの割合 13.6％  3.6％ 4.4％ 20％  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

心たくましく健やかに育つ教育環境が整っているま

ちだと思う 
45.5% 48.3% 54.6%  

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆「市民意識調査結果」は、計画策定時より毎年上昇しているだけでなく、上昇幅も 2.8%アップ、6.3％ア

ップと、少しずつ高くなっている。これは、学校においては日々の教育活動の充実、また、校外においては

学校・家庭・地域が協働しながら子どもを育むという体制が進みつつあるものと考えられる。 

◆「指標１」学校が楽しい、「指標２」勉強が楽しいなど、子どもたちの意欲が少しずつ目標値に向かってプ

ラス方向に伸びている。これは、学校現場の教師の授業力の向上と、家庭・地域の子どもたちを取り巻く環

境が安定してきているところによるものと考えられる。 

◆「指標３」についても、前年より上昇しており、参加の裾野は拡大していると考えられるが、引き続き分析を

進め、目標達成に向け、対策を検討していきたい。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№16】 

教育基本構想推進事業 

現行 

どおり 

教育基本構想に掲げた取組の具体化 2回 2回 

毎日をとても楽しいと感じている子どもの割合 55％ 50％ 

【№17】 

教育環境整備事業 

要改善 

（進捗状況） 

高浜カリキュラム策定委員会の開催 6回 6回 

学習に積極的に取り組む子どもの割合 71.6％ 68％ 

【№18】 

教育環境整備事業② 

現行 

どおり 

   

   

【№19】 

教育環境整備事業③ 

現行 

どおり 

   

   

【№20】 

教育環境整備事業④ 

現行 

どおり 

高浜学力検定準備委員会及び学校支援ボ
ランティア推進部会の開催日数 5回 12回 

毎日をとても楽しいと感じている子どもの割合 55％ 50％ 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№16】平成 23 年 12 月に「教育基本構想」を策定、平成 24 年度からは教育委員会内に「教育センター

グループ」を設置し、教育基本構想に基づくアクションプランを実現する３つの委員会と６つの推進部会を設

置し、確実な推進のために進捗の管理・支援を行った。 

【№17】平成23年度「高浜カリキュラム準備委員会」で、どの教科・領域のカリキュラムを作成するかにつ

いて、高浜の良さが最も色濃く表れる「生活・総合的な学習の時間」と決定した。平成 24 年度「高浜カリキ

ュラム策定委員会」で、「生活・総合的な学習の時間」についての全体計画を作成した。 

【№20】地域の総合的な教育環境の質向上をめざし、平成 24年度から「学習支援ボランティア推進部会」

を設置し、地域の方と共に活動できる学習の洗い出しをしたり、校外においては地域の方と交流できる行事

の整備をした。「高浜学力検定準備委員会」では、幼保小中一貫教育を視野に入れ、子どもの発達段階に応じ

た教育方法のあり方について検討した。 

 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）総合計画と教育基本構想の再調整 

学校教育を取り巻く現状・課題をしっかり見据え、それを解決していく取組内容を中期基本計画に反映

させていく必要がある。 

（２）学校の想いと地域の想いのマッチング 

「本音の語り合い」と「本物の信頼関係」で学校と地域をつなぎ、地域ぐるみで子どもたちの成長を見

守り、手助けする“みんなの学校”をつくっていく必要がある。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）学校を拠点としたまちづくりに対する職員の意識向上 

学校経営の観点や自治基本条例の意図を若い世代の職員一人一人の意識の中に、有用性を抱かせる。 

（２）「12年間の学びと育ちをつなげる」という職員の意識の向上 

◆幼保小中一貫教育をめざす上で、高浜市内の学校施設が「分離」している分、「高浜市として育てていき

たい子どもの姿（5歳児、12歳児、15歳児）」を明確にし、その姿を市内幼保小中全職員が共有し、異

校種の密な「連携」を大切にしながら「系統性」を意識した指導をする。 

◆「育てていきたい子どもの姿」を家庭や地域も共有して、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし

て子どもを育てていく教育環境づくりをめざす。 
 

（前期）施策評価シート 

実施期間： 25年度 
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１．目標 （６） 人のつながりやぬくもりの中で、子育ち・子育てを支えます 

とりまとめＧ こども未来部 こども育成Ｇ 担当Ｇ 
こども未来部 こども育成Ｇ 
こども未来部 文化スポーツＧ 
市民総合窓口センター 市民窓口Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 安心して子どもを産み、育てられるようになっています。 

◇ 地域の見守りの中で、子どもがのびのびと活動する姿が見られます。 

◇ 地域・事業者・関係機関と連携して、子育ち・子育てを支える体制ができています。 

◇ 子育てや仕事を楽しむ親が増え、親子の対話やコミュニケーションが活発になっています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合 59.0％ 63.2％ 65.6％ 62％  

２）子どもとふれあう行事に参加したことがある人

の割合 
45.1％ 43.3％ 44.8％ 48％  

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

人のつながりやぬくもりの中で、子育ち・子育て

を支えているまちだと思う 
48.9% 53.8% 60.8% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆「子どもを産み、育てやすいと感じている人の割合」は計画策定時の値より 6.6 ポイント上昇した。子ど

もの医療費の無料化は継続性が求められ、かつ保育と子育て支援の充実及び多様化がニーズ対応として必要

と考える。 

◆「子どもとふれあう行事に参加したことがある人の割合」は計画策定時の値から 0.3 ポイント下がったが

前年より 1.5 ポイント上昇した。総合計画の目標はもとより、生涯学習基本計画の着実な推進のため本指

標達成への取組みを進めていかなければならない。 

◆指標の目標値の達成には、事業所管グループだけでなく、市役所内や地域団体等と連携を強化し、「まなび

の根っこ」である子どもたちを地域全体で育てていく環境の整備が必要と考える。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№21】 

放課後居場所事業 
現行 

どおり 

実施小学校数 5 校 ５校 

１校あたりの参加児童数 30 人 28 人 

【№22】 

保育サービス充実事業 

ゼロベース 

で見直し 

預かり施設箇所数 17 園 17 園 

待機児童数 15 人 42 人 

【№23】子育て・家族支援

ネットワーク事業 
現行 

どおり 

新規情報掲載団体数 9 件 2 件 

ポータルサイト閲覧回数 27 件/日 28 件/日 

【№24】 

子ども医療事業 
現行 

どおり 

申請勧奨回数 12 回 12 回 

交付率 100％ 100％ 

【№25】青少年健やか育成振

興事業（子ども市民憲章推進事業） 
現行 

どおり 

子ども市民憲章等啓発回数 4 回 3 回 

啓発事業への参加者数 403 人 130 人 

【№26】 

子育て支援拠点事業 

要改善 

（進捗状況） 

施設設置数 5 施設 ５施設 

来所者数 40,813人 48,400人 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№21】平成 22 年度は高浜小学校で試験的に実施し、平成 23 年度からは 5 つの小学校全てで実施している。 

【№22】保育ニーズ対応として休日保育等の実施や民営化に伴う延長保育拡大に加え、定員の弾力運用による受入拡充をし

た。家庭的保育は4箇所開設している(平成24 年度1箇所増設)。幼稚園では平日の 2時間、夏季休暇の午前3 時間で預か

り保育を実施している。 

【№23】就園前の子育て関連情報を一括化したポータルサイトとその情報を配信するメールマガジンのシステムを子育て関連

団体で構成する会議体での協議を踏まえ、平成22年度に構築し、運用している。 

【№24】出生から２か月、転入から３か月以上経過しても、受給者証の申請のない方に対し、毎月月末に勧奨通知を送付

し、未申請者の解消に努め、平成 24 年度末の受給者証交付率はほぼ 100％である。 

【№25】子ども市民憲章の普及啓発について教員 OB や市民等で構成される会議体で協議をし、笑顔の写真展や広報での

子育てエピソードの 4 コマ漫画の掲載等を実施してきた。 

【№26】地域子育て支援拠点施設として、いちごプラザや 4 箇所の保育所に併設された子育て支援センターを開設し、地

域に根ざした子育て支援拠点施設としての役割を果たしている。 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  
（１）多様化する保育ニーズへの支援施策の展開 

新たな民間活力による対応を図るとともに、新制度を活用した保育サービスを充実するため、「子ども・子育て支援事

業計画」の策定及びその実施に取り組む。 

（２）子育て活動団体の継続的な活動支援 

行政から市民活動団体まで様々な団体の活動の連携につながるよう、活動情報を一元的に収集・発信するポータルサ

イトを活用する。 

（３）地域等による子どもの自主・自立の支援 

放課後居場所事業については、学校のグランド以外にも、児童センターや公園など地域の財を活用し、子どもたちが

自由に遊べるような環境づくりに努める。 

（４）こども市民憲章の認知度 

「笑顔の写真展」の実施内容を見直すとともに、啓発本（絵本）の読み聞かせやチラシの配布などを積極的に行って

いく。また、学校や幼稚園・保育園等とも連携した取り組みを行う。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 
（１）民間活力の活用及び幼稚園の認定こども園移行の検討 

  ３歳未満児については民間活力を活かした新たな対策を講じるとともに、３歳以上児の保育ニーズの平準化を図るた

め、子ども子育て関連３法を踏まえ、既設の幼稚園施設の活用を検討する。 

（２）放課後居場所事業の展開 

  子どもたちの自主・自立を支援するため、地域の達人やまちづくり協議会、児童センターなどと連携し、新たなプレ

イングマネージャーの発掘や見守りの方法など、子どもが参加しやすい環境づくりを目指し、地域の中で子どもたちを

育んでいく仕組みづくりに取り組む。 

（３）地域保育力の連携・強化 

  子育ち・子育てにおいて人との関わりを強固にする地域社会とのつながりは必要不可欠なものであり、情報の連携を

きっかけとした顔のつながる連携へとつなげる。  

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （７） まちの成長を支えるエンジンとして、産業を元気にします 

とりまとめＧ 企画部 経営戦略Ｇ 担当Ｇ 
企画部 経営戦略Ｇ 
都市政策部 地域産業Ｇ  総務部 財務Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 企業や事業者が特色ある活動が活発になっており、市内の雇用が安定しています。 

◇ 地元の商店の売り上げが増加し、地域の消費者の支持を得られています。 

◇ 農地が活用され、人材確保が進み、地産地消の推進により経営基盤が強化されています。 

◇ 市内業者の受注機会が増え、売上が増加し、元気になっています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度評価 
（2011） （2012） 

１）製造品出荷額等 4,923.4 億円 3,952.6 億円 （未公表） 4,923.4 億円 ― 

２）小売商店の店舗数 390 店舗 387 店舗 （未公表） 390 店舗 ― 

３）組織化・法人化した農業者団体の数 ０団体 0 団体 0 団体 １団体  

４）企業誘致制度を利用した件数 ５件 6 件 9 件 11 件  

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

まちの成長を支えるエンジンとして、産業が元気な

まちだと思う 
17.7% 21.7% 21.9% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆市民意識調査結果では、若干上昇傾向を維持しており、第２次産業就業者の割合が高い本市の特性として、

このような数字として表れているものと考える。しかし、景気の動向によっては、将来的に産業の空洞化が

懸念されるため、常に意識を持って目標達成に向けて取り組まなければならない。 

◆成果指標のうち、企業誘致制度を利用した件数が伸びている。これはリ－マンショック後、急速に後退した

景気が、現在は回復傾向にあるものと考える。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№27】 

企業誘致事業 
現行 

どおり 

企業訪問回数 83 回 80 回 

企業誘致制度を利用した件数 9 件 8 件 

【№28】 

がんばる事業者応援事業 
現行 

どおり 

ＰＲ回数 31 回 17 回 

補助制度利用件数 12 件 10 件 

【№29】農業経営安定推進

事業 
現行 

どおり 

「未来の高浜の農業を考える会」実施回数 3 回 ４回 

農業者団体の組織化・法人化の進捗率  (2013,１件) 

【№30】地元企業優先発注

入札契約制度推進事業 
現行 

どおり 

市内業者登録促進の為の啓発回数 2 回 2 回 

市内業者の登録業者数（小規模工事、物品、委託関係） 71 社 67社 

【№31】 

中小企業振興推進事業 
現行 

どおり 

新たな販路拡大に対する支援施策数 4 件 ２件 

販路の拡大 95.5％ 10５％ 

【№32】中小企業就労促進

支援事業 

現行 

どおり 

就業促進の受け入れ企業の数 1 件 1 件 

就業促進事業件数 4 件 ５件 

【№33】 

地域商店情報発信事業 
現行 

どおり 

ホームページの認知調査実施回数 1 回 １回 

ホームページの認知度 19％ 60％ 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№27】【№28】新たな企業の誘致、市内企業の定着及び市民の雇用の拡大を図るため、企業誘致等奨励金交付制度を創設す

るとともに、中小規模の事業者を応援するための支援制度を創設した。平成 24 年度では、産業空洞化対策として、愛知県と

連携した新たな支援制度を検討した。また、新たな工業用地の創出に向けた整備手法の調査・検討を行った。 

【№29】平成 25 年度の農事組合の法人化に向け、平成 23 年 10 月には吉浜地区で任意営農組織を立ち上げ、高取地

区についても後継者を含め法人化に向けた話し合いを継続している。 

【№30】130 万円以上の公共工事について、市内業者限りの参加枠・金額区分等の見直しを行った。また、50 万円以

下の小規模工事では、入札参加資格審査申請を行っていない市内業者を対象に、簡易な登録申請制度を創設し、登録の

勧奨等を行った。 

【№31】三州瓦使用頻度の向上や国内外の販路拡大に向けた支援、瓦の技術伝承・後継者育成、宮城県岩沼市へ三州瓦

採用に向けて官民トップセールスを実施した。 

【№32】地場産業への就労促進として、新入社員研修等講演会事業、新規学卒就職情報交換会事業、求人情報掲載事業

を支援した。 

【№33】地域商店及び小規模事業者の商品等の情報発信のため、商工会の情報発信事業を支援した。 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）農業経営の安定 

地区営農者を交えた話し合いを積極的に進めるとともに、特産野菜（青茄子など）の発掘及び推進に努める。 

（２）地場産業への支援 

  東北地域を販売促進の重点地区と位置付け、販路拡大、三州瓦ＰＲ事業等の支援を行う。 

（３）雇用の安定 

関係機関と連携し、ワークライフバランス講演会等により事業主に対し、職場環境の改善等を啓発する。 

（４）市内消費の推進 

市内消費が促進される事業の発掘を関係機関と連携して行い、早急に事業を立ち上げる。 

（５）工業用地創出 

工業立地を具現化するために、関係機関との調整、事業計画や事業スケジュール、また、体制整備等を検討する。 

（６）事業者ニーズの把握 

現行の新がんばる事業者応援制度の見直しを行うとともに、事業者ニーズを踏まえた新たな制度を検討する。 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）農事組合法人化については、営農者が高齢化している中、農業経営のための人材の確保や多角化が不可欠であり、

そのためにＪＡあいち中央及び農用地利用改善組合と連携を密にして、法人化に向けて支援を行う。 

（２）ものづくりを中心とした本市の産業は、社会経済情勢の変化により税収に大きく影響を及ぼすものであり、市の安

定した財政基盤を支えるうえで、商工会や愛知県陶器瓦工業組合との情報交換を密にし、課題を共有する中で産業振興

を図る。 

（３）限られた市域にあって、既成の市街化区域内での新たな工業用地の創出は見込めないため、総合計画や都市計画マ

スタープランに位置づけのある新たな工業用地の創出に向け、具現化するための検討を行う。  

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （８） 地域に根ざした新たなビジネスの芽を育みます 

とりまとめＧ 企画部 経営戦略Ｇ 担当Ｇ 
企画部 経営戦略Ｇ 
都市政策部 地域産業Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ コミュニティ・ビジネスに対する理解や関心が高まり、地域課題の解決を図ろうとする市民が自発

的に行動しています。 

◇ 身近な課題解決につながるきめこまやかなサービスが市民の手により行われ、幸せだと感じる人が

増えています。 

◇ 市民の手で地域資源が掘り起こされ、まちの魅力が高まっています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度評価 
（2011） （2012） 

１）コミュニティ・ビジネスの事業数 
（試験的運営含む） 

０件 0 件 0 件 ２件  

２）まつり、イベントの来場者数（年間） 128,400 人 165,000 人 1 5 0 , 5 0 0 人 131,000 人  

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

地域に根ざした新たなビジネスの芽を育んでいるま

ちだと思う 
16.2% 19.1% 20.1% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆コミュニティ・ビジネスの事業数については、セミナーの開催により創業の下地ができつつあるとともに、

持続した運営となるために大切なネットワ－クも形成されつつあり、具体化に向け前進している。 

◆まつり、イベントの来場者数については、天候に恵まれず、平成 23 年度の実績値を下回ったが、Ｂ級グル

メでまちおこしの取組みに「とりめし」が参戦する支援を行った成果もあり、目標値を上回ることができた。 

◆市民意識調査結果については、これらの取組みにより、上昇したものと考える。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№34】コミュニティ・ビ

ジネス創出・支援事業 

現行 

どおり 

セミナー、発表会等の開催回数 15 回 14 回 

コミュニティ・ビジネスの創業事業数 0 件 1 件 

【№35】 

観光推進事業 

要改善 

（進捗状況） 

観光イベント等の情報発信回数 10 回 10 回 

観光イベント等への誘客数 150,500人 131,000人 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№34】 

（平成 23 年度） 

コミュニティ・ビジネスについて広く理解・周知を図るため、フォーラムを開催するとともに、先進事例

視察(三重県四日市市)を行ったほか、コミュニティ・ビジネス創出セミナ－(前期)を全 3 回開催した。 

（平成 24 年度） 

◆コミュニティ・ビジネス創出セミナー（後期）を全 4 回開催するとともに、セミナー受講生に対して、創

業に向けての具体的な個別相談を全 10 回開催し、創業に向け大きく前進した。また、セミナ－受講生の

事業計画を地域に発信するためのプレゼンテーション及びコミュニティ・ビジネスの新たな芽を発掘する

為のアイデアプラン発表会を開催した。 

◆コミュニティ・ビジネスの創業等に対する財政支援策を検討し、制度化を図った。 

【№35】 

◆「春の鬼みちまつり」「タカハマ物語フェスタ」を合同開催し、市内外に「わがまち高浜」を情報発信し、

活性化を図った。 

◆平成 23年 9 月に開催された 2011中日本・東海Ｂ－１グランプリ in 豊川で県内 2 番目のＢ級ご当地グ

ルメとして「とりめし」参戦への支援をし、県内外に高浜市の情報発信に努めた。 

◆平成 24 年 10 月には北九州市でのＢ－１グランプリ本戦に参戦し三州瓦の PR も併せて行った。 

◆地域が主体で行う大山緑地千本桜ライトアップ・人形小路イベント等に対し、ＰＲ等のバックアップを行

った。 

◆平成 23 年度から、高浜市・刈谷市・知立市・東浦町による衣浦定住自立圏共生ビジョン分野別懇談会（観

光分野）において、観光における協力体制を整えるための会合を開催した。 

 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）地域資源の発掘 

各種団体及び関係機関と連携し、高浜自慢の発掘に努める。 

（２）コミュニティ・ビジネス運営の支援 

創業しようとする事業者に対し、継続的に事業運営できるよう、創業支援制度の周知を図るとともに、

アドバイスや更なるネットワーク形成などにより、フォローアップを行う。 

（３）コミュニティ・ビジネスを育む土壌づくり 

継続的なＰＲ活動を実施するとともに、アイデアプランで発表されたプランの芽を育て上げていくため

のフォローアップを実施する。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）企業の観光行政への理解を深めるとともに、高浜自慢をしっかりと育てて交流人口の増加につなげる。 

（２）地域の課題を解決するためのコミュニティ・ビジネスの創業者の発掘を行うとともに高浜市の未来を

創る市民会議 産業・観光分科会での取組みを活かし、創業しようとしている方自らがネットワ－クを形成す

る場づくりのサポ－トをする。 
 

（前期） 施策評価シート 



 
20 

 

 

１．目標 （９） みんなでまちをきれいにします 

とりまとめＧ 
市民総合窓口センター 
市民生活Ｇ 担当Ｇ 

市民総合窓口センター 市民生活Ｇ 
都市政策部 都市防災Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 地球環境に対する意識が高まっています。 

◇ 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。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）日ごろから省エネや省資源など環境に配慮した生

活をしている人の割合 79.2％ 83.7％ 79.9％ 85％ 
 

２）１人１日あたりの家庭系ごみ排出量 556g 547ｇ 545ｇ 400g  

３）環境美化推進員の人数 1,791 人 1,861 人 2 , 900 人 2,100 人  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

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 
58.6% 61.6% 64.1% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 
◆「指標」結果は、おおむね目標値に向かって伸びており、市民意識調査の結果も計画策定時の値に比べ、５.５ポイント上昇

し、「みんなでまちをきれいにします。」が着実に進んでいる。 

◆「指標１」は前年より 3.8 ポイント減少しており、全国的な節電を背景に公式ホームページで環境省の「みんなで節電アクシ

ョン」、「家電の節電対策メニュー」などを紹介し、積極的に意識啓発は行っているが、より一層の取組みが必要である。 

◆「指標２」は前年より２ｇ削減されており、平成 23 年度に作成した「高浜市ごみ分別便利帳」により一定の効果があったも

のと考えるものの、さらなる資源回収のＰＲ強化が必要である。 

◆「指標３」は前年に比べ1,039人増となっており、高浜中学校の登録が主な増加要因である。事業者の地域貢献意識の高まりから

事業者へのPR強化のほか、学校関係の働きかけが必要である。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№36】みんなでまちをき

れいにします事業 

現行 

どおり 

環境美化推進員募集ＰＲ回数 2 回 ２回 

環境美化推進員の人数 2,900 人 2,000 人 

【№37】環境に配慮した防

犯灯整備事業 

現行 

どおり 

防犯灯等の省電力灯設置数 640 灯 500 灯 

防犯灯等の省電力化率 50％ 50％ 

【№38】ごみ減量リサイク

ル推進事業 

現行 

どおり 

各種ごみ減量活動 240 回 250 回 

１人１日あたりの家庭系ごみ排出量 545ｇ 450ｇ 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№36】 
◆環境美化推進委員について、広報、高浜市公式ホームページを活用し環境美化推進員の募集を行った。  
 【登録団体 26団体、2,900 人（平成 25 年 3月 31 日現在）】 
◆平成 24 年度には、市民と協働で行う不法投棄対策の検討に着手した。 
【№37】 

20Ｗ蛍光灯の防犯灯、約 1,100 灯を国の交付金を活用し、平成 23年度、平成 24年度にかけ、消費電力
の少ないＬＥＤ10Ｗ防犯灯に交換してきた。☆平成 23 年度 535 灯 ☆平成 24年度 640灯 
【№38】 
◆町内会のご協力に対し、資源ごみ分別収集事業町内会支援報奨金を支給。 
◆子ども会、小中学校が実施する集団回収を奨励した。 
◆毎月、第２、第３日曜日に分別収集特別拠点を開設し、資源ごみの回収に努めた。 
◆分別収集の精度向上のため高浜エコハウスで分別学習「分別大相撲」を開催した。 
 平成 24 年度分別大相撲登録者数(実績)：128人 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）目標が達成された姿「地球環境に対する意識が高まっています。」について 

市内小中学校や愛知県と連携した環境学習体制を整備し、確立する。 

（２）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。」について 

◆「ごみの発生を減らす（リデュース）」の取り組みとして、生ごみの減量について「高浜市新ごみ処理基

本計画」で検討する。 

◆「繰り返し使う、再利用する（リユース）」の取り組みとして、高浜エコハウスで実施しているフリーマ

ーケット（エコステーション）及び衣浦衛生組合のリサイクルプラザと連携しリユースの推進を図る。 

◆「資源として再び利用する（リサイクル）」について、分別品目などについて「高浜市新ごみ処理基本計

画」で検討し資源化率の向上を目指す。 

（３）目標が達成された姿「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。」について 

◆定期巡回、スポットライトの設置など地元の方と連携しながら試行的な対策を実施する。 

◆不法投棄情報を公開する仕組みを検討する。 

◆不法投棄に関する環境学習を展開し、不法投棄の現状を知ってもらい、不法投棄の抑止を図る。 

（４）目標が達成された姿「環境に配慮して行動する市民、事業者が増えています。」について 

◆環境美化推進員の活動内容について活動場所、活動スケジュールなどを公開する啓発活動を展開する。 

◆子ども向けに制度を周知し、子どもたちの視点による環境美化活動のあり方を探る。 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）継続した環境学習の実施 

子どもの頃から環境に関心を持ち、自ら行動できるようなカリキュラムを作成する。 

（２）新ごみ処理基本計画の作成と推進 

核家族化の進展、高齢化などに対しても分別収集が継続できるよう、分別収集のあり方を検討する。 

（３）マナー向上のための取り組み 

自らの地域は自らで守れるよう、ごみの不法投棄、ごみの散乱などについて地元の方と連携し、きれいなま

ちが維持できるような取組みを実施する。  

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （１０） ハーモニーを奏でる快適な都市空間をつくります 

とりまとめＧ 都市政策部 都市整備Ｇ 担当Ｇ 
都市政策部 都市整備Ｇ 
都市政策部 上下水道G 
市民総合窓口センター 市民生活Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 安心して楽しく暮らせる住環境、ライフラインの整備が推進されています。 

◇ 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。 

◇ 地域資源を活かした魅力あふれる景観が形成され、まちに対する愛着や誇りが高まっています。 

 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）長く住み続けたいと思う人の割合 76.9％ 79.1％ 79.4％ 82％ 
 

２）歩きやすい、運転しやすいと感じている人の割合 52.1％ 51.7％ 56.0％ 57％  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

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 
42.8% 43.3% 45.8% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

市民意識調査及びまちづくり指標（２指標）ともに上昇している。総合計画によって展開されている様々な

事務事業の取り組みに加えて、安心で快適な生活の要件である水道事業の水道管の耐震化、下水道事業（汚水）

の使用区域の拡大等の取り組みが、計画的に進んでいるためと考えられる。また、いきいき号ではコースの見

直し等により利用者も増加しており、国道 419号線では橋桁の色のアンケートを行うなど市民を巻き込んだ

取組みも指標上昇の要因となっていると考えられる。今後も市民ニーズを的確にとらえ、各機関等と連携した

事業展開を継続していく必要がある。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№39】一般国道 419号

高浜立体事業 

現行 

どおり 

道路整備事業の実施（単年度進捗率） 10％ 10％ 

道路整備事業全体の進捗率 30％ 30％ 

【№40】快適な都市空間を

つくる事業 

現行 

どおり 

都市計画基礎調査の実施 1回 １回 

長く住み続けたいと思う人の割合 79.4％ 80.3％ 

【№41】 

水道事業 

現行 

どおり 

耐震管埋設延長 4,287ｍ 3,865ｍ 

耐震化率 12.1％ 12％ 

【№42】 

公共下水道事業（汚水） 

現行 

どおり 

汚水管整備計画 12.1ha 12.1ha 

汚水管整備率 49.5％ 49.5％ 

【№43】 

市道港線整備事業 

現行 

どおり 

市道港線の整備（単年度進捗率） 17.5％ 25％ 

市道港線整備事業全体の進捗率 24.5％ 35％ 

【№44】 

いきいき号循環事業 

現行 

どおり 

いきいき号利用促進 PR回数 2回 2回 

いきいき号の利用者数 25,668人 24,000人 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№39】国及び県への要望を、衣浦豊田道路建設推進協議会や関係団体等にて適時行ってきた。橋脚 17 基の内、平成

24 年末に 15 基の工事完了・着手となり、2 基が未着手となっている。24 年度では、市民会議にて、橋桁の色につ

いてアンケートを実施し、上部工の桁作成（中央部区間）は、平成24年度後半より約15億円、4年間の債務負担で

着手となった。 

【№40】都市計画マスタープランで計画した土地利用構想に基づいた都市づくりに向けて、現状の人口や建物の状況を

調査する委託業務が実施できた。 

【№41】災害時に人命の安全確保を図るために、重要給水施設への水道管の耐震化や下水道管布設工事に伴う水道管の

耐震化を進めている。耐震率は平成22年度末で8.09％、平成23年度末で10.25％、平成24年度末で12.1％で

あり、平成24年度は高浜配水場の無停電電源装置を更新し、水道耐震管を4,287ｍ布設した。 

【№42】公共下水道全体計画面積 890ｈａのうち、517.4ｈａの事業認可を受け平成 24 年度末までに、440.9ｈａ

の整備・供用開始を行い下水道人口普及率は51.3％となった。 

【№43】〈平成23年度実績〉道路用地を確定するため地権者への説明を行い測量を始めた。1件については用地取得 

 道路計画線にかかり影響のある建物、移転等の補償となる建物等について調査を始めた。 

〈平成24年度〉用地買収、移転補償について、契約交渉事務を進めた。 

【№44】コミュニティバス「いきいき号」の運行路線を見直し、刈谷市コース（刈谷豊田総合病院本院）を新設した。 

◆「いきいき号」の新路線に対する市民（利用者）への情報提供のため、広報に関連記事を掲載した。 

◆「いきいき号」平成24年度全体利用者数 25,668人（H23：22,346人）。内 刈谷市コース利用者数 7,622人 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）着実な進捗 

高浜市の財政状況、水道事業の健全経営を考慮して計画的に整備を進める。 

（２）長期的な視点と国・県等との連携 

今後も国、愛知県等の関係機関と連携していくとともに、公園整備は地域参加型で地域に愛される公園づくり 

を進める。 

（３）行政バスの広域利用の促進 

衣浦定住自立圏圏域連絡バスの創設事業として刈谷・知立・高浜・東浦の各市町の拠点間を結ぶバス創設に 

ついて研究を行う。 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）地震に備えて水道管の耐震化や生活環境改善のため、下水道（汚水）の整備を計画的に進める。 

（２）国・県が実施していく事業については、開通に至るまで継続して要望する。 

（３）高齢者や障がい者の日常の足となるコースを策定するため、定期的に利用者アンケートを実施する。  

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （１１） 自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てます 

とりまとめＧ 都市政策部 都市整備Ｇ 担当Ｇ 都市政策部 都市整備Ｇ 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 公園などが市民の憩いの場として愛されており、「自分たちの公園」という意識が高まっています。 

◇ 四季を通じて心にうるおいと安らぎを与える環境が整い、健康づくりや憩いの場として活用され、笑

顔とにぎわいであふれています。 

◇ 町中が花や緑であふれ、鳥や魚が喜ぶ自然環境が保たれています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）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 
25.6％ 24.0％ 27.0％ 30％  

２）公園をよく利用する人の割合 14.5％ 15.2％ 14.4％ 20％  
 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

公園・緑地や水辺など自然豊かな魅力あふれる憩い

の場を守り、育てているまちだと思う 
58.0% 60.5% 63.0% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆指標 1 については、前回調査時の現状分析を踏まえ、公園清掃などの取組みについて、積極的な情報提供

に努めた結果、上昇したものと思っている。しかしながら、指標 2 については、0.8 ポイント減少してお

り、市民が利用したくなるような魅力あふれる公園づくりに、よりいっそう努める必要がある。 

◆市民意識調査結果については、順調に増加している。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・水辺・緑」という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、公園等の利用回数の増加にもつながっていく。今後も地域と連携しながら活動の輪

を広げていくことが重要である。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 
（事務事業名） 

評価 
結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№45】緑のあるまちづく

り事業（衣浦港高浜緑地 

整備事業） 

現行 

どおり 

緑の基本計画の推進 10％ 10% 

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 
27% 28.5% 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№45】 

◆愛知県が進める港湾整備事業として、高浜緑地の整備促進を行った。 

（平成 24年 2月に埋立事業の竣工を終え、引き続き都市計画の手続きを平成 25年 3月に完了した。） 

◆緑の保全に向けて、まちづくり協議会や NPO 団体等による活動を市民、行政が積極的に参加して実施し

た。専門的な技能を要する場合の公園や緑地の樹木、街路樹等の適切な維持管理については、専門業者へ

の委託を実施した。 

 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）高浜緑地上部の有効活用方法の検討 

平成 25 年度に愛知県から高浜緑地の上部部分の詳細設計を発注していただき、合わせて整備内容・維

持管理の考え方を含めて、住民の方の意見をいただくために、地域のボランティア団体、各種スポーツ団

体等との調整を図りながら上部部分の整備を検討する。 

（２）高浜ベイサイド計画（高浜貯木場跡地）活用方法の検討 

高浜ベイサイド計画におけるイベント・マリンレクリエーションゾーンの事業推進に関する調査検討を

進める。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）目標達成に向け、今後も国、愛知県等の関係機関と連携していくとともに、公園整備は地域参加型で

地域に愛される公園づくりを進める。 

 

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （１２） 安全・安心が実感できる基盤づくりを進めます 

とりまとめＧ 都市政策部 都市防災Ｇ 担当Ｇ 
都市政策部 都市防災Ｇ 
都市政策部 都市整備Ｇ 
都市政策部 上下水道G 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 誰もが安心で安全だと感じながら暮らしています。 

◇ 防犯・防災意識が向上し、市民・地域・事業者・関係機関と連携して、防犯・防災活動に取り組んで

います。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）地震の備えができていると感じている人の割合 22.3％ 22.5％ 25.7％ 25％  

２）街頭犯罪発生件数（年間） 403件 307件 305件 380件  

３）交通事故発生件数（年間） 220件 207件 205件 190件 
 

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

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 
52.3% 49.7% 56.3% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆市民意識調査結果では、これまでの地域の防災訓練や防災ネットきずこう会などの活動により、前年より5.6％

上昇している。 

◆しかしながら、年代別の結果として、10 歳代・20 歳代の「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が、50％

以下という状況となっている。 

◆今後、10歳代・20歳代の若年層を対象とした防災・防犯対策が必要である。  

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 
アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 

（2012） 

目標値 

（2012） 成果指標名 

【№46】 

危機管理体制強化事業 

現行 

どおり 

自主防災会への支援活動回数 45回 25回 

防災講演会の開催回数 10回 10回 

【№47】防災ネットワーク 

推進事業 

現行 

どおり 

災害協定締結数 6回 5回 

ネットワーク参加団体数 11団体 10団体 

【№48】 

防犯情報発信事業 

現行 

どおり 

街頭犯罪発生件数（年間） 305件 390件 

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っている人の割合  56.3% 52.3% 

【№49】 

防犯・交通安全啓発事業 

現行 

どおり 

交通事故発生件数（年間） 205件 200件 

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っている人の割合  56.3% 52.3% 

【№50】防犯・交通安全 

施設維持管理事業 

現行 

どおり 

街頭犯罪発生件数（年間） 305件 390件 

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っている人の割合  56.3% 52.3% 

【№51】 

耐震改修促進事業 

現行 

どおり 

耐震診断の周知回数 8回 8回 

耐震診断実施件数 791件 932件 

【№52】 

河川改修整備事業 

現行 

どおり 

河川改修事業の進捗率（単年度進捗率） 40％ 40％ 

河川改修事業の進捗率（全体事業計画の進捗率） 90％ 90％ 

【№53】 

公共下水道事業（雨水） 

現行 

どおり 

雨水管の整備面積 0.7ha 0.7ha 

雨水管整備率 69.8％ 69.8％ 

 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№46】◆平成 23 年度に市業務継続計画（ＢＣＰ）素案を策定し、平成 24 年度には市総合防災訓練と職員非常召集訓練を実

施し、併せて業務継続計画（BＣＰ）の検証訓練を実施した。 

◆津波避難対策として、同報系防災行政無線（屋外拡声器）を整備を行った。 

【№47】まちづくり協議会、町内会、企業などが参加した「防災ネットきずこう会」を立ち上げ、地域防災ネットワークの構築

に向けた検討を始めることができた。また、市民会議と協力し、「標高の見える化」を実施するとともに、まちづくり協議会で新

たな地域の防災体制の検討が開始された。 

【№48/49/50】◆碧南警察署から配信される地域安全ニュースをまち協にタイムリーに提供することができた。 

◆交通安全教室や交通指導を実施した。平成 24年度では、高浜市交通安全条例に、「高齢者の交通事故防止」、「飲酒運転の根絶」

の事項を追加する条例改正を行った。 

◆防犯灯などの修繕は、市の点検または、市民・地域からの通報を受け現地調査により随時実施した。 

【№51】・無料耐震診断や木造住宅耐震改修費補助金制度の周知・啓発に努めた。②各小学校に高浜市建築耐震研究会と耐震出前

講座を開催し、地震の恐ろしさや住宅の耐震の必要性についての啓発を実施した。 

【№52】◆法響橋～前橋までの区間については、平成 23年度末に整備が終わり、関連する事業として前橋の改修も実施できた。

◆前橋～小橋までの区間については、平成 23年度に着手し、平成 24年度に護岸整備が完了した。 

【№53】市街化区域内の下水道計画区域面積は 862ha で計画的に整備を行った。平成 24 年度末で時間雨量 50mm 程度の降

雨に対し浸水防除できる管きょの整備済み面積は約 602haで、整備率は 69.8％となった。 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）防災に対する意識改革 

町内会、まちづくり協議会に発災直後に必要な資機材を配布するとともに、資機材を活用した防災訓練を実施する。 

（２）あいさつ運動の展開 

「あいさつ運動」の広報たかはまへの掲載、各種団体への「あいさつ運動」の実践を依頼する。 

（３）標高の「見える化」 

平成 24年度に引き続き、コンビニ、医療機関等不特定多数の方が利用する施設を対象に標高サインの設置を依頼・配布する。 

（４）防災教育の推進 

◆小中学校での防災教育の推進に向けた検討・調整を教育委員会と防災担当部局が連携して進める。 

◆平成 25年度「防災ネットきずこう会」で、被災体験者（消防団・学校・企業関係者）による講演会を開催する。 

（５）インフラ整備 

関係機関と調整を図り、計画的に整備を進める。 
 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）災害等に備え、「自助」「共助」「公助」を基本とした防災、減災対策を住民、企業、行政などが協働した取り組みを進める。

また、災害時等で災害弱者となりやすい要援護者への対策を進める。 

（２）地域や警察、関係機関と連携しながら、交通安全や防犯対策の活動・啓発を行う。また、高浜市みんなで犯罪のないまちに

しよう条例に基づき、市民、市民団体、事業者、関係機関等が密接な連携を図りながら、犯罪のないまちの実現を図る。 

（３）治水対策や公共施設の耐震化など、災害に強い基盤整備を進める。  

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （１３） 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 

とりまとめＧ 福祉部 地域福祉Ｇ 担当Ｇ 
福祉部 地域福祉Ｇ 
福祉部 介護保険Ｇ  福祉部 保健福祉 G 

 

２．目標が達成された姿 

◇ まちのあちらこちらで気軽にあいさつを交わしたり、交流やふれあいの光景が見られます。 

◇ 多くの市民が、地域での支え合いの担い手として活躍しています。 

◇ 障がい等のある方と障がい等への理解を深めた市民が、地域でともに支えあい、誰もが住み慣れた地

域で、その人らしくいきいきとした生活を送っています。 

◇ 地域や関係機関と連携し、ともに支えあっていく福祉のネットワークづくりが進んでいます。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）ボランティアひろばセンター登録数 
（人口 1万人当たり） 

385人 395人 402人 470人 
 

２）不安や悩み事を身近に相談できる人や場所があ
ると思っている人の割合 

76.9％ 71.6％ 76.0％ 80％  

３）地域で高齢者や障がい者等の見守りや生活の手
助けをしている人の割合 

26.5％ 24.1％ 24.7％ 30％  

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

一人ひとりを認め合い、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 
55.1% 59.5% 59.4%  

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆市民意識調査結果は伸びており、目標達成に向けての方向性に基づいた取組みの成果が出ている。 

◆指標（１）ボランティアひろばセンター登録数については、現状では、目標値の達成が困難であるため、市

民会議から提言のあった「Ｎｅｗボランティア人」の登録制度の創設など、新たな取組みが必要である。 

◆いきいき広場の相談件数は増加傾向にあるが、指標は減少傾向のため、今後は市民がより身近に感じられる

ような相談体制の構築と、地域における支えあいの意識を高める効果的な取組みが必要である。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  



 
29 

 

６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 

（2012） 

目標値 

（2012） 成果指標名 

【№54】こども発達センター

運営事業 

現行 

どおり 

こども発達センター専門相談事業開催日数 100 日 98 日 

こども発達センター専門相談事業利用者数 810 人 720 人 

【№55】チャレンジドの 

地域生活応援事業 

現行 

どおり 

障がいのある人、企業、関係機関とつながった件数  737 件 600 件 

障がいのある人の就労促進により捻出できる金額の割合 9.7％ 8.3％ 

【№56】地域の「つながり、

支えあい」応援事業 

現行 

どおり 

地域における支えあい活動人口・ボランティ

ア人口の増加に向けた各種取組の実施回数 
45 回 36 回 

地域における支えあい活動人口・ボランティア人口  2,153 人 2,150 人 

【№57】総合相談事業・権利

擁護事業 

現行 

どおり 

ネットワーク参加団体数 19 団体 10 団体 

ネットワーク団体からの連絡件数 91 件 75 件 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№54】こども発達センターで専門職を含めチームによる支援を実施するとともに、新たに５歳児健診を実施した。

平成 24 年度からは発達専門相談員を配置し、義務教育期間の相談体制の充実を図った。〔24 年度：専門職による

相談回数 延べ 810 人、５歳児健診受診率 89.2％〕 

【№55】障害者相談支援事業所に総合コーディネーターと就労担当相談員を配置し、チャレンジドの就労支援を実

施した。〔就労相談件数 677 件、企業との相談打合せ件数 195 件、関係機関とつながった件数 522 件〕 

【№56】高齢者の困りごと調査、調査で判明した課題を共有・検討する「地域連携会議」〔210 件の課題に対応〕

「生活支援サポーター」の養成講座〔283 名の参加〕等も開催した。 

【№57】◆新たなネットワーク構築のため、市内新聞店・金融機関等と相互協力依頼を行った。 

◆市民キャラバンメイトによる認知症サポーター研修を積極的に実施した。等 
 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）障がい者施策 

緊急時や親亡き後も不安なく暮らせるようにするために、グループホームやショートステイなどの施設の整備

や、障がい者について地域の理解、交流促進に取り組む。 

（２）地域福祉の担い手の発掘・養成と活躍の場の創出 

小地域で具体的な要援護者の支援方策を検討する「小地域ネットワーク会議」に積極的に生活支援サポーターを

つなげ、具体的な支援の場を提供するなど、実際に活躍していただく場を創出する。 

（３）災害時要援護者名簿の作成 

市民と行政が一緒になって災害時要支援者対策を考えるため、行政内部での横断的に対応できる体制の構築と地

域との役割分担を明確にする。 

（４）急増が見込まれる認知症への対応 

高齢者が利用する関係機関と連携して、計画的に「認知症サポーター」養成講座を実施する。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１） 高齢者の実態を踏まえた地域密着型施設の整備や障がい者が、生涯にわたって不安なく生活できる場を整備

する。 

（２） 地域が担い手となる福祉サービスの構築を支援する。 

（３） ボッチャなどの普及をとおして、高齢者や障がい者が地域の中で交流できる場や活動機会を創出する。 

（４） 災害時に備えた高齢者、障がい者など要援護者の実態把握と地域ぐるみの支援体制を構築する。 

（５） 判断能力が不十分な方の権利が守られるよう「権利擁護センター」を設置し、必要な相談・支援を実施する。 

（６） 認知症サポーターやＮｅｗボランティア人など、地域で困りごとを抱える方を支援する人材を発掘・養成す

る。 
 

（前期） 施策評価シート 
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１．目標 （１４） 一人ひとりの元気と健康づくりを応援します 

とりまとめＧ 福祉部 保健福祉Ｇ 担当Ｇ 
福祉部 保健福祉 G   
福祉部 福祉企画 G    福祉部 介護保険Ｇ  
こども未来部こども育成 G 

 

２．目標が達成された姿 

◇ 健康や介護予防に関する知識が身についています。 

◇ 毎日、健康づくり活動が地域で展開されています。 

◇ 一人ひとりが「かかりつけ医」を持ち、自分の体質・体調・病気について相談することができます。 

◇ 健康診査受診率が向上し、早期発見・早期治療ができ、健康寿命が伸びています。 
 

３．【CHECK】 みんなで目指すまちづくり指標 ―目標達成状況― 

目標の達成度を計る指標 
計画策定時の値 
（2010） 

実績値 目標値 
（2013） 

進捗度
評価 （2011） （2012） 

１）日常的に運動やスポーツを行っている人の割合 34.3％ 35.5％ 34.8％ 40％  

２）栄養や食生活に気をつけている人の割合 80.2％ 80.3％ 80.4％ 83％  

３）かかりつけ医を持っている人の割合 68.4％ 71.5％ 73.5％ 72％ 
 

 

４．【CHECK】 市民意識調査結果 

設問 
計画策定時の値
（2010） 

実績値 
動向 

（2011） （2012） 

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 
52.2% 57.1% 57.9% 

 

 
 

５．【CHECK】 「みんなで目指すまちづくり指標」「市民意識調査」結果に対する現状分析（要因・課題等） 

◆目標の「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」については、順調に指標が上昇して

いる。柱としている＜運動＞＜栄養＞＜医療＞の３本の柱の指標達成のための①情報や知識 ②健康づくり

を始める行動のきっかけ ③行動を続けるための仕組みや環境 が連携・機能している結果であるが、引き

続きの推進が必要である。 

◆＜医療＞指標では前年より向上が見られ順調であるが、＜運動＞指標では、数値が減少している。制度構築

や情報提供は行っているが、個人の意識を高めるに至っていないため、取組みを通じ、健康づくりにつなが

った事例・成果も発信することで意識の高揚を図る必要がある。＜栄養＞指標では、例年と同様の数値では

あるが、非常に高い数値を維持している。 
※みんなで目指すまちづくり指標について、１）…＜運動＞、２）…＜栄養＞、３）…＜医療＞とする。 

第６次高浜市総合計画 基本計画  
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６．アクションプラン（事務事業）の評価結果（「進捗状況」「効率性」の観点から見た行政評価委員会による評価） 

アクションプラン 

（事務事業名） 

評価 

結果 

活動指標名 実績値 
（2012） 

目標値 
（2012） 成果指標名 

【№58】高齢者の生きがいと

健康づくり応援事業 

現行 

どおり 

いきいき健康マイレージポイント対象活動数 2 活動 3 活動 

いきいき健康マイレージ各種活動通帳の発行件数 869 件 1,000 件 

【№59】生涯現役のまちづ

くり創出事業 
要改善 

（進捗状況） 

生涯現役のまちづくり調査研究委員会及び運

営委員会の開催数 
７回 10回 

生涯現役のまちづくりを実践しているモ

デル地区の数 
2地区 2地区 

【№60】 

地域密着型施設整備事業 

現行 

どおり 

施設整備支援 1件 1件 

施設整備の進捗率 100% 100% 

【№61】 

地域医療振興事業 

現行 

どおり 

休日診療開設日数 68日 66日 

休日診療利用者数 2,427人 2,200人 

【№62】子育て推進事業 

（こども食育推進事業） 

現行 

どおり 

普及啓発事業実施回数 6回 ６回 

普及啓発活動参加者数 2,443人 1,150人 
 

７．【CHECK】 これまでの主な取り組みと成果 

【№58】平成 23 年度から「いきいき健康マイレージ制度」を開始した。一人でも多くの対象者に参加、登録し

ていただくため、ＰＲ活動に努めるとともに、必要時にはこちらから出向き、出張登録も行った。 

【№59】平成 23年 10月から調査研究をスタートし、平成 24年度に入ってからは、高齢者ニーズ調査を

実施するとともに、モデル地区として２地区（南部地区・吉浜地区）を選定し、地域の実情に合わせ、具体

的に資源を活用したプログラムやメニューの実践を開始した。また、新しい居場所、生きがいづくりの調査

研究や情報発信のしくみを構築するための協議を行った。 

【№60】地域密着型特別養護老人ホームの施設整備に対する補助を行った。 

【№61】定住自立圏共生ビジョンにおいて、地域医療ネットワークを構築し、平成 24年 10月から刈谷豊

田総合病院と診療所間を結ぶネットワークの接続工事を開始、平成 25年 1月より本格稼働した。 

【№62】平成 23年度は「朝食」を、平成 24年度は「つくる」を年間テーマとして定め、幼保小中や一般

から食育に関わる絵や自由研究等を募集し、優秀者にはカワラッキー賞として表彰することで、食に対する

意識を高めることに努めてきた。 

 

８．【CHECK】 課題と今後の取り組みの方向性  

（１）いきいき健康マイレージ制度の充実 

◆これまでのいきいき健康マイレージに加え、最初のきっかけ作りとして、ハードルを下げた気軽な・手

軽な制度を新たに作る。 

◆生涯現役のまちづくりやＮｅｗボランティア人など、新たな担い手の発掘にも取り組む。 

（２）地域医療ネットワークの利用促進 

より多くの市民に地域医療ネットワークを利用していただけるよう、その仕組みや利便性をＰＲする。 

（３）高齢者の居場所及び生きがいづくり 

生涯現役のまちづくりを推進することにより、自分らしく、生きがいを持ち、可能な限り介護を必要と

せず、自己選択・自己決定による尊厳のある活発な暮らしが実現する。 

 

９．【ACTION】 中期基本計画に向けて、今後、特に力を入れる取り組み 

（１）高齢者支援 

 ◆高齢者の健康づくりを支援する。 

◆生涯現役のまちづくりを推進し、高齢者の居場所及び生きがいづくりにつなげる。 

（２）地域包括ケアによる在宅支援 

◆急性期から療養期、在宅療養、介護ケアを含めた地域包括ケアシステムを構築する。 

◆訪問看護ステーションや情報通信を活用した介護サービスによる在宅生活支援を実施する。 

（３）多様な介護予防・認知症予防プログラムと認知症初期の支援体制の構築 

◆運動機能や認知機能などの介護予防・認知症予防プログラムを構築する。 

◆将来的に増加が予想される認知症対策として、認知症初期集中支援チームによる支援体制を構築する。 
 

（前期） 施策評価シート 


