「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」をめざして

平成 31 年度
高浜市では、こんなことに力を入れて取り組みます！

部長の
実行宣言！
【上半期の振り返り＆下半期のアクション】



高浜市では、
「住んでよかった！」
「いつまでも住み続けたい！」と思える
まちを目指し、行政だけでなく、市民の皆さんとともに、みんなで力を合
わせてまちづくりに取り組んでいくことを基本姿勢としています。





まちづくりの第一歩は、まちの課題を知ること、情報を共有することから

上記のコ

始まります。そこで「今、高浜市ではどんなことが課題になっているのか」

ードから

「そのために、市役所ではこの１年間で、どんなことを重点的に取り組ん

過去の実

でいこうと考えているのか」といった取組項目や推進の決意を「部長の実

行宣言等

行宣言」として８つの部局ごとにとりまとめ、４月に公表しました。

が参照で

今回は、上半期（４～９月）の取組状況と、上半期の成果・課題を踏まえ
た下半期（10～３月）の具体的なアクションについて、紹介します。

きます。
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各部局の
使命・役割を教えてください！

企画部の使命・役割を教えてください！
 企画部は、総合政策グループ、秘書人事グループ、ＩＣＴ推進グループの 3 つのグ
ループで構成しています。
 平成３１年度から、
「人事グループ」の名称を「秘書人事グループ」に変更しました。
 総合政策グループは「市政全般の企画調整・総合計画」
「町内会などの地域活動支援」
「広報及び広聴」を、秘書人事グループは、「特別職の秘書」「職員の人事管理・職
員研修」を、ＩＣＴ推進グループでは、
「各業務のＩＣＴ化の推進」
「各種統計調査」
などに取り組んでいます。
 企画部は、まちづくりの設計図であります第 6 次高浜市総合計画に基づき、本市の
目指すべき姿「思いやり

支えあい

手と手をつなぐ

大家族たかはま」の実現に

向けて、市民・地域・行政がそれぞれチカラを高め、協働しながら、未来を切り開
いていく取り組みを進めるともに、時代の変化をしっかりと見据えながら、それを
担うことができる職員の育成を図ることが使命・役割であると考えています。

総務部の使命・役割を教えてください！
 総務部は、行政グループと財務グループの 2 グループで構成しています。行政グ
ループでは、「市庁舎及び公用車の管理」、「条例・規則・情報公開に関すること」、
「選挙に関すること」を、財務グループでは「予算の編成及び執行管理」、
「公共工
事の契約及び検査」、
「公共施設総合管理計画の推進」といった全庁に共通する業務
を担当しています。
 少子高齢化の進展により、児童福祉費や高齢者福祉費などの社会保障費が増大し、
市の予算を圧迫しています。さらにそれを圧迫しかねないのが「公共施設老朽化問
題」です。この問題は中長期的な「財政問題」でもあります。
 行政サービスを継続して安定的に実施するために、「公共施設老朽化問題」への取
り組み、「経常経費の見直し」といった「将来を見据えた行財政運営」を行ってい
くという使命・役割を担っています。

2

市民部の使命・役割を教えてください！
 市民部は、市民窓口グループ、経済環境グループ、税務グループの３グループで構
成しています。
 平成３１年度から、市民総合窓口センターの名称を「市民部」に改め、市民総合窓
口センターが所管していた「公営住宅に関すること」を都市政策部に移管しました。
また「市民生活グループ」と「地域産業グループ」（旧：都市政策部）を統合し、
名称を「経済環境グループ」に変更しました。
◆市民窓口グループの主な仕事
戸籍・住民票、国民健康保険、国民年金、医療費助成、市民相談に関すること。
◆経済環境グル―プの主な仕事
農業、商業、工業、観光業務、コミュニティビジネスの創出・支援、環境、いき
いき号、消費者行政に関すること。
◆税務グループの主な仕事
個人市民税、固定資産税、法人市民税、納付相談に関すること
 市民部は、日常生活に必要なさまざまな手続きや、各種制度の説明、困りごとなど
の相談、行政サービスの原資となる税に関する業務、ごみ処理などの環境美化保全
業務など、市民の皆様の最も身近な窓口です。
 また、地域資源を活かした賑わいの創出、農業・商業・工業・観光の活性化への支
援に取り組むことが、市民部の使命・役割であると考えています。

福祉部の使命・役割を教えてください！
 福祉部は、地域福祉グループ、介護障がいグループ、福祉まるごと相談グループ、
健康推進グループの４グループで構成し、「地域福祉に関すること」「生活困窮者の
自立支援に関すること」「介護保険に関すること」「障害者福祉・母子福祉に関する
こと」「福祉に関する相談及び支援の総合調整に関すること」「生涯現役のまちづく
りに関すること」
「認知症予防に関すること」
「健康増進に関すること」
「母子保健に
関すること」「子どもの発達に関すること」「予防接種に関すること」などに取り組
んでいます。
 平成３１年度から、「介護保険・障がいグループ」の名称を「介護障がいグループ」
に変更しました。
 福祉部は、市民のみなさまの「ふだんのくらしをしあわせにする」ためのお手伝い
をします。産前産後から始まり、子どもの健やかな成長そして生涯にわたる生活の
安定と福祉の向上を目標に、全ての世代の健康増進をめざすとともに、要介護にな
っても住み慣れた地域の中で自分らしく暮らし続けられるよう応援します。


こども未来部の使命・役割を教えてください！

 こども未来部は、こども育成グループと文化スポーツグループの２グループで構
成し、
「子育て支援に関すること」
「子どもの育成に関すること」
「生涯学習、文化
及びスポーツに関すること」を所掌しています。
 保育ニーズに対応した子育て環境を整備し、安心して子どもを生み、育てられるこ
とを実感できるような取組みや、個人的な学びを通して、地域への興味・関心を高
め、まちづくりへの活力へと高めていく取組み、今後の生涯学習施設等のあり方を
市民の皆さんと考えていくことが、こども未来部の使命・役割であると考えていま
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す。

都市政策部の使命・役割を教えてください！

だきながら、堅固で、災害に強く安全、安心なまちづくりに取り組むことが使命・
役割です。

教育委員会（事務局）の使命・役割を教えてください！
 教育委員会（事務局）は、学校経営グループと教育センターグループで構成され
ています。主な所掌事務は、教育委員会の運営に関すること、教育に関する事務
の管理及び執行の基本的な方針に関すること、児童生徒の学習指導に関すること、
児童生徒の就学に関すること、教育環境の向上に関することなど、小中学校の義
務教育の充実に努めています。
 教育の目指すところは、「生きる力」を育むことであり、高浜市の教育のキーワ
ードは、「１２年間の学びや育ちをつなげる」です。そのために、教職員の資質
向上、教育環境の整備、個に応じた支援の充実、いじめ・不登校対策等に取り組
んでいきます。そして、「主体的・対話的で深い学び」により自ら学ぶ楽しさを
体現し、子どもたちの自己肯定感・自己有用感を育むことが教育委員会（事務局）
の使命・役割であると考えています。

議会事務局の使命・役割を教えてください！
 議会事務局は、局長以下５人の職員で、主に、「議会運営」、「議員研修」、「議会
の広報・公聴」に関することを所掌しており、議会の議事運営に従事するととも
に、市民の皆様から負託を受けた議員がその職責を十分発揮できるよう、議員の
議会活動を補佐しています。
 議会事務局は、議会運営の補助、議会の政策立案機能の支援、議会と執行機関
との調整、議会・議員と市民の皆様とのコーディネーターとしての役割を担う
とともに、二元代表制のもとで、市民の皆様が議会に対して期待される役割を
会とすることを使命・役割としています。
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十分発揮できるよう適切に支援し、市民の皆様に開かれた、親しみやすい市議

⇒

 都市政策部は、土木グループ、都市計画グループ、防災防犯グループ、上下水道グ
ループの４グループで構成しています。
 平成３１年度から、都市政策部の「都市整備グループ」の所掌事務の見直しにより、
名称を「土木グループ」に変更、「都市整備グループ」の所掌事務の一部と「企業
支援グループ」を統合し、名称を「都市計画グループ」に変更、「都市防災グルー
プ」の名称を「防災防犯グループ」に変更しました。
 土木グループは「道路、橋梁、河川、公園等に関すること」、都市計画グループは
「街路、建築、企業誘致に関すること」、防災防犯グループは「防災・防犯並びに
交通安全等に関すること」、上下水道グループは「上水道、下水道に関すること」
に取組んでいます。
 市民の皆様が安全かつ安心して暮らしていくために、社会資本施設整備（インフ
ラ整備）を、その維持・管理と共に計画的に進めます。また、防災・防犯・交通
安全では、警察や消防など関係機関との連携に加え、地域の皆様のご協力をいた
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平成３１年度 企画部では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
みんなでまちづくりのことを考えます！
【担当

総合政策グループ】

企画部長

深谷直弘

若い世代が地域の活動に参加しやすくなる仕組みを考えることで、自分の住むまちのことについて
関心を持っていただき「自分ごと」として捉え、身近な課題の解決策などについて、提案できる環境
が整うことが望ましい姿であると考えています。
具体的には…
【計画と実行状況】

上半期を振り返って【成果・課題】

◆若者会議の活動を通じて
順調

まちのことを考える仕組

に関わるきっかけづくりが

みを考えます。
◆第 7 次総合計画の策定に
順調

◇市制施行 50 周年記念事業
の準備を通じて若者がまち

向けての準備を進めま
す。

◆まちづくり協議会の新た
な地域計画策定のための
順調 試行的な取組みを進めま

す。

下半期の具体的な
アクション
◆市制施行 50 周年記念事
業の準備を進めます。
令和 2 年 3 月までに実施

できました。
◇次期総合計画策定に向けて

◆第 7 次総合計画の内部検

ＩＣＴを絡めた取組みの調

討組織を設置します。

整を進めています。

令和 2 年 3 月までに実施

◇地域計画策定に向けたモデ
ルまち協の選定においては
当初想定より時間を要して
います。

◆コミュニティ診断を実施
します。
令和 2 年 3 月までに実施

積極的な情報発信をおこないます！
【担当

総合政策グループ】

市民の皆さんが知りたい情報をスピーディーに提供・検索できるような情報発信の仕組みを構築し
ていく必要があります。
昨年度、策定しました「高浜市広報戦略」に基づき、各媒体が持つ特性を活かした発信をすること
で、市民生活をバックアップする情報源となるようにしていきたいと考えています。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆市公式ホームページを全面
遅延

リニューアルします。
◆投稿型行事カレンダー機能

遅延

の掲載を検討します。
◆市公式フェイスブックにつ

順調

いて投稿型の運用を検討し
ます。
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上半期を振り返って【成果・課題】
◇市公式ホームページの全面
リニューアルは、当初 10
月より運用の開始を目標と
してきたが、構築に時間を
要し 12 月の運用開始とな
る予定です。
◇市民投稿型の仕組みについ
ては引き続き検討をしてお
り、当初予定していた発信
媒体にこだわらず、市民に
伝わることを目的に検討を
進めています。

下半期の具体的な
アクション
◆新たな市公式ホームペ
ージを公開します。
令和元年 12 月中に実施
◆市民投稿など市民も参
加できる情報発信の仕
組みを引き続き検討し
ます。
令和 2 年 3 月までに実施
平成 31 年 ３月まで 実施

職員力を活かすための研修に取り組みます
【担当

秘書人事グループ】

仕事と生活の調和が図られ、自己の能力が十分発揮でき、高いモチベーションを保てるような職場
環境が望まれます。職場全体で職員のワークライフバランスを考えた「働き方」改革、階層に応じた
取り組みを進め、職員力の底上げを図る必要があります。
具体的には…
【計画と実行状況】

上半期を振り返って【成果・課題】
◇マネジメント力強化や効率的
な仕事の進め方のために、職
員力の底上げを図る必要があ
ります。
◇市制 50 周年記念事業の職員
プロジェクトの活動によりプ
レイベントの開催や記念 T シ
ャツのデザインを決定しまし
た。
◇若手職員を対象としてＩＣＴ
化を見据えた「働き方改革」
のための業務改善研修に取り
組んでいます。

◆マネジメント力の
順調
強化のためのオー
ナーシップ研修を実
施します。
◆市制 50 周年記念事業
の取組みを通じて若
順調
手・中堅職員の実践研
修をします。
◆ Ｉ ＣＴ 化に つい て 考
順調 え る など ｢働 き 方｣ 改
革研修を実施します。

下半期の具体的な
アクション
◆オーナーシップ研修は
12 月の開催に向け、講
師、内容等の準備を進め
ます。
令和元年 12 月までに実施
◆プロジェクトメンバー
による実践研修として
50 周年記念事業のプレ
イベントの開催等を行
います。
令和 2 年 3 月までに実施

内部業務のＩＣＴ化を推進します！
【担当

ICT 推進グループ】

地域の活性化と将来にわたり安定した行政運営を維持していくために、積極的にＩＣＴ等の技術
を活用して、行政サービスの効率化や利便性を向上させていく必要があります。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆ペーパーレス会議のため
の公文書の電子化のスキ
ームと情報保管のための
遅延
プラットホームを構築し
ます。
◆ＲＰＡソフトを活用し内
部管理業務の効率化を実
順調
施します。
◆地図情報システムの市民
順調
公開版を構築します。

上半期を振り返って【成果・課題】
◇ペーパーレス会議のための公
文書の電子化複合機の導入準
備を進めるとともに、企画部内
の一部の会議において実証を
開始しました。
◇ＲＰＡの職員アンケート等を
実施し、下半期での実証実験へ
の準備を進めました。
◇地図情報システムの市民公開
に向けて、各グループが保有
する情報の共有化を図りまし
た。

下半期の具体的な
アクション
◆各種の行政計画や予算、
決算書等を保管する情
報ライブラリの構築を
図り、庁内会議での実証
を進めます。
令和２年１月までに実施

◆ＲＰＡは実証実験の結
果を基に費用対効果等
を踏まえて検証します。
令和２年１月までに実施

◆地図情報システムを利
用した、内部業務での活
用に向けた調整を進め
ます。
令和２年１月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
◆みんなでまちづくり事業は、引き続き、若い世代の持つ想像力や活動力を活かすための
機会を設け、安心して自分の思いを伝えることのできる環境を提供していきます。
◆情報発信事業では、公式ホームページの全面リニューアルは見やすさにポイントを絞っ
た準備を進めています。官民協働による行政情報誌「高浜市 暮らしの便利帳」の作成
も進めています。
◆行政業務の効率化のためのペーパーレス会議の導入、業務のＲＰＡの実証実験への準備
を行ってきました。
◆多言語通訳サービスやペーパーレス会議は、現場での実証実験、システム開発企業のデ
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平成３１年度 総務部では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
「受益と負担」の見直しを進めます！
【担当

総務部長

財務グループ】

内田徹

公民館など公共施設の管理運営に要する費用は、施設を利用される方（受益者）の施設使用料と市民の
皆さんの税負担等で賄われています。「受益と負担」のあり方を検討して、施設使用料の公平性、透明性
を図っていく必要があります。
具体的には…
【計画と実行状況】
順調

上半期を振り返って
【成果・課題】

◆新たな施設使用料（案）
を算定します。

◆新たな施設使用料を決
順調
定（議会提案）します。

順調

◆新たな施設使用料を案
内・周知します。

◇新たな施設使用料（案）の試算
を行いました。
◇サービスを利用する方としな
い方との公平性が確保され、
誰もがわかりやすく簡便な仕
組みにする必要があります。

下半期の具体的なアクション
◆新たな施設使用料を決定
します。
令和元年 12 月までに実施
◆新たな施設使用料の案
内・周知を行います。
令和２年 3 月までに実施
◆使用料見直しマニュアル
を作成するなど、次の改
定に向けた準備を行いま
す。
令和２年 3 月までに実施

財政情報発信事業を進めます！
【担当

財務グループ】

「将来を見据えた行財政運営」を行っていくためには、市の財政情報をわかりやすく発信し、理解を
深めていただく必要があります。市の一方通行による情報発信ではなく、市民が求める情報を発信する
ことが必要です。市の将来を担う若者を巻き込んだ情報発信のあり方を検討します。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆財政情報発信計画を
４月
作成します。
完了
◆ワーキンググループ
における財政情報発
遅延
信を検討します。
順調
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◆新たな財政情報発信
計画を作成・公表し
ます。

上半期を振り返って
【成果・課題】
◇「財政出前授業」を開催し、
情報発信、意見収集を行い
ました。
（対象者：南中学校
3 年生）
◇ワーキンググループは設置
せず、別の手法を検討する
必要があります。
◇中学生やその家族の目線
を活かした効果的な発信
方法等を検討する必要が
あります。

下半期の具体的なアクション
◆「財政出前授業」で行ったアン
ケート結果を基に、「財政だよ
り（仮称）」を作成し、公表し
ます。
令和２年３月までに実施
◆新しい「財政情報発信計画
（案）」を作成します。
令和２年３月までに実施

「経常経費」見直し事業を進めます！
【担当

財務グループ】

「将来を見据えた行財政運営」を行っていくためには、歳入面では工業用地の創出、市税徴収力の強化、
受益と負担の適正化など財源の確保に努めるとともに、歳出面では必要な事業を見極め、限りある財源のよ
り効率的・効果的な活用を図る必要があります。

具体的には…
【計画と実行状況】
遅延
順調
順調

上半期を振り返って【成果・課題】

下半期の具体的なアクション

◇経常経費に限らず、全事業の
内容・手法等を再検証する必
要があります。

◆「事業再検証取組シート」を
作成し、経常経費を含めた全
事業の見直しを進めます。
令和元年 12 月までに実施

◆経常経費見直し実施計
画を作成します。
◆段階的に令和 2 年度当
初予算編成に反映しま
す。
◆職員向けの「市の財政
状況説明会」を開催し
ます。

◇９月に職員向けの「市の財
政状況説明会」を開催し、
財政情報の共有を図りまし
た。

◆職員向けの「市の財政状況説
明会」を開催します。
令和２年３月に実施

公共施設総合管理計画推進事業を進めます！
【担当

財務グループ】

「公共施設総合管理計画」を着実に進めるため、次のモデル事業を推進力として取り組んでいます。
【モデル事業】①複合化…高浜小学校等整備事業
②跡地活用…勤労青少年ホーム跡地活用事業

具体的には…
【計画と実行状況】

上半期を振り返って【成果・課題】
◇8 月から勤労青少年ホーム

◆勤労青少年ホーム跡地活用
４月 事業によるスポーツ拠点の
完了 整備（テニスコートの供用
開始）を進めます。
◆高浜小学校等（小学校・児
童センター・地域交流施設）
整備事業の第２期工事（児
順調
童センター・メインアリー
ナ・サブアリーナ）の整備
を進めます。

跡地活用事業のテニスコー
トの供用を開始しました。
◇高浜小学校等（小学校・児
童センター・地域交流施設）
整備事業」の第２期工事（児
童センター・メインアリー
ナ・サブアリーナ）の整備
が計画的に進んでいます。

下半期の具体的なアクション
◆児童等の安全に十分配慮
し、高浜小学校等（小学校・
児童センター・地域交流施
設）整備事業の第２期工事
（児童センター・メインア
リーナ・サブアリーナ）の
整備を進めます。
令和２年 9 月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
「公共施設総合管理計画」を着実に進めるため、次のモデル事業に取り組みました。
【モデル事業】①複合化…高浜小学校等整備事業
②跡地活用…勤労青少年ホーム跡地活用事業
跡地活用のモデル事業である「勤労青少年ホーム跡地活用事業」では、民間の屋内プー
ルを利用した高浜小学校の水泳指導が６月から始まりました。８月からはテニスコートの
供用も始っています。
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平成３１年度 市民部では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
マイナンバーカードの普及・
利用促進に努めます！
【担当

市民部長 中村孝徳

市民窓口グループ】

マイナンバーカードの活用が開始されて以降、コンビニエンスストアでの各種証明書の交付など、ＩＴを
活用した新たな行政サービスが進展しつつあり、今後もマイナンバーカードの普及・利用促進に務め、市民
窓口における効率的・効果的な行政サービスの提供を目指します。また

具体的には…【計画と実行状況】
◆マイナンバーカードの普及
順調
に向け市内に出向きます。

順調

◆マイナンバーカード申請の
出張サービスに努めます。

◆マイナンバーカードの交付
遅延
率 15％を目指します。

上半期を振り返って【成果・課題】

下半期の具体的なアクション

町内会・行政連絡会での説明
後、各町内会に出向き、理事会
等でマイナンバーカードに関す
る説明・作成依頼を実施しまし
た。
いかに、カードを持つことの
必要性を感じていただけるかが
課題であると感じています。

◆国の工程表（今後発出予
定）に基づく対応を行いま
す。
令和２年３月までに実施

◆周知活動・出張サービスを
継続して行います。
令和２年３月までに実施

将来を見据えた産業（農商工）の活性化に向けた取組みを進めます！
【担当

経済環境グループ】

瓦の特性や優位性をＰＲする瓦製造組合の取組みに対して、引き続き地場産業として支援する必要があります。
高校生のＳＢＰ活動は、地域ぐるみで将来の人材を育成し、まちの賑わいを創出するものです。地域の資源にス
ポットライトを当てた活動を今後も実施することが必要です。
ジャンボ落花生の収穫量を安定確保し、特徴を活かした加工品の販路の確保および拡大が必要です。

具体的には…【計画と実行状況】
◆瓦製造組合が取り組まれる
瓦の優位性の国内外へのＰ
順調 Ｒおよび販売促進事業に対
する支援を行います。
◆引き続き、高浜高校生のＳＢ
Ｐ（ソーシャル・ビジネス・
順調 プロジェクト）事業を支援
し、新たな地域資源の活用と
人材育成等に取り組みます。
◆ジャンボ落花生（高浜特産
品）の生産安定化への支援と
順調 加工品の販路拡大に対する
支援を行います。
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上半期を振り返って【成果・課題】
◇瓦製造組合が中部国際空港
で期間限定ではあります
が、鬼瓦製品展示を実施し、
国内外に知名度を高めるこ
とができました。
◇ふるさと応援寄附金返礼品
として、地元特産品を詰め
合わせたセレクトギフトの
新商品開発活動を支援しま
した。
◇ジャンボ落花生の生産安定
化を図るため、栽培研修会
及び先進地視察を行い、品
質向上への取組みを支援し
ました。

下半期の具体的なアクション
◆瓦製造組合が推奨している
ガイドライン工法の周知を
図ります。
令和２年３月までに実施

◆高浜高校生のＳＢＰ活動を
通じて、地場産業の宣伝を行
います。
令和２年３月までに実施

◆ジャンボ落花生の生産者に
よる、生産システムの構築を
支援します。
令和２年３月までに実施

家庭系ごみの減量化に取り組みます！
【担当

経済環境グループ】

ごみ減量の数値目標として、１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源回収されたものを除く）を、ごみ
処理基本計画の最終年度（２０２３年）には 400ｇに減らすことを目標に設定しています。
市民の皆さんのごみ減量に対する理解と協力をいただきながら、さらなるごみの減量化に取り組みます。

具体的には…
【計画と実行状況】
◆具体的な「ごみ減量化」
順調
の方法などを啓発しま
す。
◆生ごみ処理機等の補助
順調
制度を周知します。
◆指定ごみ袋に「ごみ減
量化の取組み」を加え
順調
ます。

上半期を振り返って【成果・課題】

◆具体的なごみの減量化の
方法を継続して啓発しま
す。

7 月の指定ごみ袋無料配布廃止
にあわせ、高浜市のごみ減量の必
要性、具体的な減量方法の一つで
ある、生ごみ処理機の補助制度が
あることなどを５月 1 日号の広
報、市内ごみ袋販売店、町内会へ
の説明会等で周知しました。
市内に在住の外国人等、分別や
ごみ出しのルールなどの情報に触
れることの少ない市民に対して、
どのようにごみ減量を周知しなけ
ればならないかが課題です。

市税の徴収率の向上を図ります！【担当

下半期の具体的なアクション

令和２年３月までに実施

◆外国人に対し、ごみの減
量化についての周知を行
います。
令和２年３月までに実施

◆ごみ分別アプリの運用と
利用者増加に向けた周知
を行います。
令和２年３月までに実施

税務グループ】

市税の滞納整理は、税負担の公平性の観点から重要な問題であり、早期での対応が重要となります。
地方税法に基づき、督促状の送付、財産の差押さえ等、公平で公正な毅然とした対応が必要です。
そのためにも、滞納の理由を分析するとともに、
「新たな滞納を発生させないこと」と、納期内納税者と
の公平性を目的とした「滞納整理を行う」ためにも、職員の情報収集能力及び滞納者との折衝能力を向上
させ、徴収体制を強化し徴収率の向上を図る必要があります。

具体的には…
【計画と実行状況】
５月 ◆個人市県民税の特別徴収
の一斉指定を行います。
完了
◆滞納整理システムの運用
を開始し、早期の対応を行
順調
います。
◆徴収指導員を中心に、職員
の情報収集能力、折衝能力
順調
の向上を図ります。

上半期を振り返って【成果・課題】

下半期の具体的なアクション

西三河８市町で特別徴収の
一斉指定を行ったことにより、
特別徴収の割合が向上しまし
た。
また、滞納整理システムを構
築し、７月１日から運用を開始
することができました。

◆特別徴収の更なる推進を図
ります。
令和元年 12 月までに実施

◆現年分の未納に対して、一
斉催告を実施します。
令和２年１月までに実施

◆職員の情報収集能力、折衝
能力の向上を図ります。
令和２年３月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
マイナンバーカードの普及については、各町内会の理事会等に出向き、説明等を行いました。
しかし、必要性の認識という点では課題があると感じています。
ごみ関係についても、各町内会の理事会等に出向き、ごみ減量化の必要性や各種補助制度等
の説明を行うとともに、市広報での掲載や、市内指定ごみ袋販売店にも周知を行いました。
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平成３１年度 福祉部では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
介護人材を確保・育成します！
【担当

介護障がいグループ】

福祉部長 加藤一志

労働人口が減少する中、介護人材を質、量の両面から確保していくことは、市内の事業所において
も課題となっています。そこで、市と事業所が連携して、職業としての介護職の魅力を発信し、人材
の確保と育成に取り組みます。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆「高浜市介護サービスガ
イド」を配布し、情報発
信に努めます。

５月
完了

順調

◆介護事業所相互交流研修
を実施します。

順調

◆事業所が集まる合同説明
会の開催を計画します。

上半期を振り返って
【成果・課題】
市と市内の介護事業所が
連携し、介護人材の質・量、
両面からの確保に計画的に
取り組んでいます。介護職
の魅力を発信することで、
若年層やアクティブシニア
層といった世代の担い手の
発掘にも努めます。

下半期の具体的なアクション
◆「介護事業所相互交流研
修事業」を実施します。
令和２年３月までに実施
◆「介護福祉フェア」を開
催します。
令和元年 11 月までに実施
◆「ミニ介護職業相談会」
を開催します。
令和元年 11 月までに実施

ＡＩによるケアプラン作成システムを導入します！
【担当

介護障がいグループ】

介護人材の充実が求められる中、介護現場では、介護スキル向上のための研修への参加や経験者から
新人への技術指導が困難になりつつあります。そこで、ＡＩを活用したケアプラン作成システムを導入
し、ケアプラン作成の効率化や質の高いケアプランが作成できるかを検証します。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆市内で検証に参加する
６月
ケアマネジャーを募集
完了
します。
◆介護現場にＡＩシステ
８月
ムを導入します。
完了
順調
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◆作成されたケアプラン
の効果を検証します。

上半期を振り返って
【成果・課題】
ＡＩを活用したケアプラ
ン作成システムの運用を８
月から市内ケアマネ事業所
５カ所で開始しました。年
度末にはシステムの導入効
果を検証します。今後は更
なる利用拡大に向け、１１
月に活用セミナーを開催し
ます。

下半期の具体的なアクション
◆活用セミナーを開催しま
す。
令和元年 11 月までに実施
◆参加事業所にアンケート
及びヒアリングを実施し
ます。
令和２年３月までに実施
◆事業検証を行います。
令和２年３月までに実施

認知症の方とその家族を支えます！
【担当

福祉まるごと相談グループ】

認知症の方の徘徊による事故は、本人の被害にとどまらず踏切事故など他者へ損害を与えることも
あります。認知症の方とその家族が地域の中で安心して暮らせるよう、市が保険契約者となり個人賠
償責任保険に加入します。

上半期を振り返って
【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
６月
完了
６月
完了
順調

◆事業対象者（ＳＯＳネットワ
ーク事前登録者）に保険内容
について説明を行います。
◆同意いただいた登録者を被
保険者に、市が個人賠償責任
保険に加入します。
◆支援を必要とする方の随時
登録を行います。

ＳＯＳネットワーク事
前登録者に保険内容をお
伝えし、加入手続きを順
調に進めることが出来ま
した。今後は、対象とな
る方の把握、加入の勧奨
に努めます。

風しんの発生、まん延を防ぎます！
【担当

健康推進グループ】

下半期の具体的なアクション
◆事業のＰＲを行い、支援
が必要な方の利用につ
なげます。
令和２年３月までに実施
◆民生委員の皆さんやま
ちづくり協議会などと
しっかり連携し、認知症
の方やその家族の把握
に努めます。
令和２年３月までに実施
◆いきいき広場に配置し
た認知症地域支援推進
員が、認知症への理解と
正しい知識の普及啓発
を行います。
令和２年３月までに実施

３０代から５０代の男性を中心に風しんの抗体を持たない方が一定数存在しています。先天性風し
ん症候群の発症を防ぐため、この世代を対象に３ケ年計画（平成３１年度は初年度）で、風しんの抗
体検査を実施します。検査の結果、抗体価の低い方には定期接種を行います。
マイ保健師（小学校区単位の地区担当保健師）が、支援ニーズに応じ必要な支援につないでいきま
上半期を振り返って
下半期の具体的なアクション
具体的には…【計画と実行状況】
す。
【成果・課題】
◆より多くの方に抗体検査
◆抗体検査と予防接種の受診
５月 。
完了
を受診いただけるよう、
体制を作ります。
風しんの発生及びまん延
情報発信に努めます。
を防ぐため、抗体検査と予
令和２年３月までに実施
◆年度の対象者に受診用のク
防接種の受診用クーポン券
６月
ーポン券をお送りします。
を対象者に送付しました。
完了

順調

◆抗体検査を受けていただけ
るよう周知を図ります。

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
妊娠中の女性が風しんに感染すると、子どもに眼や耳の障害を含む先天性風しん症候群
が生じる可能性があります。
市では、公的な予防接種を受ける機会がなかった３０代から５０代の男性を対象に風し
んの抗体検査を３か年計画で段階的に行っています。今年度（初年度）は昭和４７年４月
２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性の方に抗体検査のクーポン券をお送り
させていただきました。クーポン券が届いた方は、是非受診をお願いします。
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平成３１年度 こども未来部では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
図書館・かわら美術館のあり方検討を進めます！
【担当 文化スポーツグループ】

こども未来部長 木村忠好

現在、図書館は、図書を通じた市民交流や課題解決型を意識した運営を、かわら美術館は「みんなで美術館」
をキャッチフレーズに、市民参加型を重視した運営を進めています。
「公共施設推進プラン」を踏まえ、市民の「知りたい」
「やってみたい」を下支えする場として、これからの図
書館・美術館に求められる機能や目指す姿などを市民の皆さんや関係団体とともに意見交換を行い、施設の今後
の方向性を定めていくことが大切です。

上半期を振り返って【成果・課題】

具体的には…
【計画と実行状況】
◆図書館は、「図書館のあ
り方を考える会」にて、
運営アイデアや機能移
順調 転先等について意見交
換しながら、あり方案を
まとめます。
◆美術館は、関係団体等と
意見交換しながら、指定
管理期間満了後のあり
順調 方案をまとめ、次期募集
等に向けた準備を進め
ます。

◇図書館については、
利用実態分析を
進めるとともに、
図書館ボランティ
ア等と今後の高浜市にとって必要
な図書館機能について意見交換を
深めました。
今後は建築などの専門
的見地からも、
機能移転について検
討を深めていく必要があります。
◇美術館は、
市民や事業者との協働企
画を増やすなど「みんなで美術館」
の実現に向けて、
着実に歩みを進め
ています。今後は「高浜市の魅力・
自慢の受発信拠点」として、持続可
能な運営の実現性を模索していく
必要があります。

下半期の具体的なアクション
◆図書館運営の今後の方向
性や機能移転について、
図書館ボランティア等の
意見をまとめます。
令和２年３月までに実施

◆美術館の活用策につい
て、事業者への聞き取り
や関係団体等との意見交
換を行い、令和３年度以
降の美術館の方向性（案）
をまとめます。
令和２年３月までに実施

地域交流施設「たかぴあ」第２期供用開始準備を進めます！
【担当

文化スポーツグループ】

高浜小学校等整備事業では、学校を核とした施設の複合化・集約化を進め、子どもから高齢者まで多様な住民が集う
「地域コミュニティの拠点」として、地域ぐるみで学び・文化・スポーツや子育ち・子育て等を支えていく環境の創出
を目指しています。
令和２年 9 月のメインアリーナ・サブアリーナ等の供用開始に向けて、関係団体等を交えて運営ルール案を検討する
とともに、複合化される体育センターについて、閉場・解体に向けて計画的に諸準備を行うことが大切です。

具体的には…【計画と実行状況】
◆体育センター定期利用者向
け説明会を開催します。
順調
◆「たかぴあの運営を考える
会」と意見交換しながら、
メインアリーナ・サブアリ
順調
ーナ等に関する運営ルール
案をまとめます。
◆体育センター閉場に向けた
順調
諸準備を進めます。
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上半期を振り返って【成果・課題】
施設の利用実態分析や解体工事設計
業務委託の発注など、体育センター閉
場・機能移転・解体に向けた諸準備を
順調に進めることができています。関

下半期の具体的なアクション
◆体育センター定期利用者
向け説明会を開催します。
令和２年２月までに実施

◆関係例規の改正準備を進
めます。

係団体等との意見交換を交え、また、

令和２年３月までに実施

高浜小学校等整備事業第２期工事と歩

◆体育センター解体工事に
向けた諸準備（例：解体費
用算出）を進めます。

調を合わせながら、計画的に供用開始
準備を進めていきます。

令和２年３月までに実施

待機児童ゼロに向けて、保育環境を整えます！
【担当

こども育成グループ】

子育て中の共働きの家庭への支援として、３歳未満児の保育の拡充が求められています。引き続き、
既存施設を活用し、多様で柔軟な保育サービスの提供などにより、待機児童ゼロをめざします。また、
現行の「高浜市子ども・子育て支援事業計画」の計画期間満了に伴い、新たな計画を策定していきま
す。

具体的には…
【計画と実行状況】

◆ 吉 浜幼 稚園 を活 用 し
た小規模保育事業を
実施します。
◆（仮称）高浜こども園
の開園に向けて準備
を行います。
◆次期「高浜市子ども・
子育て支援事業計画」
を策定します。

６月
完了

順調

順調

上半期を振り返って
【成果・課題】
吉浜幼稚園を活用した
小規模保育事業を予定通
り、6 月に開設することが
でき、待機児童への対応を
拡充することができまし
た。

下半期の具体的なアクション
◆（仮称）高浜こども園の 4
月開園に向けて、利用者へ
の周知や認可取得に向けた
準備をします。
令和２年３月までに実施
◆5 年間の計画となる「高浜
市子ども・子育て支援事業
計画」について、アンケー
ト結果を踏まえて策定しま
す。
令和２年３月までに実施

地域での子育て支援の機運を醸成します！
【担当

こども育成グループ】

地域における子育て支援の一環として、これまでも人材育成に取り組んできましたが、引き続き、
身近な場所での支援ができるような取組みが重要です。子育て中の親子や児童が気軽に利用でき、自
然に異年齢や世代間交流が可能な場ができるよう働きかけをしていきます。
具体的には…【計画と
実行状況】
７月
完了

順調

順調

◆高取地区の夏休みの
居場所をつくります。
◆子育て・家族支援者養
成講座を開催し、家庭
的保育者と子育て支
援員の認定をします。
◆地域向け子育ち・子育
て支援講座を実施し
ます。

上半期を振り返って【成果・課題】

下半期の具体的なアクション

高取地区の夏休みの居場所
の確保として、夏休みの開始に
合わせて高取公民館でのセン
ターキッズを開始しました。

◆子育て・家族支援者養成講
座で台風の影響で最終講
座が延期となったため、日
程調整のうえ早めの実施
をします。
令和２年３月までに実施
◆地域向け子育ち・子育て支
援講座を合計４回実施予
定のうち下半期分の 2 回
を実施します。
令和２年３月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
待機児童対策では、3 歳未満児で発生している待機児童の解消を図るため、吉浜幼稚園の空
き教室を活用し、1、2 歳児を 15 名受け入れることが可能な小規模保育事業を開始しました。
高浜市地域交流施設（愛称「たかぴあ」）が 2019 年 4 月 1 日にオープンし、順調に運用
されています。体育センター機能についても、2020 年度の第 2 期供用開始に向け、準備を進
めています。
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平成３１年度 都市政策部では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
計画的な社会資本施設の整備並びに
施設の補修・修繕を行います！
【担当

土木グループ】

都市政策部長

杉浦義人

社会資本施設整備（インフラ整備）にあたっては、
「事業を計画的に進めること」と「特定財源の確保に
努めながら限られた財源を有効に活用すること」が重要であると考えます。これらを意識しつつインフラ
整備に努めてまいります。
具体的には…【計画と実行状況】
◆高浜芳川緑地多目的広場
の整備に関連した市道や
順調
市道港線の道路改良等の
工事を行います。
◆市内２８橋梁の法定点検
順調 を実施します。
◆稗田川の整備に併せ鮫川
の整備を計画的に進めま
順調
す。

上半期を振り返って
【成果・課題】
◇道路改良工事は事業実
施に向け、愛知県との
連絡調整を図り、事業
を進めています。

下半期の具体的なアクション
◆交通規制の影響を最小限
にして工期内完了を目指
します。
令和２年３月までに実施
◆点検結果を確実に反映し
た修繕計画を策定します。
令和２年３月までに実施
◆地権者の協力を得て、用地
確保に努めます。
令和２年３月までに実施

災害に強いまちづくりを目指し住宅関連施設整備を進めます！
【担当 都市計画グループ】

まちを形成する基となる住宅などは災害に強いものであることが必要です。災害に強いまちづくりを
目指し、住宅施策を進めます。
具体的には…【計画と実行状況】
◆昨年度創設した危険なブ
ロック塀等の撤去工事に
対する補助制度を、メディ
順調
アなどを活用しながら周
知を図ります。
◆高浜市公営住宅等長寿命
順調 化計画に基づき市営住宅
の計画的修繕を進めます。

15

上半期を振り返って
【成果・課題】
◇湯山住宅及び東海住宅で
来年度実施予定の修繕工
事の設計業務を発注しま
した。

下半期の具体的なアクション
◆ブロック塀等の撤去工事
に対する補助制度の周知
については HP にて継続
して実施します。
年間を通じて実施
◆令和２年度当初予算に工
事費を計上すべく、湯山住
宅、東海住宅それぞれの設
計業務ごとに打合せを進
めます。
令和元年 12 月までに実施

災害発生に備えた総合的、機動的な防災対応に取り組みます！
【担当 防災防犯グループ】

大規模災害時の初期段階での初動対応は、被害の拡大防止に繋がるなど重要であると考えます。そ
のため、市職員には作成した災害対応初動マニュアルに基づき、より実践的な訓練を実施し、災害対
応力強化を図ります。災害リスクがある地域への迅速な情報提供と避難行動の推進を図ります。
上半期を振り返って
【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
◆商工会（事業者）等との連
携を図り、災害協定の締結
順調 に向け課題や役割につい
て整理します。
◆職員の初期対応力強化の
ために作成した災害対応
８月
初動マニュアルに基づき、
完了
より実践的な訓練を実施
します。
◆現行の防災メールに加え、
５月
その地域に特化した災害
完了
リスクごとのメールシス
テムを構築します。

下半期の具体的なアクション

◇出水期に入る６月より
「稗田川洪水」、「堤外
地」、「土砂災害警戒区
域・急傾斜地崩壊危険
区域」、「沿岸企業」の
専用メールの運用を開
始しました。
◇５㎞圏内に居住する職
員を対象に勤務時間外
の発災を想定した訓練
を実施しました。

◆商工会と連携を図りなが
ら災害時における事業者
との役割分担など、災害
協定の締結も視野に入れ
た意見交換等を進めま
す。
令和２年３月までに実施

水道施設等の更新・修繕を計画的に行います！
【担当 上下水道グループ】

本市の水道事業は昭和３７年に給水を開始し、５０年以上が経過しています。そのため、計画的に
設備の更新を進めていく必要があります。また、学校など指定避難所となる施設への配水管である重
要給水施設配水管については、早急に耐震化工事を行う必要があることから、本年度も計画的に耐震
化を進めます。
具体的には…【計画と実行状況】
◆下水道工事、道路工事等と
順調 連携した水道工事の計画
的な工事発注に努めます。
◆重要給水施設配水管布設
替工事を計画的に発注し
順調
ます。
◆高浜配水場、吉浜配水場の
配水ポンプ設備取替工事
順調
を実施し、水道水の安定供
給に努めます。

上半期を振り返って
【成果・課題】
◇令和元年度に予定してい
る工事は、発注を完了し
ました。

下半期の具体的なアクション
◆工期内完了に向け、工程管
理をしっかり行います。
令和２年３月までに実施
◆無理・無駄のない工事監理
に努めます。
令和２年３月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
今年度予定している工事修繕については、年度内の早期完了を目指して鋭意進めています。工
事中市民の皆様には何かとご不便をおかけしますが、ご協力の程、よろしくお願いします。
防災面では、この６月より、災害リスクごとの専用メールの運用を開始し、その PR に努めて
います。
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平成３１年度 教育委員会（事務局）では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
異校種参観・異校種間連携事業を
継続して実施します！
【担当

教育センターグループ】

教育長

都築公人

教員が学びや育ちをつなげるために連携して子どもを育てるという共通認識をもつことが課題で
す。そのために、学校や園の教員が、異校種の授業を参観したり、情報交換をしたりする「異校種間
連携教育」を継続して推進します。互いの教育観や指導法への理解を深めるとともに、共通の目標を
もって指導をつなげていこうとする教員の意識を高めていきます。

下半期の具体的なアクション

高浜市をつくっていくため、市民と市民、市民と行政が向き合いお互いに情報を活
具体的には…
上半期を振り返って
◆今年度の異校種参観予定
発に交換し合う「キャッチボール型」の情報発信・情報共有を強化します。
【計画と実行状況】
【成果・課題】

順調

者の参観を進めます。
高浜市の未来を切り開き、
令和元年 12 月までに実施
◆異校種参観の充実・同校種
異校種の教員が、互いの
「住んでよかった」「いつまでも住み続けたい」と思える
参観の設定を行います。
教育観や指導法への理解を
高浜市を創り上げていくためには
◆参観シートを集約し、傾向

深め、12 年間の学びの見
を把握します。
将来を見据えた中長期的な政策課題を明らかにし、
◆異校種参観シートの集約
通しをもって、適切な教育
令和２年２月までに実施
順調
と活用を行います。
「問題発見・先行解決型」課題解決に向けた政策を
を考え、実践しています。
参観シートや中１アンケー
研究・実践していくことが重要です。
◆中１アンケートの分析を
◆異校種間連携事業の整理
トの分析をもとに異校種間
もとに新たな事業を検討
順調
と充実を行います。
連携事業のよりよい進め方
します。
を考えます。
令和２年３月までに実施

高浜カリキュラムを推進します！
【担当

教育センターグループ】

地域に関心をもち、主体的な学びができる高浜カリキュラムの構築が課題です。地域に関心をもつために
は、高浜のひと・もの・ことを学び、市民の一員として自分にできることを考え実践し、認められることで
自己肯定感・自己有用感を高めていきます。主体的な学びには知識の獲得や、それを生かす思考力が重要で
す。そのための効果的な授業実践の集約・活用を行います。地域に関心をもち、主体的な学びができる高浜
下半期の具体的なアクション
カリキュラムの構想が課題です。地域に関心をもつためには、高浜のひと・もの・ことを学び、市民の一員
具体的には…
上半期を振り返って
◆モデル授業をもとに、指導
として自分にできることを考え実践し、認められることで自己肯定感・自己有用感を高めていきます。主体
【計画と実行状況】
【成果・課題】
案やワークブックを作成し
的な学びには知識の獲得や、それを生かす思考力が重要です。そのための効果的な授業実践の集約・活用を
ます。
◆スクラッチや自律型ロボ
プログラミング教育推
行います。
令和２年３月までに実施
ットを活用した高浜版プ
進委員会と外国語教育推
順調 ログラミング学習のモデ
進委員会を定期的に行
◆実践された指導案を集約
ル授業を実践します。
い、教員の共通理解のも
し、ＩＣＴ活用実践を推進
と、小中学校で授業実践
します。
◆ＩＣＴ活用授業実践の集
が行われています。ＩＣ
令和２年３月までに実施
遅延 約を行います。
Ｔの環境整備を進めるこ
とで、ＩＣＴ活用実践の
◆CAN-DO リストを活用し
◆CAN-DO リストの活用
推進を図ります。
た授業実践を行います。
順調 と改善を進めます。
令和２年３月までに実施
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個に応じた支援を充実します！【担当

学校経営グループ】

保護者と教員が個別の教育支援計画を共有し、医療や福祉サービスなど関係機関と連携しながら学校と家庭が同一
歩調で個に応じた支援をしていくことが課題です。そのために、各校の特別支援コーディネーターの役割を位置づけ、
自校の体制について見直し、改善を進めていきます。また、幼保小中だけでなく、高等学校と連携し、個別の支援計
画の引き継ぎと活用を進めます。

具体的には…
【計画と実行状況】
◆通級、特別支援学級担当、
コーディネーター対象の研
順調
修会を計画、実施します。
◆全教職員の特別支援教育へ
の理解を深め、指導力・実
順調
践力の向上を図ります。

上半期を振り返って
【成果・課題】
通級指導教室担当者や特
別支援学級担当、コーディ
ネーターを対象とした研修
会を実施し、市の特別支援
教育の向上を図っています。
引き継ぐ支援情報の内容を
検討していきます。

下半期の具体的なアクション
◆本年度 3 回目の通級指導担
当者の研修会を実施しま
す。
令和２年１月までに実施

◆県のコーディネーター研修
の内容を還元する場を設定
します。
令和２年１月までに実施

◆支援情報の内容を検討しま
す。

◆高等学校も含めた特別支援
ファイルの引き継ぎモデル
遅延 の周知活動により定着を図
ります。

令和２年３月までに実施

高浜小学校等整備事業（第２期工事）を進めます！
【担当

学校経営グループ】

高浜小学校等整備事業（第１期工事）は、多くの児童・教職員・市民が関わり、工期通り竣工し、４月にオープン
しました。第２期工事においても、近隣住民等に配慮し、安全に工事を進め、ホール兼用の体育館を建設し、「地域
コミュニティの拠点」として、新しい学びを生む学校を目指します。

具体的には…
【計画と実行状況】
◆学校施設を市民に開放し新
順調
たな学びにつなげます。
◆近隣住民に配慮し校舎解体
８月
工事を安全に行います。
完了
◆ホール兼用体育館、サブアリ
ーナ、
児童センター等を安全
順調 に建設します。

上半期を振り返って【成果・課題】
◇旧校舎解体工事については近
隣住民へ周知を行うととも
に、振動やほこりなどに注意
して安全に工事を進めること
ができました。
◇今後もホール兼用体育館、サ
ブアリーナ、児童センター等
の建設が続くことから引き続
き安全に建設工事を進めてい
きます。

下半期の具体的なアクション
◆ホール兼用体育館、サブ
アリーナ、児童センター
等の建設を進めます。
令和２年３月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
「高浜カリキュラム」の実践をとおして、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて実践を進めました。
また、新学習指導要領の完全実施に向けて、外国語活動・外国語科やプログラミング教育の研修会を行いま
した。教員が子どもの 12 年間の学びや育ちのつながりを意識して実践することができるように、子どもの目
指すべき姿とその実現に向けた方針を明確に位置づけ、今後も計画・実践を進めていきます。
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平成３１年度 議会事務局では、
こんなことに力を入れて取り組んでいます！
【上半期の振り返りと下半期のアクション】
改選後の議会体制を速やかに整え、
円滑な議会運営に努めます！

議会事務局長

大岡英城

今回の統一地方選挙において高浜市議会議員一般選挙が行われ、新しい議員が誕生しました。改選
後の議会運営が円滑に進むよう、早期に議会体制を整えるとともに、新人議員研修を適切に実施しま
す。

５月
完了

５月
完了

５月
完了

具体的には…
【計画と実行状況】

上半期を振り返って
【成果・課題】

◆改選後、早期に会派の結成
を促し、議会体制を整えま
す。
◆各派代表者会議、
（仮）議会
運営委員会などを開催し、
５月の臨時会の開催に向け
て、準備を進めます。
◆新人議員を対象に、市政や
議会運営等に関する研修会
を適切に実施します。

今回の統一地方選挙におい
て高浜市議会議員一般選挙が
行われ、新しい議員が誕生しま
した。議会事務局としては、改
選後の議会運営が円滑に進む
よう、早期に議会体制を整える
とともに、新人議員研修を適切
に実施いたしました。

下半期の具体的なアクション
◆新しい議員体制のも
とで議員の皆さんが
活発な議会活動が行
えるよう議員の議会
活動を補佐してまい
ります。
年間を通じて実施

親しまれる議会に向けて議会の情報発信に努めます！
議会に関心を持っていただくため、読みやすく親しみやすい「議会だより」の編集に努めます。
市公式ホームページでの本会議のインターネット中継及び録画映像配信は、テロップの挿入など、
これまでよりも見やすく、わかりやすい本会議の映像を配信できることから、今後とも親しまれる市
議会を目指して、的確かつ早期の映像配信に努めます。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆平成３１年３月定例会号か
ら、議会だよりの表紙及び
裏表紙をカラー化します。
◆本会議の録画映像の早期配
信に努めます。
順調
◆的確な映像配信に向けて、
引き続き職員のスキルアッ
順調 プを図るとともに、技術の
継承に努めます。
５月
完了
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上半期を振り返って【成果・課題】
議会の広報・広聴委員会
では、読みやすく親しみや
すい「議会だより」の改善
として、平成３１年３月定
例会号から表紙及び裏表紙
のカラー化を実施しまし
た。また、的確で迅速な議
会映像の配信に向けて職員
の技能向上に取り組んでい
ます。

下半期の具体的なアクション
◆皆さんに読んでいただけ
る議会だよりの発行に議
員と一緒に取り組んでま
いります。
年間を通じて実施
◆的確な議会の映像配信、録
画映像の早期配信に向け
て、引き続き職員のスキル
アップを図るとともに、技
術の継承に努めます。
年間を通じて実施

議会報告会・議会広聴会のあり方を見直します！
参加者の極端な減少や固定化などにより、議会報告会のあり方や運営方法などを見直す時期に来て
いる中で、昨年度、広報・広聴委員会において検討を重ね、昨年１１月に「共生のまちづくり～町内
会・まちづくり協議会～」をテーマに「議会広聴会」を開催しましたが、結果として参加者の状況は
従前とあまり変わらず、引き続き課題となっています。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆広報・広聴委員会が中心と
なって、議会報告会・議会
順調
広聴会のあり方などにつ
いて引き続き検討します。

上半期を振り返って【成果・課題】
昨年度より開催した議会
広聴会については、今年度
も引き続き広報・広聴委員
会が中心となって、そのあ
り方について見直しの検討
をした結果、今回は、議会
の行政視察報告を行うとと
もに、市民の皆さんから市
政に関するご意見を伺う議
会報告会を実施することに
いたしました。

下半期の具体的なアクション
◆11 月 24 日（日）14 時
から市役所会議棟におい
て議会報告会を開催いた
します。
令和元年 11 月までに実施

議会運営の効率化とペーパーレス化を図るため、
議会のＩＣＴ化の導入を検討します！
安城市や西尾市など、近隣市においてもすでに導入されている議会のＩＣＴ化（タブレット議会）に
ついて、先進自治体の取組みを参考とするとともに、今年度から執行部で導入されるタブレット端末に
よるペーパーレス会議の実施状況なども踏まえ、コスト面や運用面での課題を洗い出し、メリットやデ
メリットを検証したうえで、改選後の議員による議会改革特別委員会において引き続き検討していきま
す。
具体的には…
【計画と実行状況】
◆議会改革特別委員会にお
いて、議会のＩＣＴ化、
順調
タブレット端末の導入に
ついて検討します。

上半期を振り返って【成果・課題】

下半期の具体的なアクション

当局（市側）のＩＣＴ化の導
入によるペーパーレス会議実
施の受け皿として、議会におい
ても議事資料等のペーパーレ
ス化並びに資料等保存配信の
一元化などを実現するため、タ
ブレットの導入など具体的な
検討に取り組みました。

◆タブレット導入を前提にし
たシステムの選定、運用基
準など議会のＩＣＴ化のル
ールを構築します。
令和２年３月までに実施

平成３１年度上半期の成果・課題を教えてください！
５月より新たな議員体制がスタートし、議会事務局として新たな議員による議会運営が
円滑に進むように議会体制の構築に努めてまいりました。
また、議会においても、議会改革特別委員会の委員を８人から１４人に見直しされ、議
会のＩＣＴ化に加え、議会改革の新たなテーマに取り組んでいます。
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平成３１年度下半期に向けて、市民の皆さんへ一言メッセージを！
を！！

高浜市は令和 2 年 12 月 1 日に市制施行 50 周年を迎えます。
市では、これまでの 50 年間、高浜市を支えてきた先人たちの想いを、これからの 50
年を創っていく世代に伝えていくために、様々な記念事業を行ってまいります。皆さん
も記念事業関係の情報をしっかりとキャッチしていただき、一緒に手と手をつなぎ盛り
上げて行きましょう。

－学校を地域コミュニティの拠点に！－
公共施設総合管理計画推進事業では、学校を核とした施設の複合化・機能の集約化を図
り、学校を地域コミュニティの中心として、まちづくりの拠点とすることを目指していま
す。
複合化のモデル事業である「高浜小学校等（小学校・児童センター・地域交流施設）整
備事業」では、現在、2 期工事（児童センター・メインアリーナ・サブアリーナの整備）
が進められています。

マイナンバーカードについては、今後、国より示される工程表に基づき対応していくこ
ととなりますが、市民の皆さんには窓口が混雑する前に、少しでも早い段階でのマイナン
バーカードの取得をお願いいたします。
ごみの減量化については、今後も様々な媒体を利用し周知を図っていきますが、ごみ減
量方法に関する市民の皆さんからの情報もお待ちしております。

市の高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画は３年毎に見直しを行うこととされてお
り、令和３年度からは第８期計画の計画年度となります。
市では、今年度から現行計画の見直しと新たな計画策定に向け、準備をスタートしてい
ます。計画の策定に当たり６５歳以上の方を対象に心身の状況や生きがい、介護に関する
考えなどについてお尋ねするアンケートを行ってまいります。皆様のご協力をお願いしま
す。
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待機児童対策をさらに推進するために、高浜幼稚園の民営化及びこども園化において、
1、2 歳児の定員を合計で 28 人拡充できるように準備を進めています。また、次年度以降
もニーズに即した子育て支援策が計画的に推進できるように「高浜市子ども・子育て支援
事業計画」の作成を進めています。これからも安心して子どもを産み、育てられることを
実感できるような取組みを進めていきます。
生涯学習施設のあり方について、施設を利用する方や関係団体の皆さんと意見交換を深
め、検討を進めていきます。

市では、災害リスクがある地域への情報提供と迅速な避難行動をお願いするため、
「稗田
川洪水」、「土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域」、「沿岸部企業」の４種類の専用メ
ールの運用を開始しております。該当する地域にお住まいの方は、是非ともメール登録を
お願いいたします。なお、メールの登録の仕方などご不明な点がございましたら「防災防
犯グループ」までお問合せください。

地域の未来を担う子どもが、自らの力でたくましく生き抜くことができるようにするこ
とが教育の務めです。高浜市では、
「高浜を愛し、高浜のよさを学んで、高浜でたくましく
生きる未来市民の育成」を合言葉にし、今後も、帰属意識を感じることができる学校や学
級づくりに取り組むとともに、自己肯定感と自己有用感を合わせもつ子どもの育成を進め
ていきます。市民の皆さんには、
「大家族たかはま」の一員として、子どもたちを支え、そ
の成長をあたたかく見守っていただきたいと思います。

議会事務局として、高浜市議会が市民の皆様に開かれた、親しみやすい市議会となる
よう議員の議会活動を補佐してまいります。
高浜市議会ではインターネットによる本会議の映像配信を行っており議会に行かなく
ても本会議が見られます。また、市役所議場の傍聴席は、議員や執行部の職員との距離
が近く、同じ目線でご覧いただけます。ぜひ 一度、議会の傍聴にお越しください。
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