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高取小学校区 地域計画

はじめに
■「地域計画」とは

（１）
計画策定
の目的

「地域計画」は、地域の課題解決や魅力アップに
向けて、地域の市民の皆さんの「こんなまちになっ
たらいいな！」
「こんなまちにしていきたい！」とい
った想いを踏まえ、小学校区単位の将来像、まちづ
くりの目標や活動方針、自主的・自発的に取り組む

活動内容等を長期的な視点で定めた計画で、まちづくり協議会が主体となって
策定するものです。
■市民が主役のまちづくりをめざして

～「地域計画」の策定～

私たちのまち高浜市では、自治本来の姿に立ち返り、「自分たちのまちのこ
とは、自分たちで考え、つくっていく」という決意のもと、地域内分権を推進
してきました。
地域に身近な課題は地域に住んでいる市民が一番よく知っています。
「地域の課題を、地域の実情にあった、より良い形で解決したい・・・」
「もっと地域の魅力やいいところを活かしたまちづくりを実現したい・・・」
そんな地域の市民の皆さんの想いをかなえていくために、高取まちづくり協議
会では平成 20 年 11 月～21 年９月にかけて「高取小学校区 地域計画」を策
定しました。
■時代や課題に的確に対応していくために

～計画の見直しへ～

「地域計画」は、毎年度の事業立案や実行の指針として活用していますが、
策定から５年余りが経過し、時代潮流や地域の課題も変化が見られるようにな
りました。
また、平成 27 年 4 月には「高浜市まちづくり協議会条例」が施行され、ま
ちづくり協議会が公共的団体として担保されました。「みんなのために、みん
なで取り組む」
「みんなで知恵や力を少しずつ持ち寄る」
「想いを共有しながら
運営・活動する」ことなどを今まで以上に意識しながら、自主的・主体的なま
ちづくりを進めていくことが大切になっています。
そこで、時代や課題に的確に対応していくために、また「住んでよかった」
「いつまでも住み続けたい」と思える高取小学校区をみんなで力を合わせてい
くために「地域計画」の見直しを行います。
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（２）
計画の
位置づけ

「地域計画」は、高浜市のまちづくりの最高規範で
ある「高浜市自治基本条例」（第 18 条）に位置付け
られた計画で、各小学校区の自主的・自発的・自律的
なまちづくり活動の中長期的な指針となるものです。
また、高浜市のまちづくりの設計図である「第６次
高浜市総合計画」の「基本構想」にも「地域展望」の
項目が設けられ、市政運営にあたっては「地域計画」
を“地域の想い”として尊重し、地域の「やりたい！」
「こうしたい！」という自主的・自発的な取組みを応
援するとともに、地域とともに協働して取り組んでい
くことが明記されています。

（３）
計画の
構成と期間

「地域計画」は、小学校区の将来像とまちづくりの
目標、まちづくり計画、まちづくりの推進体制で構成
します。
計画期間は、第６次総合計画との整合をとるため、
2016 年度（平成 28 年度）から 2021 年（平成 33
年度）までの６年間とします。
ただし、地域を取り巻く状況の変化等に柔軟に対応
していくため、必要に応じて見直しを行うことができ
るものとします。

（４）
策定体制

「地域計画」は、まちづくり協議会の役員や事業グ
ループリーダー、まちづくり協議会構成団体の代表者、
まちづくり協議会特派員（高浜市職員）などで構成す
る「地域計画見直し検討会議」が中心となって、原案
を練り上げました。
アンケートの実施、代表者会・理事会での協議、ま
ちづくり協議会構成団体とのキャッチボールなど、高
取小学校区にお住まいの皆さんとの情報共有・意見収
集を積み重ねながらまとめあげ、まちづくり協議会第
８回通常総会にて承認しました。

2

高取小学校区

地域計画

１．高取小学校区はこんな地域 ～現況と特徴・課題～
（１）高取小学校区の概要
高取小学校区は、明治 22 年に誕生した高取村に由来しています。
高浜市の東南部に位置し、校区の東部は市街化調整区域で、稗田川沿いに田園地帯が広
がる一方、西部は市の中心部に近く、旧市街地が広がるとともに、土地区画整理事業に伴
って、新たな住宅地が形成されています。

（２）データから見る高取小学校区の姿
■基礎データ（平成 27 年 10 月 1 日現在）
①人口

■主な地域資源

7,803 人

稗田川

年少人口（14 歳以下）

1,324 人（17.0％）

稗田川で楽しめる四季折々の花々

生産年齢人口（15～64 歳）

5,026 人（64.4％）

カルガモ

老年人口（65 歳以上）

1,453 人（18.6％）

高取小学校 三本桜

②世帯数
平均世帯人員
③面積
市街化区域面積（割合）

2,798 世帯

専修坊

2.79 人／世帯

秋葉社

2.43km2

神楽山遊歩道とホタル

2

1.40km （57.6％）
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田園風景
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■人口
総人口は５小学校区の中で４番目の規模ですが、やや増加傾向にあります。
年少人口比率は５小学校区の中で２番目に高く、市平均（16.2％）を上回っています。
老年人口比率は市平均（18.8％）とほぼ同じとなっています。

■居住年数

通勤・通学先

居住年数は「20 年以上」
（52.7％）が「19 年未満」（47.3％）をやや上回っていま
す。「19 年未満」
（47.3％）の割合は、５小学校区の中で２番目に高くなっています。
安城市及び碧南市と接しており、周辺市への通勤・通学者の割合（28.6％）が、市内
を通勤・通学先とする割合（26.1％）よりもやや高くなっています。

■土地利用
市街化区域面積の割合は、５小学校区の中で最も低くなっています。碧南高浜環状線
（県道 304 号）の東側には田園地帯が広がっており、小学校区にとどまらず、市の貴
重な自然環境・景観を形成しています。
市街化区域については、基盤整備が実施された区域が少なく、特に旧市街地では細い
生活道路が多いため、防災・減災まちづくりが必要となっています。

■交通
交通条件は、名鉄三河線の鉄道駅がなく、東西交通として市の中心地区とを結ぶ主要
地方道・西尾知多線と岡崎半田線が通るとともに、南北交通として県道・碧南高浜環状
線が通っています。細い生活道路が多いのも特徴です。

■地域資源
カルガモが生息し、桜、花海棠、ライラック、菜の花、黄色の彼岸花、水仙、土佐水
木など四季折々の花を楽しめる稗田川が流れ、多くの散策者・ランナーが見られます。
蓮如上人とゆかりが深い専修坊、秋葉社といった歴史を感じる地域資源もあります。

▲大家族ひえだ川駅伝

▲黄色の彼岸花（法響橋から南側を臨む）
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■人口の推移

出典：高浜市統計データより

①総人口の推移

②世帯数の推移

③年少人口の推移（人数・比率）

④老年人口の推移（人数・比率）



年少人口は、５歳未満が大きく減少しています。年少人口比率は、市内で２番目に高く、
市全体（17.0％）とほぼ同じ率となっています。



老年人口は、後期高齢者数の伸びが大きくなっています。高齢化率は、市内で３番目に
高く、市全体（19.0％）とほぼ同じ率となっています。



平成 26 年（2014）には、老年人口が年少人口を上回りました。
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■人口予測（総人口・年齢構成）

地域計画

＊H22 時点の人口をベースに算出

 総人口は増加し続け、平成 52 年（2040）にピークを迎えると考えられます。
 平成 42 年（2030）には、高齢化率が 21%を超える「超高齢社会」に突入すると考え
られます。

■認知症推定人数

出典：高浜市データより（H27.1.27「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」をもとに試算）

市全体

認知症推計人数

高取地区

2,000
1,500

高取地区

高齢者人口

1,862

1,613

1,448

1,372

認知症推計人数

1,627

1,568

1,000
500

309

270

227

0
2015

2020

（有病率 15.7％）

2025

（有病率 17.2％）

（有病率 19.0％）

 高齢者数（特に後期高齢者数）の増加に伴い、認知症は年々増加することが見込まれます。

■犯罪発生件数の推移（刑法犯・重点犯罪）
市全体

刑法犯

高取地区

700

500
400

市全体 重点犯罪総数

刑法犯

高取地区 重点犯罪総数

653
580

563

600
369

305

317
169

200

0

65

43

39

45

26

③吉浜 24％、④南部 14％、
⑤高取７％
※H26 重点犯罪総数の割合
①翼 26.0％、②高浜 25.4％、

35
20

26
14
平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
21

最も少ない状況です。

①高浜 30％、②翼 25％、
393

307

 刑法犯・重点犯罪ともに、市内で

※H26 刑法犯の割合

594

300

100

出典：警察公表資料より
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③吉浜 24.3％、④南部 16.0％、
⑤高取 8.3％
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（３）
「市民意識調査」から見る高取小学校区の長所と課題
■まちづくりへの参加とまちへの愛着
地域活動に参加したことがある市民の割合

子どもとふれあう行事に参加したことがある市民の割合

高浜市に愛着を感じるという市民の割合

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っている市民の割合

 「地域活動に参加したことがある市民の割合」は、市平均よりも高くなっています。町内
会、公民館、水明会、清流会、まちづくり協議会など、多様な地域活動が活発に行われ、
活動・行事等に参加している人が多いことが伺えます。
 「子どもとふれあう行事に参加したことがある市民の割合」は、市平均よりも高くなって
います。子ども会やＰＴＡの行事が活発に行われていること、また、小学校「ひえ田川ク
ラブ」、公民館「納涼夏まつり」
（子ども商店街など）に代表されるように、多くの団体で
子どもをまちづくりの核とした活動が展開されていることが伺えます。
 「まちへの愛着」は、まちづくりのエネルギーとして重要な要素です。「まちへの愛着」
を高めていくためには、
「楽しみながら活動できる」、「活動することによって誰かのため、
やまちのために自分が役立っている」という実感が得られるといったことが大切になりま
す。また、まちの自慢を育てていくことも、愛着の要素となります。
 高取小学校区の強みである自然資源を活かした取組みを通じて、
「まちへの愛着」を高め

たり、まちづくりへの参加者拡大に取り組んでいくことが大切です。
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■防災・防犯に対する意識
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市民の割合

自分自身、災害（地震や風水害など）への備えが
できていると思う市民の割合

 「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市民の割
合」、
「自分自身、災害（地震や風水害など）への備えができていると思る市民の割合」は、
市平均よりも低くなっています。みんなで支え合いながら、安全・安心なまちを築いてい
くためには、まず「自分の身は自分で守る」という自助意識を高めていく必要があります。

■健康づくりに対する意識
一人ひとりの元気と健康づくりを応援している
まちだと思っている市民の割合

日常的に運動やスポーツを行っている市民の割合

 「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っている市民の割合」、
「日常
的に運動やスポーツを行っている市民の割合」は、市平均よりも低くなっています。超高
齢社会に向けては、健康寿命の延伸が重要です。若い頃からウォーキングなど、日常的に
軽く体を動かす習慣を身につけていくこと、また、みんなで楽しく健康づくりに取り組め
る環境づくりが大切です。
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（４）住民から見た高取小学校区の長所と課題
地域カルテ、各種アンケート（対象：高取小６年生、住民、まちづくり協議会会員）、まちづくり計画

防犯
防犯

防災

環境美化・保全

子育ち・子育て

高齢化対応

ふれあい・交流

その他
（人材発掘・育成、情報発
信、地域資源、コミュニ
ティビジネスなど）

○５小学校区の中で最も
犯罪件数が少ない。
●パトロール時間帯を適
宜変更するなど、実施
方法の工夫が必要。
●防犯灯が少なく、不安
な箇所がある。
●一次避難所等に設置し
ている太陽光 LED 防
犯灯の維持管理をしっ
かりと行っていく。

●空き地・空き家対策も
意識していく必要があ
る。

●こども 110 番のぼり
の設置意義を明確に。
また劣化対策も必要。
●子どもや若い世代の目
線で、心配・不安な箇
所の洗い出しなどを行
うことも必要。
○昼間パトロールは、い
きいきクラブが活躍し
ている。

防災

●自助意識が低い。
●想定を意識した取組
み、実践型・体験型訓
練の機会増加が必要。
●全住民参加を目指すこ
とが大切。
○防災機能を持った「論
地どんぐり公園」を体
験型訓練に活用しては
どうか。

●子どもを通して保護者
世代の意識を高めてい
くとよい。

●災害時要支援者対策に
取り組む必要がある。

環境美化・保全

○花・木・緑・鳥・魚・
ホタルなど、豊かな自
然に恵まれている。
●維持管理計画に基づ
き、草刈・開花に向け
た手入れを強化する。
●稗田川上流部（鮫川）
も含め、水質浄化を意
識した取組みも必要。
●ごみ・環境に対するモ
ラルの向上
○自然と触れ合う機会が
豊富にある。

○四季折々の魅力にあふ
れる稗田川を、健康づ
くり活動に活かした
い。

○青パトの車内は、ふれ
あいの場になってい
る。

●パトロール実施者の拡
大。

○自然資源などを、観光
に活かしたい。
（観光協
会との連携）
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見直しグループワークなどから、○長所・●課題を整理しました。

子育ち・子育て

高齢化対応

ふれあい・交流

その他

○子育ち・子育て支援情
報の掘り起こしと発信
（高取を知るガイドブ
ック「とりしろう」の
編集・発行）

●健康づくり・介護予防、
認知症対策など、超高
齢社会対応に向けた活
動も取り組んでいく必
要がある。
○地域の方たちに、子ど
もが見守られている。
○子どもと触れ合う行事
に参加している人の割
合が、他小学校区と比
べて高い。
●HP・ブログなどによる
情報発信も必要

○あいさつが活発
○人柄がよい
●新住民も多く、ご近所
同士のつながり不足に
不安もある。
●行事が多い。うまく集
約できないか。
○特技・専門分野に長け
た人材（財）が豊富
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●小学校区内の団体の連
携・協力体制を、より
一層強化する。
●スクラップ＆ビルド、
どの事業に重点を置く
か、メリハリを。
●自主財源を得られる活
動を模索する。
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２．こんな高取小学校区になったらいいね！
～将来像とまちづくりの目標～
「高取小学校区がこんなまちになったらいいな！」
「高取小学校区をこんなまちにしてい
きたい！」 市民意識調査の結果や高取小学校区の特性を踏まえ、私たち住民がめざした
い高取小学校区の将来の姿、まちづくりの目標を次のとおり掲げます。

（１）高取小学校区の将来像

心ふれあう安全・安心なまち
（２）まちづくりの目標

①明るい
犯罪のないまち

②みんなで支え合う
災害に強いまち

空き巣・詐欺など身近に起こる多様
化する犯罪、高齢化に伴う交通事故
の多発など、地域・行政・警察が一
体となって犯罪・交通事故から生
命・財産、日常の暮らしを守る活動
に取り組み、安全・安心に暮らせる
まちをめざします。

近い将来に発生が予測される大震
災、風水害、火災などの災害。被
害を最小限に食い止めるため、
「自
らの身は自ら守る」ことを基本と
しつつ、地域ぐるみの防災・減災
対策により、安全・安心に暮らせ
るまちをめざします。

心ふれあう
安全・安心な
まち
③笑顔で
心ふれあうまち

④花と緑が潤う
きれいなまち

転入者の増加、少子化・核家族化、
超高齢社会などに対応していくた
め、住民同士のゆるやかなつながり
や活躍の場づくり、子育ちの応援、
健康寿命の延伸や認知症対策など
に取り組み、みんなが笑顔になる、
住んでいて楽しいまちをめざします。

豊かな自然資源を活かし、四季を通
じて花や緑にあふれ、心に潤い・や
すらぎを与える市民の憩いの空間
づくり、鳥や魚も喜ぶ環境づくりな
ど、校区の魅力を市の魅力へとさら
に高めていくことをめざします。
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「心ふれあう安全・安心なまち」をめざして

▲防犯パトロール

▲ふれあい交流事業

▲稗田川の四季 写真展示

▲総合防災訓練

▲まちづくり出前授業（高取小６年）

▲総会

▲稗田川ウォーキング ラジオ体操

▲ガーデニング講座

▲園児とのふれあい（八反田公園）

▲稗田川の清掃（高取小）

▲啓発看板設置（高取小児童ととともに） ▲エコキャップ回収（南中学校生徒の協力）

▲彼岸花球根植栽

▲花木植栽（花海棠・ライラック・土佐水木など）
加）
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▲稗田川の草刈

花・木のお手入れ

高取小学校区

地域計画

３．こんな高取小学校区にしていこう！
～まちづくり計画～

（１）明るい犯罪のないまち
①課題と目標達成に向けての考え方
●

空き巣・盗難などの犯罪や交通事故などを防ぎ、日常の暮らしの安全・安心を守るために
は、地域ぐるみの取組みを行うことが大切です。
● 「自らの安全を自ら守ることが、地域の安全・安心につながる」という意識を持ち、一人
ひとりが行動を起こしていくことが大切です。
● 特に、子どもや高齢者に対する安全対策、事故防止に力を入れていくことが必要です。

③みんなで力を合わせて、こんなことに取り組んでいこう！

～目指す姿の

○○○○していこう

例えば、なにを・どのように

誰が

（取組みの方向性）

（取組内容の例）

（主な実施主体）

 犯罪情報や不安箇所などの情報を落とし込ん

まちづくり協議会

№１
地域ぐるみで防犯
活動に取り組もう

だマップを作成し、地域で情報を共有する。
 犯罪情報を踏まえ、各団体が連携しながら、
様々な形で防犯パトロールを実施する。
（青パ

町内会、PTA
いきいきクラブ
高取小

ト、徒歩パト、緊急パトなど）

№２
高齢者や子どもに
配慮した防犯・交通
安全対策を強化しよう
№３
犯罪者を寄せつけない
環境づくりを進めよう

 高齢者や園児・児童対象の交通安全教室・防
犯教室を実施する。

まちづくり協議会
町内会、PTA

 児童の登下校の見守り・パトロールを行う。

いきいきクラブ

 通学路沿いなどに「こども 110 番宅」の設置

まちづくり協議会

協力を呼びかけ、のぼりの掲揚等をする。

町内会、PTA

 災害時一時避難所やまちなかの暗闇などに設
置した太陽光 LED 防犯灯（計 21 基）の維持
管理を行う。

住民一人ひとりができること

・

 日頃から隣近所、通学路やごみ分別収取

行政と力を合わせること

 犯罪発生状況など、防犯・交通安全に関

拠点などで、あいさつ・声かけをしよう。

する情報共有

 散歩がてら校区内を歩く人が増えると、

 一斉パトロール（学区を越えた連携）
 「防犯ネットワーク会議」への参加

人の目が行き届いて犯罪抑止になるね。
 防犯教室やパトロールなど、活動に参
加・協力していこう。

 防犯灯球切れといった、まちの不具合箇
所や空き家情報などを連絡
13
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計
画
の
見
方

①課題と目標達成に向けての考え方
時代潮流や社会背景、高取小学校区の強み・弱みなどを踏まえ、どんな取り組むべき課題があり、どのようにま
ちづくりの目標の達成をめざしていくのか、考え方を整理しています。
②こんなまちになったらいいな！ ～目指す姿～
まちづくりの目標に掲げたまちの姿を具体的に描いたもので、計画期間内に「こんな高取小学校区になったらい
いなぁ」「こんな高取小学校区にしていきたい」という想いを表しています。
③みんなで力を合わせて、こんなことに取り組んでいこう！ ～目指す姿の実現に向けて～
課題を乗り越え、まちづくりの目標を達成するために、住民・団体同士が力を合わせて取り組む方向性を示していま
す。スケジュール欄は、いつ（いつまでに）取り組んでいこうと考えているのか、着手や達成期限のイメージを描い
ています。
★住民一人ひとりができること ：目指す姿の実現に向けて「こんなことから始めてみよう！」という取組み例
を示しています。
★行政と力を合わせること
：目指す姿の実現に向けて、行政との連携・協力が必要なことを挙げています。

②こんなまちになったらいいな！

～目指す姿～

○ 犯罪未然防止や交通マナー遵守など、事件・事故防止意識を高め、自分自身で対策に取り組ん
でいます。
○ 一人ひとりが、パトロールや子どもの見守り活動などに、積極的に参加しています。
○ 住民・地域団体・行政・警察・関係機関が連携し、日常の安全・安心を守る活動が活発に行わ
れています。
○

実現に向けて～
○

すぐに取り組む
（2016～）

スケジュール
２～３年後（2017～2018） ４～６年後（2019～2021）
をめどに取り組みたい
には取り組みたい…

安全・安心マップの作成・発信、各種パトロール

防犯教室などの啓発活動、登下校の見守り・パトロール

こども 110 番のぼりの設置協力依頼、太陽光 LED 防犯灯の維持管理

▲徒歩パトロール

▲青色パトカーによる防犯パトロール
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（２）みんなで支え合う災害に強いまち
①課題と目標達成に向けての考え方
● 「自らの安全を自ら守ることが、地域の安全・安心につながる」という意識を持ち、一人
ひとりが行動を起こしていくことが大切です。
● いざという時に行動できるよう、地域の実情を踏まえた実践的な取組みを進めることが重
要です。
● みんなで役割を分担しながら、総合的・機動的な防災体制を構築していくことが必要です。

③みんなで力を合わせて、こんなことに取り組んでいこう！

～目指す姿の

○○○○していこう

例えば、なにを・どのように

誰が

（取組みの方向性）

（取組内容の例）

（主な実施主体）

 「地域防災行動計画」や「災害対応マニュア

まちづくり協議会

ル」などに基づき、行政や関係機関と連携し

町内会、民生委員

て「総合防災訓練」や「避難所開設訓練」な

いきいきクラブ

どを実施し、実践と体制整備の検討を積み重

消防団、婦人会

ねる。

小学校、中学校

№４
小学校区の総合的・
機動的な防災体制を
構築しよう
№５
自助・共助の意識と
実践力を高めよう

 いざという時に実践的な行動がとれるよう、

まちづくり協議会

子どもから高齢者まで、あらゆる世代が楽し

町内会、民生委員

みながら防災の知識・技能等を身につけられ

PTA、子ども会

る参加型・体験型訓練、講習会などを実施す

いきいきクラブ

る。

婦人会、消防団

№６
 安否確認名簿を作成するなど、避難行動要支
避難行動要支援者に
援者の実態を把握する。
対する支援体制を
 避難支援プランを作成し、支援の仕組みづく
整えよう
りや安否確認訓練を実施する。
№７
 避難場所やまちの不安箇所など、子ども、女
まちや身の回りの
性、高齢者といった様々な視点で防災・防犯
安全点検をしよう
にまつわる情報をまとめた「安全・安心マッ
プ」をつくり、住民に発信する。
 小学校防災資機材倉庫など、地域で管理して
いる防災備品・機材の点検、使用訓練を行う。
住民一人ひとりができること

いきいきクラブ
まちづくり協議会
町内会、高取小
PTA、子ども会

 被害想定など防災・減災に関する情報の
共有
 総合防災訓練など各種訓練の実施（計画・
行動マニュアル策定と実践の積み重ね）
 救助・避難所開設などに必要な防災用品
の整備（行政と地域で役割を分担）

さつ・声かけをしよう。
 避難経路や避難場所の確認、非常持ち出
し品の準備など、備えをしよう。
 訓練・活動に参加・協力しよう。
供してほしいな。

町内会、民生委員

行政と力を合わせること

 災害時に助け合えるよう、日頃からあい

 身の回りの防災・減災に関する情報を提

まちづくり協議会
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②こんなまちになったらいいな！

～目指す姿～

○
○

自分自身で災害に対する備えや、防災・減災対策に取り組んでいます。
一人ひとりが訓練などの活動に積極的に参加することにより、地域でのつながりが深まり、支
え合いの心が育まれています。
○ 住民・地域団体・行政・関係機関が力を合わせて高取小学校区の安全・安心を守る活動が行わ
れ、総合的・機動的な防災体制が築かれています。
○

実現に向けて～
○
例えば、いつまでに・なにを・どのように（取組内容の例）
すぐに取り組む
２～３年後（2017～2018） ４～６年後（2019～2021）
（2016～）
をめどに取り組みたい
には取り組みたい…
地域防災体制の検討、総合防災訓練、避難所開設訓練

体験型訓練・講習会、自助意識の啓発

実態把握

支援の仕組みづくり・安否確認訓練の実践

安全・安心マップの作成・発信、防災備品・機材の点検・使用訓練

▲避難所運営体験（HUG ゲーム）

▲伝令訓練（中学生の参加）
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（３）笑顔で心ふれあうまち
①課題と目標達成に向けての考え方
●

情報や行事などを通じて住民同士のゆるやかなつながりを築き、
「高取小学校区に住んでみた
い」
「住んでよかった」
「いつまでも住み続けたい」という想いを高めていくことが大切です。

●

地域の将来を担う「宝」である子どもの育ちを、地域ぐるみで応援していくことが大切です。

●

健康寿命の延伸や認知症対策など、超高齢社会に向けた取組みに力を入れていくことが必
要です。

③みんなで力を合わせて、こんなことに取り組んでいこう！

～目指す姿の

○○○○していこう

例えば、なにを・どのように

誰が

（取組みの方向性）

（取組内容の例）

（主な実施主体）

№８
まちづくりに関する
様々な情報を受発信
しよう
№９
地域ぐるみで子ども
の育ちを応援しよう
№10
超高齢社会に向けた
対応に取り組もう

 まちづくり協議会広報紙「いなほ」や高取を
知るガイドブック「とりしろう」を発行し、
まちの魅力や活動情報などを発信する。
 まちづくり協議会のホームページを新設する。
 世代間や異年齢同士の子どもの交流機会を豊
かにするなど、地域の中で子どもが主役とし
て活躍できる機会を創出する。
 小学生や高齢者などを対象に「認知症サポー
ター養成講座」を実施する。
 「健康自生地」の発掘・運営など、介護予防・
健康づくり活動に取り組む。
 高齢者が地域の中で知識・技能等を活かし、
役割を発揮できる機会を創出する。
 「大家族ひえだ川駅伝」
「稗田川清流まつり」
など、高取小学校区の魅力を活かした世代間
交流行事を実施し、住民相互・団体相互のつ
ながりを深める。
 まちづくりに関わるやりがい・楽しさを広め、
まちづくりを担う人材育成に取り組む。
 校区内の団体相互の連携・協力関係を育む。
 自主財源の捻出方策（例：移譲事業やコミュニ
ティビジネスの実施、民間の助成制度の活用、
協賛金の募集）について研究・検討する。

まちづくり協議会

№11
高取小学校区の魅力
を活用し、世代間交流
を深めよう
№12
まちづくりの輪を
広げ、息の長い活動を
育もう

住民一人ひとりができること
 体を動かす、いろいろな人とおしゃべ
りする、知恵・技能を地域で活かすな
ど、
「できる時に・できることを」の
精神で様々な行事・活動に参加してい
くと、知り合いが増え、思いやり・支
え合いの輪が広がっていくね。
・

まちづくり協議会
PTA、子ども会
まちづくり協議会
民生委員
いきいきクラブ

まちづくり協議会
町内会、公民館
PTA、子ども会
いきいきクラブ
まちづくり協議会

行政と力を合わせること
 まちづくり情報の共有・共同発信
 小学６年生を対象とした「まちづくり出前授業」
（自治基本条例に込められた精神を広める）

 子どもの成長応援につながる取組みの推進
 健康自生地の発掘・運営
 認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの
推進（例：認知症サポーター養成など）
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②こんなまちになったらいいな！

～目指す姿～

○ まちじゅうであいさつや会話が飛び交い、住民同士がなかよく暮らし、家庭やまちに元気と笑
顔、
「たかとり大好き」の想いがあふれています。
○ 子どもの視点に立った成長応援が行われ、子どもの自主性が高まり、のびのびと育っています。
○ 子どもから高齢者まで、あらゆる世代の住民の持っている知識・技能等がまちの中で活かされ、
まちづくりの輪が広がっています。

実現に向けて～
スケジュール
すぐに取り組む
（2016～）

２～３年後（2017～2018） ４～６年後（2019～2021）
をめどに取り組みたい
には取り組みたい…

備考

広報紙「いなほ」
・ホームページなどによる情報発信

子どもが主体となったふれあい交流事業

認知症サポーター養成講座、介護予防・健康づくり活動

住民・団体相互のつながりを深める交流行事
●稗田川清流まつり（2018）
※まち協発足 10 周年に合わせて

人材育成・団体相互の連携協力
実態把握
様々な資金確保策の研究・検討
実態把握

▲「とりしろう」編集会議

▲認知症サポーター養成講座（高取小学校）
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（４）花と緑が潤うきれいなまち
①課題と目標達成に向けての考え方
● 自然の豊かさは、高取小学校区に限らず、高浜市の強みにもなっています。みんなで力を
合わせて自然を守り、育み、ごみのない美しい環境を保つことが大切です。
● 自然資源を活かした活動に取り組むことにより「たかとり大好き」という想いを深めると
ともに、集客・交流人口の拡大といったにぎわいづくりに努めていくことが必要です。
●
●
③みんなで力を合わせて、こんなことに取り組んでいこう！

～目指す姿の

○○○○していこう

例えば、なにを・どのように

誰が

（取組みの方向性）

（取組内容の例）

（主な実施主体）

 稗田川沿岸などを、四季折々の花や緑で彩る

まちづくり協議会

№13
美しく豊かな自然を
育み、保つ活動を
進めよう

活動を行う。

町内会、ホタル会

 稗田川沿岸などに植栽した花・樹木の手入れ、 高取小、子ども会
草刈・間伐、川の水質浄化など、自然環境の

水明会、清流会

美化・保全を行う。
 住民に親しまれる公園管理を行う。

№14
自然に対する興味・
関心を高める機会を
設けよう

 川遊び、講座、環境美化・保全活動など、楽

まちづくり協議会

しみながら自然とふれあう機会を設ける。

高取小、子ども会

 稗田川・鮫川の水生生物調査、水質調査など

町内会、ホタル会

自然環境に関する調査・研究を子どもたちと
ともに進め、その内容を市民に伝えていく。

№15
自然を活かしたまち
のにぎわいづくりに
取り組もう

 彼岸花や花海棠・ライラック・土佐水木など

まちづくり協議会

の見ごろに合わせて稗田川ウォーキングを開
催する。
 観光協会などとタイアップし、自然資源など
の魅力ＰＲ、集客・交流イベントを実施する。

№16
 資源ごみ分別拠点などで、エコキャップの回収 まちづくり協議会
ごみの減量・資源化、
を行い、環境保護や福祉支援に役立てる。
町内会、中学校
不法投棄対策を
 防犯パトロール時などに、不法投棄がないか
進めよう
どうか見回りを行う。
住民一人ひとりができること

行政と力を合わせること

 美化・保全、健康づくり、交流などを兼ね

 県・市の計画をふまえ、高取小学校区の特性を活かした
公園・緑化・水辺空間づくり
 河川使用（例：球根・花木等の植栽・維持管理）に関
する県・市との調整
 高取小学校区の自慢を、市の自慢として集客・交流事
業に活用
 「高浜カリキュラム」を意識した環境学習の推進

て、できる範囲で活動に参加しよう。
 高取小学校区の自慢「稗田川」
「自然」の魅
力・良さを、多くの人に広めよう。
 家の前を花などできれいに飾ると、環境美化
だけでなく、犯罪抑止にも役立つね。
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②こんなまちになったらいいな！

～目指す姿～

○

一人ひとりが、環境美化・保全活動など、できるときに・できることを取り組んでいます。

○

四季を通じて豊かな自然に囲まれ、鳥や魚も喜ぶ美しい環境、ごみのない気持ちのよい環境が
保たれており、高取小学校区、ひいては高浜市の自慢になっています。

○

多くの人が稗田川の散策を楽しむなど、高取小学校区の自然・魅力を満喫しています。

○

や鳥が多く生息し、などが喜んでいます。

実現に向けて～
すぐに取り組む
（2016～）

スケジュール
２～３年後（2017～2018） ４～６年後（2019～2021）
をめどに取り組みたい
には取り組みたい…

備考
球根植栽事業
は、いずれも３
か年計画
（2015～2017）

彼岸花球根植栽（稗田川沿岸）
水仙球根植栽（八反田公園）

花・樹木の手入れ、草刈・間伐、公園管理、水質浄化など各種環境美化・保全活動

子どもとの協働による自然環境の調査研究、自然環境に関する講座・体験

稗田川ウォーキング
自然を活かした集客・交流イベント

エコキャップの回収、不法投棄見回り

▲稗田川ウォーキング＆ごみ拾い活動

▲魚つかみ体験
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４．こうやって取り組んでいこう！
～まちづくりの推進体制～
高取まちづくり協議会は、地域の課題解決や魅力・長所を伸ばし育むために、校区内の
住民や各種団体が話し合い、調整・協議をしながら実践をしていく場。住民や各種団体の
持ち味を活かしながら、ヨコにつながり合い、将来像やまちづくり目標の実現に向けて、
協働で計画を推進していきます。
 自分たちのまちは、自分たちでつくる【自主性・主体性】
高取小学校区の「いま」と「これから」を「自分ごと」として考え、自主的・主体的
に活動していきます。

 想いを共有し、みんなのために、みんなで取り組む【多様性・民主性・透明性】
情報を共有し合い、みんなで少しずつ知恵や力を持ち寄り、それぞれの持ち味を活か
しながら取り組んでいきます。

 まちづくり協議会と行政との関係【補完性】
お互いに補完し合いながら、まちづくりを行います。

行政
★「地域計画」を尊重
した市政運営

 地域計画
を提出
 事業の
提案
 地域の声
を市政へ
届ける

★ 地域の自治を尊重し、
守り、育てるために

高取まちづくり協議会
みんなで少しずつ知恵や力を持ち寄り、
地域の「どうしよう？」（課題・問題点）の解決、
「こうしたい！」（まちづくりに対する想い）の
実現に向けた取組みを実施

 市政への
参画・協力

小学校
中学校

必要な支援・協力
（補完しあいながら
まちづくりを実施） ひと・もの
お金・情報
 事業実施に
必要な権限・
財源を移す
 活動相談

幼稚園
保育園

町内会

いきいき
クラブ

【地域の総合力】

民生委員

意見交換・合意形成・実行

PTA
保護者の会

消防団
その他
の団体

子ども会

 積極的な
情報提供
（情報共有）

婦人会
公民館

個人や
企業

 備品の貸出
 現場へ足を
運ぶ

 情報を発信
 事業を実施
 参加・参画呼びかけ
ikake
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目標・課題を共有

住民

 声を届ける
 事業・活動に参加
 企画運営に参画
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５．参考資料
（１）策定のあゆみ
平成 27 年
10 月 27 日

代表者会
・地域計画の見直しについて

10 月 27 日

「まちづくりアンケート」の実施 ※高取小６年対象

10 月 27 日

「現計画検証アンケート」の実施 ※会員対象

～11 月 16 日
11 月 13 日

「住民アンケート」の実施

～30 日
11 月 16 日

第１回地域計画見直し検討会議
・
「地域計画」とは
・
「地域カルテ（高取地区）」について
・グループワーク
「高取小学校区の長所と課題を洗い出そう」

12 月 14 日

第 2 回地域計画見直し検討会議
・グループワーク「地域でどんなことに取り組んで
いったらいいかを考えよう」

平成 28 年

1 月 12 日

代表者会
・第２回グループワークのまとめ 報告
→まちづくりのアイデアをもとに「来年度取り組
みたい」
「２～３年後には取組みたい」
「５年後
までには取り組めたらいいな」を整理

1 月 25 日

理事会（兼 第３回地域計画見直し検討会議 ）
・
「地域計画」の見直し 進捗状況報告

3 月 15 日

まちづくり協議会広報紙「いなほ」にて、
地域計画見直しの検討状況を発信

3 月 15 日

役員会
・
「地域計画」
（素案）の検討

３月 16 日
～29 日
４月 11 日

地域計画見直し検討会議メンバーに
「地域計画」（素案）に対する意見を聴取
代表者会
・
「地域計画」
（案）の検討

４月 25 日

理事会（兼 第４回地域計画見直し検討会議 ）
・
「地域計画」
（案）の検討

５月 16 日

第８回通常総会
・
「地域計画」承認
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（２）地域計画見直し検討会議メンバー
高取まちづくり協議会

＜順不同＞

氏名

所属・役職等

荒川 昭治

まちづくり協議会 会長

佐野 松男

まちづくり協議会 副会長 兼 防犯事業リーダー

杉浦 秀敏

まちづくり協議会 副会長 兼 防災事業リーダー

青山 光博

まちづくり協議会 副会長 兼 稗田川清流まつりリーダー

深谷 洋定

まちづくり協議会 会計

神谷 文夫

まちづくり協議会 事務局長

鍋田 裕久

まちづくり協議会 安全・安心マップ作成事業リーダー

小堀 智子

まちづくり協議会 安全・安心マップ作成事業メンバー

野々山 安清

まちづくり協議会 環境美化グループリーダー

酒井 康満

高取公民館 館長（まちづくり協議会 駅伝事業リーダー）

安川 世紀

まちづくり協議会 八反田公園魅力アップ事業 リーダー

深谷 忠道

清水町町内会 平成 27 年度会長

神谷 粂一

本郷町町内会 平成 27 年度会長

荒川 義孝

向山町町内会 平成 27 年度会長

杉浦 有三

論地町町内会 平成 27 年度会長

畔柳 洋一

高取小学校 PTA 平成 27 年度会長

中野 里美

高取幼稚園 PTA 平成 27 年度会長

木村 里伽

高取保育園保護者の会 平成 27 年度会長

内藤 佳子

高取地区子ども会 平成 27 年度副会長

藤浦 貴子

高取婦人会 平成 27 年度会長

川角 光利

いきいきクラブ白秋会 平成 27 年度会長

宮長 伸彰

消防団第４分団 平成 27 年度分団長

杉浦 好

水明会 会長

杉浦 勝利

清流会 会長

倉内 和十四

ホタル会 会計

まちづくり協議会特派員・高取小学校区担当職員
氏名

所属・役職等

内田 徹

まちづくり協議会特派員 チーフ（高浜市 財務グループ リーダー）

山中 茂樹

まちづくり協議会特派員

（高浜市 税務グループ 主任）

酒井 香奈江

まちづくり協議会特派員

（高浜市 こども育成グループ 主事）

片桐 和

まちづくり協議会特派員

（高浜市 税務グループ 主事）

安藤 美津子

高浜市 福祉まるごと相談グループ 主任

長田 早久良

高浜市 保健福祉グループ 保健師

高木 良彦

高浜市社会福祉協議会

二村 彩音

高浜市社会福祉協議会
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