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企画部の使命・役割を教えてください！

各部局の
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。

 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、第6次高浜市総合計画に基づき、本市の目指すべき姿の実現に向け、市民・地
域・行政が互いに協働しながら各目標への取り組みを推進するための情報の発信と総合
的な調整を行います。庁内の業務改善を踏まえＩＣＴ化の推進に取り組み、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、社会保障費が増大し、市の財政を圧迫しています。更にそれを
圧迫しかねないのが「公共施設老朽化問題」です。市の将来に大きな影響を与える「財
政問題」です。

 総務部は、行政サービスを継続して安定的に実施していくために、「予算の執行管理」、
「公共施設老朽化問題」への取り組み、「経常経費の見直し」など、「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。
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市民部の使命・役割を教えてください！

福祉部の使命・役割を教えてください！

こども未来部の使命・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、

市民窓口グループは「戸籍・住民票、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、医療

費助成、市民相談に関すること」、経済環境グル―プは「農業、商業、工業、観光業務、Ｓ

ＢＰ活動の支援、環境、いきいき号、消費者行政に関すること」、税務グループは「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」などに取り組んでいます。

 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、市民の皆さん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、使命・役割であると考えています。

 福祉部は、地域福祉グループ（８人）、介護障がいグループ（９人）、福祉まるごと相談グ

ループ（１０人）、健康推進グループ（1５人）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。

 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

感できるような取り組みや、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り組みを進めていくことが、こども未来部の使命・役割である

と考えています。
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都市政策部の使命・役割を教えてください！

教育委員会（事務局）の使命・役割を教えてください！

議会事務局の使命・役割を教えてください！

 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。

 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。

 社会資本整備（インフラ整備）では、道路、橋梁、河川、公園の整備を進めることです。

 また、防災面では、地震や台風といった自然災害への対応に加え、防災・防犯・交通安

全活動を実施することで、安全・安心で災害に強いまちづくりを目指すことが使命・役割

です。

 教育委員会（事務局）は、学校経営グループ１３名と教育センターグループ４名（兼務）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です。

 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、教職員の力量向上、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、子どもたちが学ぶ楽しさを味わい、自己肯定感・自己有用感

を感じられるようにすることが教育委員会（事務局）の使命・役割であると考えています。

 議会事務局は、局長以下4人の職員で、主に、「議会運営」、「議員研修」、「議会の広報・

広聴」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、親しみやすい市議会とすることを使命としています。
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◆人工知能による将来予測
を参考として、総合計画
の策定を進めます。
令和5年3月までに実施

◆第6次総合計画の計画期
間の延長手続きを行いま
す。
令和2年12月までに実施

◆市民会議等の開催は、会
議会場の選定を踏まえ感
染症対策に配慮して進め
ます。
令和5年3月までに実施

◇人工知能を活用した政策（2050年

目標）シミュレーションでは、6とおりの

将来予測を示すことができました。

◇会議の編成・開催、それに伴う情報の

発信については、新型コロナウイルス

感染症の影響により、次期総合計画

の策定のための準備が予定どおりで

きない状況となっています。

◇人工知能を活用した政
策シミュレーションを実
施し、結果を将来予測と
して総合計画に活用し
ます。

◇多くの方に関わっていた
だくために「伝える」を
意識した情報発信に努
めていきます。

◇次期総合計画の審議会
や市民会議を編成し、総
合計画の素案策定の検
討を進めます。

令和２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】

次期総合計画の策定を始めます！
【担当 総合政策グループ】

市民の皆さんには、現在のまちの姿に関心を持っていただき、理解を深め、将来の計画づくり

に関わっていただくことが、自分たちのまちの計画という意識につながると考えます。そして計画づくりに関

わることが、計画の実行に向けた想いへの醸成につながると考えています。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆記念事業の実施時期の
変更等の市民への情報
発信を行い、感染対策を
踏まえた次年度への準備
も進めます。
令和3年3月までに実施

◆記念誌の制作に向けて素
材を意識し準備等を怠ら
ないように取り組みます。
令和2年12月までに実施

◆既存メンバーのつながり
等を活かし、引き続きメン
バー発掘に努めます。
令和3年3月までに実施

◇50周年記念事業は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により一部を翌年
に延期をすることを決定しました。今
年度実施の各事業は、市民会議５０
(fifty)メンバーを中心として、市民の
皆さんのご協力により感染対策を踏
まえながら取り組んでいます。

◇記念映像制作は11月末の完成を目
指しています。記念誌制作は来年度に
延期します。

◇本格的な周年記念事業の実施ができ
ず、十分なメンバーの発掘活動ができ
ていません。

◇市民会議５０(fifty)を
中心として市民参加型
の各種記念事業を行っ
ていきます。

◇５０周年事業の記念誌、
記念映像等を制作しま
す。

◇市制施行50周年記念
事業への関りを通じてま
ちづくりを担うメンバー
を発掘します。

市制施行50周年記念事業を実施します!
【担当 総合政策グループ】

年間を通じた記念事業の一つひとつが、市民の皆さんに市政について関心を持っていただく

ためのチャンスだと捉えています。様々な事業の様々な場面に関わっていただくことで、人との出会いやつな

がりが生まれ、一緒にまちのことを考え、支えてくれる人を発掘します。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション
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◆受験者状況、試験結果
を踏まえて今後の検討
に活かします。
令和3年3月までに実施

◆業務改善研修は、感染症
対策から、対象職員階層
を絞り込み実施します。
令和3年3月までに実施

◆意欲向上・コミュニケー
ション力の向上研修は、
感染症対策を図り行い
ます。
令和3年3月までに実施

◇一般職、専門職ともに試験内容の見

直しを行い、受験しやすい環境を整え、

予定どおりに採用計画を作成しまし

た。

◇業務改善研修、意欲向上・コミュニ

ケーション力の向上研修は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で当初のス

ケジュールどおりの実施ができていま

せん。

◇試験内容の見直し検討、
前倒しを踏まえた採用
計画を作成します。

◇業務のＩＣＴ化を見据え
た業務改善研修を、全
階層の職員を対象に実
施します。

◇意欲向上・コミュニケー
ション力の向上研修を
実施します。

職員の採用及び職員育成に取り組みます!
【担当 秘書人事グループ】

職員の採用は２０２２年問題を見据え、採用試験内容の見直しや前倒し採用を視野に入れた

積極的な取り組みを進めてまいります。また、職員の若年化が進む中、若手・中堅職員の意識改革を含め

た成長支援に取り組み、職場内のコミュニケーション能力の向上に努めます。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆支払い業務のＲＰＡ化に
向けた具体的な準備を
進めます。
令和3年3月までに実施

◆ソフトでの対応を踏まえ
た再検討を進めます。
令和3年3月までに実施

◆引き続き、ＡＩ・ロボティク
ス連携共同研究会の情
報をしっかりと共有して
進めます。
令和3年3月までに実施

◇全ての職員が関わる支払い業務を中

心として取り組むこととしました。

◇職員のＲＰＡシナリオ作成の知識習得

を目標としましたが、専門知識を含む

ため、短期間での育成は非常に困難

であることが判明したため、ソフトの導

入を進めることとします。

◇ソフトは、財務関係での利用を踏まえ

た選定を進めています。

◇費用対効果を検証し業
務の対象範囲をしっかり
と検討します。

◇ＲＰＡの基になるシナリオ
を作成できる職員の育
成を図ります。

◇ソフトは、県主催のＡＩ・ロ
ボティクス連携共同研究
会との親和性の高いも
のを選定します。

ＲＰＡの導入により事務の合理化を図ります!
【担当 ＩＣＴ推進グループ】

昨年度の実証実験を踏まえ、ＲＰＡの導入業務として全庁的かつ定例的なものを抽出したうえ

で業者を選定し、試行的な運用の後に本格的な稼働を目指してまいります。なお、業務の選定、設計、構築

に3か月程度を要することから、3業務を目途に実用化を目指します。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション
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標を掲げましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、次期総合計画の策定、50周年記念事業の一部の

実施など当初の予定時期からの延期を決断いたしました。今後の状況を踏まえながらしっかりと取り組みます。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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◆新たな取り組みを構築

します。

令和2年11月までに実施

◆経常経費の見直しを令
和3年度当初予算編成
に段階的に反映します。
令和3年3月までに実施

◆職員向けの「市の財政

状況説明会」を開催し

ます。

令和3年3月に実施

◇新型コロナウイルス感染症の影響に

より、来年度以降、市税収入の大幅な

減収が見込まれるため、見直しにあ

たっては、新たな視点で検討すること

が必要になりました。

◇10月に、感染拡大防止対策を徹底し

たうえで、一部の職員に対し、「財政

状況説明会」を開催し、財政情報の

共有を図りました。

◇見直しの取り組みの再
検証と次なる取り組み
の検討

◇令和3年度当初予算編
成への反映

◇職員向けの「市の財政
状況説明会」の開催

令和２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】

「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、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。そのための「経常経費の見直し」は欠かせません。歳入

面では工業用地の創出、市税徴収力の強化、資産の活用などの財源の確保に努めることが必要です。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆「財政出前授業」に変

わる新たな取り組みを

検討します。

令和2年11月までに実施

◆新たな取り組みを実施し
ます。
令和3年3月までに実施

◆「財政だより」を発行し

ます。

令和3年3月に実施

◇新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、「財政出前授業」の実施は見

送ることになりました。

◇ 「新たな日常」を見据え、「財政出前

授業」に変わる取り組みを検討してい

く必要があります。

◇中学生を対象とした「財
政出前授業」の実施

◇「財政だより」の発行

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】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2

順

調
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◆湯山住宅屋上防水工事を進めます。
令和2年12月までに実施

◆東海住宅排管修繕工事を進めます。
令和2年11月までに実施

◆高浜小学校等整備事業

の三期工事（駐車場等）

の整備を進めます。

令和3年3月までに実施

◇高浜小学校等（小学校・児童センター・

地域交流施設）整備事業の二期工事

（児童センター・メインアリーナ・サブア

リーナ）の整備が１０月６日に完了しまし

た。

◇高浜小学校等（小学校・
児童センター・地域交流
施設）整備事業の二期
工事・三期工事（児童セ
ンター・メインアリーナ・サ
ブアリーナ・駐車場）の整
備を進めます。

「公共施設総合管理計画」を推進します！①
【担当 財務グループ】

地域で一番大きい「学校」の建て替えに合わせて、他の施設を複合化することにより、「学校」

を地域全体のコミュニティ資産として活用し、まちづくりの拠点となることを目指しています。

【複合化モデル事業】高浜小学校等整備事業

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆高取小学校大規模改造に
ついては、実施設計及び
工事費の算出を進めます。
令和3年3月までに実施

◆吉浜小学校大規模改造に
ついては、基本設計及び概
算工事費の算出を進めま
す。
令和3年3月までに実施

◆いきいき広場外壁等改修
工事設計については、実施
設計を進めます。
令和2年11月までに実施

◇女性文化センター及びかわら美術館基

礎調査については、９月３０日に完了しま

した。調査の結果、女性文化センターの

空調機器の更新工事が必要であること

が分かりました。

◇高取小学校及び吉浜小
学校大規模改造事業実
施設計

◇女性文化センター及び
かわら美術館基礎調査

◇いきいき広場外壁等改
修工事設計

◇東海住宅排管修繕工事
及び湯山住宅屋上防水
工事

「公共施設総合管理計画」を推進します！②
【担当 財務グループ】

学校施設をはじめとする公共施設の大規模改修（改造）や施設・設備の維持補修を計画的に

行っていきます。（高取小学校及び吉浜小学校大規模改造事業実施設計 ・女性文化センター及びかわら美術

館基礎調査・いきいき広場外壁等改修工事設計・東海住宅排管修繕工事及び湯山住宅屋上防水工事）

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4

順

調

順

調

順

調

将来の財政負担を考えて、市の財政をよりよい状態で将来世代に引き渡すためには、「公共施設総合管理計

画」の推進は、避けて通れない課題です。そのためには、市が保有する施設の延床面積の圧縮や機能の複合化・

集約化を進めるとともに、学校はじめ今後も維持していく施設については、大規模改修や施設・設備の維持補修

を計画的に進めていく必要があります。

高浜小学校等整備事業に続き、高取小学校と吉浜小学校の大規模改修が計画されていますが、そのための

設計業務を着実に進めてまいります。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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◆交付率アップに向けた

取り組みを更に検討し

ます。

令和3年3月までに実施

◆引き続き、臨時の交付窓
口を開設します。

継続して実施

◆保険料の案内時等にチ
ラシを同封し、啓発に努
めます。

継続して実施

◇平日の受領が困難な申請者への対応

として、土曜開庁とは別に、臨時の交付

窓口を開設しました。また、来庁するこ

となく、カードを受け取ることができる

「申請時来庁方式」による市内企業へ

の出張サービスも実施し、利便性の向

上をはかりました。

◇マイナンバーカード申請、
交付手続きの改善に努
めます。

◇臨時のマイナンバーカー
ド交付窓口を開設し、普
及の促進に努めます。

◇マイナンバーカードが保
険証として利用できるな
ど、便利な用途について
の啓発に努めます。

令和２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 市民窓口グループ】

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

しています。引き続きマイナンバーカードの普及・利用促進に努め、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。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆愛知県三河の窯業展へ

の出展を支援します。

令和3年3月までに実施

◆試合再開後、小中高生
をホームゲームに招待し
ます。

令和3年3月までに実施

◆土壌分析結果をもとに、

市内全体で検証を行い

ます。

令和3年3月までに実施

◇新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により、空港での瓦製品の展示や

バスケットボールの試合が実施されて

いませんが、「三河の窯業展への出

展」「ホームゲームへの小中高生の招

待」の実現に向けた準備を進めてい

ます。

◇ジャンボ落花生の土壌分析調査は、

計画どおりに実施できました。

◇瓦製造組合が取り組まれる
瓦の優位性の国内外への
ＰＲ及び販売促進事業に対
する支援を行います。

◇プロバスケットボールチーム
「シーホース三河」の人気
マスコット「タツヲ」をデザ
インした「タツヲ焼き」の売
り上げで、地元小中高生を
シーホース三河ホームゲー
ムに招待します。

◇ジャンボ落花生を複数の土
壌条件で栽培し、その効果
を検証します。

将来を見据えた産業（農商工）の活性化に向けた取り組みを進めます！
【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り組みに対して、引き続き地場産業として支援す

る必要があります。

高浜高校のＳＢＰ（ソーシャル・ビジネス・プロジェクト）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。高校生を軸とした地元企業・住民の感謝と応援の循環が必要です。

ジャンボ落花生の収量の安定確保と、耕作者により、ばらつきのある品質の統一が必要です。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2
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順

調
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調

順

調

順

調

順

調
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◆新たな指定袋を活用し、資

源分別の周知を図ります。

令和3年3月までに実施

◆他市におけるごみ減量の取
り組みを研究します。

令和3年3月までに実施

◆リサイクル率向上のための

手法を調査・研究します。

令和3年3月までに実施

◇クリーンセンター衣浦の火災事故に新

型コロナウイルス感染症の拡大が重な

り、ごみステーションへの家庭系ごみの

搬出量が増大しました。非常事態で

あったとはいえ、ごみの減量化に向け

た取り組みを強化する必要があります。

◇全市民に周知できるよう、
可燃ごみ指定袋に資源分
別方法の情報や正しいご
みの捨て方を掲載します。

◇他市におけるごみ減量の
取り組みを研究し、試験的
運用・検証を行います。

◇資源化できるものを可燃ご
みから分別し、リサイクル率
を向上するための方法を
調査・研究します。

さらなる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、最終年度（２０２３年）には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）400ｇを目指しています。

市民の皆さんにご協力いただきながら、さらなるごみの減量化とリサイクル率の向上に取り組みます。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆現年度課税分の一斉催告

を実施し、早期に対応をし

ます。

令和3年3月までに実施

◆県の徴収支援策を活用し、
適切な滞納整理を行いま
す。

令和3年2月までに実施

◆次年度の課税に向けて、特

別徴収の推進を行います。

令和3年3月までに実施

◇新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により、税を取り巻く環境は厳しい

状況下にありましたが、電話や窓口で

の納税相談を重視した結果、前年度

同様の徴収率を達成することができ

ました。

◇昨年度導入した「滞納整理
システム」を活用して、早期
での対応をすることで、現
年度課税分の滞納整理を
行います。

◇愛知県の徴収支援策、徴
収指導員を中心に、職員の
情報収集能力、折衝能力
の向上を図ります。

◇西三河の他の自治体と協
力して、個人市県民税の特
別徴収の一斉指定を今年
度も継続します。

市税の徴収体制を強化します！
【担当 税務グループ】

令和２年３月末をもって9年間継続した「愛知県地方税西三河滞納整理機構」の設置期間が満了し、今

年度からは市において滞納整理を行うことになります。税負担の公平性の観点から市税の滞納は重要な問題である

ため、早期での対応が必要です。また、法律に基づく督促状の送付、財産の差押え等、公平で公正な対応も必要です。

「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、愛知県

と協力しながら徴収体制を強化し、職員一人ひとりの情報収集能力及び滞納者との折衝能力の向上を図ります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4

順

調

順

調

マイナンバーカードについては、「申

請時来庁方式」の導入や臨時交付窓口を設置した効果もあり、普及・利用促進が図られています。 また、市税の徴収につい

ても、昨年度導入した「滞納整理システム」を活用し、前年度同様の高い徴収率を達成しています。 一方で、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大の影響を受けて、実施が遅れている事業もありますが、翌年の３月までに実施をしてまいります。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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◆関係機関との連携を深
め、就労など次につな
がる支援を目指してい
きます。
令和3年3月までに実施

◆引き続き、アウトリーチ支
援員の存在を多くの方
に知っていただくよう情
報発信に努めます。
令和3年3月までに実施

◇保護者の方や本人からの相談に加え、

民生委員の皆さんや地域の方からの

情報提供などアウトリーチ支援員に

つながるケースが増えてきました。今

後も、相談者の個々の事情に寄り添

い支援をしていきます。

◇アウトリーチ支援員をい
きいき広場に配置します。

◇ハローワークや県のひき
こもり支援センターなど
関係機関と連携し、支援
体制の強化を図ります。

◇支援が必要な方を相談
支援につなげるため、広
報やホームペーシを始
め情報発信に努めます。

令和２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】

社会参加や就労をサポートします！
【担当 地域福祉グループ】

安定した就労を希望しているにも関わらず不安定な就労をされてみえる方、長期失業や引きこ

もり状態にある方がおみえです。こうした方の就労や増収を支援する専門職(アウトリーチ支援員)をいきい

き広場に配置し、訪問相談や同行相談を行います。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆パブリックコメントを実
施し、市民の声を集約し
ます。
令和3年1月までに実施

◆市民や事業所の声を踏
まえ、新たな介護保険事
業計画及び障がい者福
祉計画を策定します。
令和3年3月までに実施

◇高齢者及び障がい者の現状把握、ア

ンケートから見える課題の整理、現行

計画の振り返りなどを行い、次期計画

の骨子や基本理念などについて協議

しました。

◇現行計画を評価、検証
するとともに、現状把握、
将来推計を行い、今後
の取り組みや介護保険
料などについて検討しま
す。

◇パブリックコメントを実施
し、市民の皆様の意見を
募ります。

◇介護保険事業計画及び
障がい者福祉計画を策
定します。

高齢者や障がい者が地域で安心して暮らせるための計画づくりを行います！
【担当 介護障がいグループ】

高齢者や障がい者がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように、

また、地域の中で安心して暮らせることを目的に、第８期介護保険事業計画及び第５次障がい者福祉計画

を策定します。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2
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◆接種忘れを防ぐため、母子手帳アプリの
予防接種スケジュール機能の活用を働き
かけます。

令和3年3月までに実施

◆引き続き、健診や保健
事業でアプリを紹介し、
多くの方にアプリを登録
していただけるよう働き
かけていきます。
令和3年3月までに実施

◆アプリの機能である発信
機能を活用し、市の子育
て情報や健康情報を伝
えていきます。
令和3年3月までに実施

◇8月から母子手帳アプリ通称「ぴよポ

ケット」を導入しました。ホームページ

や広報で周知を行うとともに、保育園

などにポスターを掲示しています。妊娠

届出や乳幼児健診の際には妊婦や保

護者にアプリを紹介し、子育て世代に

母子手帳アプリの登録を呼びかけて

います。

◇市民向け母子手帳アプ
リを導入します。

◇健診や窓口、ＨＰなどで
母子手帳アプリの周知
を図ります。

◇母子手帳アプリ利用者
の増加を目指します

子育て世代向けに母子手帳アプリを導入します！
【担当 健康推進グループ】

子どもの身長や体重などの成長発達の様子や予防接種履歴とスケジュール管理を確認でき

るスマートフォン（スマホ）アプリを導入し、ご家庭でのお子さんの健康管理をサポートします。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆対象児の保護者に個別
通知を送ります。
令和3年3月までに実施

◆安心して定期予防接種
を開始していただくため
に、乳児全戸訪問や健
診で保健師等が接種勧
奨と相談を行います。
令和3年3月までに実施

◇10月１日からロタウイルスワクチンの定

期接種を開始しました。今後は、接種忘

れのないよう乳児全戸訪問や乳児健診、

母子手帳アプリの活用により、保護者へ

接種案内を行っていきます。

◇10月の定期接種に向け
準備を進めます。

◇対象児の保護者に個別
通知を送ります。

◇接種率向上に向け、周知
を図ります。

ロタウイルスワクチンの定期接種を進めます。
【担当 健康推進グループ】

ロタウイルス胃腸炎は、感染力が強く、重症化すると入院治療が必要な場合があります。予防す

るためのワクチン接種を１０月から始めます。対象のお子さんが確実に接種できるよう接種体制を整えると

ともに、接種勧奨に努めます。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4

順

調

順

調

順

調

順

調

今年度は、子育て支援施策として母子手帳アプリの導入と１０月１日から始まるロタウイルスワクチン定期接種

の２つのアクションを掲げています。

２つのアクションはそれぞれ別個のものですが、予防接種を受け、母子手帳アプリに接種履歴を登録するという

つながりもあります。こうした機会にアプリの登録を是非お願いします。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！

12
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◆令和3年1月4日のオー
プンに向けて、中央児童
センターからの移転を
滞りなく実施します。
令和2年12月までに実施

◆子どもたちが施設に親し
めるように先行的に放課
後居場所事業として活
用する機会を設けます。
令和2年１１月までに実施

◇条例改正により、高浜小学校に開設す

る児童センターを高浜児童センターと

しました。また、建物の完成に向けて、

事業者と協議を進めてきました。

◇工事の早期発注に努めるとともに、緊

急性・重要性の高いものから優先的に

発注しました。

◇高浜小学校での児童セ
ンター運営開始に向け
た諸準備を進めます。

◇放課後居場所事業で先
行的に活用します。

令和２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】

高浜小学校での児童センターの運営を開始します！
【担当 こども育成グループ】

高浜小学校に設置される児童センターを令和3年1月に運営開始する予定です。

中央児童センターの現利用者が円滑に移行でき、また、新たな利用の促進につながるように準備をして

いく必要があります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆新編・高浜市誌「高浜
市のあゆみ」、「高浜市
のあゆみ資料④」を発
行します。
令和3年3月までに実施

◆市誌の成果等を発表す
る「たかはま歴史まちづ
くりシンポジウム」を開催
します。
令和3年3月までに実施

◆令和３年度以降、市誌
を活用した様々な取り
組みを推進する体制を
整えます。
令和3年3月までに実施

◇今年度中の発刊に向けて編集作業は

大詰めを迎えていますが、「広報でめ

ぐる高浜の歴史」展や郷土資料館ミ

ニ展示などを通じて、編さん成果の紹

介等も行っています。編さん活動は今

年度でいったん区切りとなりますが、

今後も市誌を活用しながら高浜市の

魅力・自慢の掘り起こしや発信など、

ゆるやかに活動を続けてまいります。

◇新編・高浜市誌「高浜市
のあゆみ」を発行します。

◇市誌刊行記念シンポジ
ウムを開催します。

◇かわら美術館などで、市
誌編さんの過程で掘り
起こされた資料等を紹
介する機会を設けます。

高浜市誌の編さんを行います！
【担当 文化スポーツグループ】

まちのあゆみを語る資料の散逸・消失防止や、人々の中にある記憶を記録にとどめるために取

り組んできた高浜市誌の編さんも、いよいよ発刊の年を迎えます。

編さん過程で得られた様々な成果を多くの市民の皆さんに伝え、「たかはま大好き」という想いが高まる

ように、また、編さんを契機に、市民の皆さんとともにまちの魅力・自慢を守り・伝え・活かしていく活動を広

げていくことが大切です。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2

順

調

順

調

順

調

順

調

順

調
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◆メインアリーナ等のオー
プン前に「おひろめ会」
を開催します。
令和2年12月までに実施

◆メインアリーナ・サブア
リーナ・学校特別教室を
オープンします（利用受
付申請は11月～）。
令和3年1月までに実施

◆エントランス空間の活用
案について検討します。
令和3年3月までに実施

◇令和３年１月のオープンに向けて、準備

は順調に進んでいます。「たかぴあ」は

様々な世代が集まる「大家族たかは

ま」を具現化した施設です。引き続き運

営や発表など、市民の皆さんが培って

きた知恵・特技・経験などを発揮してい

ただける場づくりを進めてまいります。

◇メインアリーナ・サブア
リーナ・学校特別教室を
オープンします。

◇運営ルールや利活用方
策を検討します。

◇体育センターを閉場しま
す。

◇体育センター定期利用
者を対象に今後の方向
性等の説明を行います。

地域交流施設「たかぴあ」第２期オープン準備を進めます！
【担当 文化スポーツグループ】

高浜小学校内の複合施設「地域交流施設」（愛称：たかぴあ）は、昨年４月に公民館機能や介護予

防拠点機能が一部オープンし、現在は２期工事として、ホール機能やスポーツ機能を持つメインアリーナ（学校

体育館）、体育センターの代替機能であるサブアリーナ、児童センターの工事が進んでいるところです。

将来を担う子どもたちの学び舎として、地域ぐるみで子育ち・子育てを支えていくための環境づくりを進めて

いくとともに、体育センターの閉場準備も並行して進めていく必要があります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆図書館・美術館の役割
や利活用等について、
市民や関係団体等と意
見交換を行います。
令和3年3月までに実施

◆指定管理期間の延長に
向けた手続き（選定委
員会の開催、議案の上
程等）を行います。
令和3年3月までに実施

◇図書館については、機能移転調査の
結果、移転候補先の改修工事が必要
なこと、コロナ禍のもと市民意見集約
が図れていないため、当面、現在の場
所での運営を継続する予定でありま
す。今後、調査結果を活用しながら、方
向性をまとめていく必要があります。

◇美術館については、図書館機能移転
先候補の一つにあがっています。今後
の図書館の動向も踏まえながら、引き
続き「みんなで美術館」の方針のもと、
市民参加型を重視した運営を進めて
いきます。

◇図書館・美術館の利活
用等について、市民や関
係団体等と意見交換を
行います。

◇図書館は機能移転の実
現性等に向けた調査を、
美術館は躯体・設備の
現状や改善策等に関す
る基礎調査を行います。

◇調査結果等を踏まえて、
図書館・美術館の今後
の方向性案をまとめ、次
期運営事業者の選定を
行います。

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】

現在、図書館は、貸出機能重視から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。

「公共施設総合管理計画」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、図書館に

ついては機能移転先と運営の方向性、美術館については運営の方向性を定めていく必要があります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4
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調

順

調

順

調

順

調

順

調

順

調

図書館・美術館の今後の方向性

案の取りまとめについては、コロナ禍において、市民の皆様の意見をいただく場を設けることができないため、当

面は、現状のまま、図書館・美術館の運営を行う予定であります。引き続き、検討を重ねてまいります。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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◆交通規制等の影響を最
小限にし、工期内完了
を目指します。
令和3年3月までに実施

◆公園遊具改修の早期完
了を目指します。
令和3年3月までに実施

◆地権者の協力を得て、
事業用地の確保に努め
ます。
令和3年3月までに実施

◇事業実施に向け、愛知県との連絡調
整を密に図り、事業を進めています。

◇道路ストック総点検事業
を推進します。

◇道路改良工事・公園整
備工事の早期発注に努
めます。

◇準用河川（鮫川）の改
修を進めます。

令和２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】

インフラ施設の整備・修繕にあたっては、「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】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆全体構想案に対する庁
内の合意形成を図り、
全体構想案を取りまと
めます。
令和3年3月までに実施

◆東海住宅排管改修工事
を実施します。また、次年
度に向け、長寿命化工
事に係る設計業務を実
施します。
令和3年3月までに実施

◆市内の空家等に対する
措置を判定する『高浜
市空家等対策協議会』
を発足します。
令和3年3月までに実施

◇高浜市都市計画マスタープランと上

位計画との整合や多様な観点を踏ま

えた調査検討を行い、全体構想案を

取りまとめる必要があります。

◇市営住宅の長寿命化を図るため、計

画的な改修等を実施する必要があり

ます。

◇市内の空家等に対して、『高浜市空

家等の適切な管理に関する条例』に

規定する措置の有無を判断する組織

を発足する必要があります。

◇都市計画マスタープラン
の改定を進めます。

◇市営住宅の長寿命化の
推進を図ります。

◇空家等対策計画に基づ
く空家等対策の推進に
努めます。

コンパクトな高浜市のスケールメリットを生かしたまちづくりを進めます！
【担当 都市計画グループ】

本市は面積約１３㎢、愛知県で２番目に小さな市であります。コンパクトな高浜市のスケールメ

リットを生かしたまちづくりを進めてまいります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2
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順

調
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調
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調

順

調
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◆商工会と連携し、新たな
協力事業者の確保に努
めます。
令和3年3月までに実施

◆国が公表した「矢作川
最大浸水想定」等に基
づく新たな防災マップを
作成します。
令和3年3月までに実施

◆高浜小学校等を対象に
関係者で避難所検討会
を実施します。
令和3年3月までに実施

◇商工会との災害協定の締結及び建設

部会との意見交換、名鉄三河線沿線

（八幡町・新田町・屋敷町の一部）の

災害リスク別メールの構築、避難行動

を始めとする防災情報に関するチラシ

の作成・配布など、各種防災対策に

取り組みました。

◇商工会（事業者）と連携
した共助の推進を図りま
す。

◇災害リスクがある地域に
向けた迅速な情報提供
及び避難行動の推進に
努めます！

◇近年の災害の大型化な
どを踏まえ、市民等への
災害リスク等の周知と適
切な避難行動、防災・減
災対策の推進を図りま
す！

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、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、リスク軽減に努めます。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆工期内完了に向け、工
程管理をしっかり行いま
す。
令和3年3月までに実施

◆無理・無駄のない工事
監理に努め、早期完了
を目指します。
令和3年3月までに実施

◇令和２年度に予定している工事は、新

型コロナウイルス感染症対策としても、

早期発注を目指して、鋭意進めてきま

した。その結果、全て発注することがで

きました。

◇下水道工事、道路工事
等と連携した水道工事
の計画的な工事発注に
努めます！

◇老朽化した配水管布設
替工事の計画的な発注
に努めます。

◇配水場の老朽化設備の
更新工事を実施します。

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。計画的に管路の更新工事を進めることで、耐震化にも努めて

まいります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4
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調

順

調

順

調

順

調

順

調

今年度予定している工事については、早期の発注を目標に進めてまいりました。大方の工事の発注を完了し、

今後は工事の早期完了に努めてまいります。なお、工事中は、ご迷惑をおかけしますが、皆様のご協力をお願いし

ます。防災対策では、新たに名鉄三河線沿線の災害リスク別メールを追加・構築し、運用を開始いたしました。引

き続き、登録者増を目指し、ＰＲに努めてまいります。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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◆今年度の異校種参観予
定者の参観を進めます。
令和3年2月までに実施

◆参観シートを集約し、指
導に活用します。
令和3年2月までに実施

◆振り返りの分析を基に、
よりよい支援について考
えます。
令和3年2月までに実施

◇異校種の教員が、互いの教育観や指

導法への理解を深め、子どものよさを

引き出す指導を展開しています。事業

評価シートや参観シート、中１アンケー

トを基に異校種間連携事業の方向性

を考えます。

◇異校種参観の充実・同
校種参観の設定を行い
ます。

◇異校種参観シートの集
約と活用を行います。

◇異校種間連携事業を見
直し、今後の方向性を決
定します。

令和２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。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆高浜版プログラミング
学習を全小学校で進め
ます。
令和3年3月までに実施

◆ICT活用実践授業を集
約・周知します。
令和3年3月までに実施

◆授業実践を基にCAN-
DOリストの見直しを図
ります。
令和3年3月までに実施

◇プログラミング教育推進委員会と外

国語教育推進委員会を定期的に行

い、教員の共通理解の下、小中学校

で授業実践が行われています。主体

的・対話的で深い学びを目指し、周知

と活用を図ります。

◇高浜版プログラミング学
習の授業実践を全小学
校において進めます。

◇高浜カリキュラム教科版
に、ICT活用実践授業
など、教員が必要とする
分野の実践を集約し、情
報共有します。

◇高浜版CAN-DOリスト
を活用した授業実践を
進め、高浜版CAN-DO
リストの見直しを図りま
す。

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。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2
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調
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調
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◆各校のコーディネーター
による校内研修の充実。
令和3年2月までに実施

◆より活用意義のある特
別支援ファイルの改良。
令和3年2月までに実施

◆市外の高等学校への特
別支援ファイルの引き継
ぎを実施。
令和3年3月までに実施

◇通級、特別支援学級担当、コーディ

ネーター対象の研修会を実施し、充

実したものとなりました。また、特別支

援ファイルに関わる取り組みについて

も順調に進めることができています。

一方で、全教職員の特別支援教育へ

の理解を深め、指導力・実践力の向

上を図る取り組みが遅延しています。

また、各校のコーディネーターが校内

研修を充実できるようにコーディネー

ター連絡会の場を充実させていきま

す。

◇通級、特別支援学級担
当、コーディネーター対
象の研修会を計画、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・実践力の向上を
図ります。

◇特別支援ファイルの形式
と運用について調査し、
改良に向けた準備を進
めるとともに、市外の高
等学校も含めた特別支
援ファイルの引き継ぎに
ついて実施します。

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、特別支援ファイル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】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆学校毎、部位ごとの年
度別の工事費を確定し
ます。
令和3年2月までに実施

◆吉浜小学校大規模改造
工事の基本設計を完了
します。
令和3年3月までに実施

◆高取小学校大規模改造
工事の実施設計を完了
します。
令和3年10月までに実施

◇長寿命化計画の作成では、目標耐用

年数の設定や工事費の算出等を実

施しました。大規模改造工事設計で

は、仮設校舎の検討、給食調理室の

移転、道路後退などの課題を検討し

ました。今後の大規模改造モデルとな

るため、学校と協議を重ね、丁寧に検

討することができました。

◇学校施設の長寿命化計
画を完成させます。

◇吉浜小学校大規模改造
事業に向けて基本設計
を実施します。

◇高取小学校の大規模改
造事業の実施設計を実
施します。

学校維持管理事業を進めます！
【担当 学校経営グループ】

限られた財源や人員の中でトータルコストの縮減や平準化など、戦略的に学校施設整備を進

めていくことが課題です。大規模改造工事では、物理的な不具合を直し、耐久性を高めることに加え、建物

の機能や性能を学校が求めている水準まで引き上げる改修を行います。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4
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◆授業支援ソフトに関する
オンライン研修を実施し
ます。
令和2年１1月までに実施

◆ドリル教材の活用推進に
関するオンライン研修を
実施します。
令和2年12月までに実施

◇夏季休業期間中、市内の全小中学校

において、教職員向けに３回の導入研

修を行い、ICT機器整備に向けて準

備を進めてきました。８月末までに教

師用タブレット、電子黒板、電源キャビ

ネットの整備を完了しました。さらに、

9月末までに児童生徒用タブレットの

整備を完了しました。現在、学校には

ICT支援員を配置しており、当初の予

想を大きく上回るICT機器の活用が

進んでいます。今後も、子どもたちの

成長につながるようなICT機器の活

用方法の研修を実施して、さらなる活

用促進を図っていきます。

◇教育用タブレット端末、
電子黒板、電源キャビ
ネット等を各小中学校に
整備します。

◇ICT機器の活用に関す
る研修会を計画、実施し
ます。

◇ICT教育支援員を配置
し、ICT機器の活用促進
を図ります。

学校ICT教育環境の充実をします！
【担当 学校経営グループ】

教育におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用が求められる一方で、現在の学校

ICT環境の整備は遅れており、全国一律のICT環境整備が急務とされています。そのため、GIGAスクール

構想及び教育のICT化に向けた５か年計画（2018～2022年度）に基づき一人一台のタブレット整備を

はじめとしたICT環境の充実を図ります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

5

国のGIGAスクール構想に基づき、県内では初となる一人一台タブレット端末の整備を9月末までに完了（教

職員用と全教室への電子黒板の整備は8月末までに完了）しました。新型コロナウイルス感染症予防のため、子

どもたち同士が関わる活動が制限される状況ですが、機器を活用して子どもたちと教員はもちろん、子どもたち同

士がつながって学習が進められる環境が整いました。子どもたちの成長につながるよう活用方法等の研修を実

施しつつ、活用促進を図ってまいります。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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▲たかぴあメインアリーナ（高浜小学校体育館）

▲タブレットを活用した授業の様子



◆議員の皆さんが活発な
議会活動が行えるよう
議員の議会活動を引き
続き補佐してまいります。

年間を通じて実施

◇議会事務局としては、議会運営が円滑

に進むようサポートするとともに、議員、

会派、当局との連絡を密にし、調整、情

報収集・提供に努めました。

◇市政の重要課題・案件
の審議・審査に係る的
確・円滑な議会運営の
サポートをします。

◇議員・会派・当局との調
整、情報収集・提供を行
います。

◇他自治体の各種施策及
び法制に関する調査・相
談を行います。

令和２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】

円滑・効率的・効果的な議会運営と政策立案等の様々な議会活動を
サポートします！

本会議、常任・特別委員会等において、市政の重要課題及び議員提案の審議・審査に係る円

滑・効率的・効果的な運営をサポートするとともに、議員の政策立案等に向けた調査研究、情報収集・提供、

法制に関する相談、議員研修会の開催などの様々な議会活動及び正副議長の公務を適確にサポートしま

す。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

１

◆議員一人ひとりにタブ
レット端末を配置します。
令和2年11月までに実施

◆議会スケジュール管理、
各種会議等の運用を開
始します。
令和2年12月までに実施

◆定例会のペーパーレス
化に向け併用運用を開
始します。
令和3年3月までに実施

◇タブレット端末の調達及びシステム導

入等の契約を行い、ペーパーレス会

議実施に向けてのシステムの構築を

進めています。また、タブレット端末の

運用基準など、議会のＩＣＴ化への

ルールの検討、構築を行っています。

◇議員一人ひとりにタブ
レット端末を配置します。

◇議会スケジュール管理
から定例会を除く各種
会議のぺーパーレス化
を実施します

◇定例会のペーパーレス
会議を本稼働します。

議会のＩＣＴ化の導入として議会のタブレット会議等を実施し、議会運営
の効率化とペーパーレス化を図ります！

今年度から全議員に配布されるタブレット端末を活用して、ペーパーレス会議の実施、議員ス

ケジュール等のネット管理等、各種情報の迅速で効果的な共有化等ができる議会環境を構築してまいりま

す。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

2
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◆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。
令和3年3月までに実施

◇議会の広報・広聴委員会では、市民の

みなさまへの情報周知及び情報発信

の強化を目的として「議会だより」のレ

イアウト、発行時期や原稿内容などの

総合的な見直しに取り組んでいます。

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。

◇「議会だより」をより見や
すいレイアウトに見直し
ます。

◇本会議の録画映像の早
期配信に努めます。

◇的確な映像配信に向け
て、引き続き職員のスキ
ルアップを図るとともに、
技術の継承につとめま
す。

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】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

3

◆広報・広聴のあり方とし
て総合的な検討を引き
続き行い、実施に向けて
の方向性を見出します。
令和3年3月までに実施

◇今年度は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、議会報告会・議

会広聴会の実施を見送りとしました。

今後の議会報告会・議会広聴会のあ

り方について、過去の実施状況やその

他の方法など、広報・広聴のあり方とし

て総合的な検討を行っています。

◇広報・広聴委員会が中
心となって、議会報告
会・議会広聴会のあり方
などについて引き続き検
討します。

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。引き続き議会報告会、議会広聴会の在り方について、見直しを検討していく必要があります。

具体的には…

【計画と実行状況】

下半期の具体的な

アクション
上半期を振り返って【成果・課題】

アクション

4
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本年度の議会運営については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として一般質問の時間短縮など様々

な対応をしてまいりました。このような中、新型コロナウイルス感染症対策だけでなく、議会のあり方や役割など

様々な見直し議論が議会改革特別委員会等で行われ議会改革に取り組んでいます。市民が期待する市議会の

役割を十分に発揮できるよう、議会事務局も一体となってサポートに取り組む必要があります。

令和２年度上半期の成果・課題を教えてください！
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令和２年度下半期に向けて、市民の皆さんへ一言メッセージを！

“祝”高浜市市制施行50周年を迎える記念すべき年となりました。
今年度は、ご承知のとおり市民の皆さんの想いの詰まった各種記念事業の予定

をしていましたが、一部の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により延期を余
儀なくされてしまいとても残念です。
しかし、半世紀を迎えた年だからこそ「ちょうどいいまち ちょっといいまち」の将
来の姿を皆さん一緒に考えましょう！
まちづくりの基本計画を策定する（仮称）市民会議に参加してください。

「学校」は、本市の公共施設の総面積の約40%を占めるとともに、地域活動の
拠点として、今後も維持し、大切に使っていく施設です。本市では、「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」は、いよいよ令和3年3月をもって完了する運びになりました。

今年の上半期は、全国規模で新型コロナウイルス感染症の感染患者が急増し、
「緊急事態宣言」が発出されました。外出の自粛と「３つの密」を避ける行動が要
請されたことから、家庭系ごみの搬出が増大する結果になりました。残念なことに、
流行は未だに収束していませんが、ごみの減量化に向けた取り組みは、下半期も
地道に継続してまいります。
市民の皆さんには、資源化できるものは可燃ごみから分別していただき、ごみの

減量にご協力いただくようお願いします。

これから冬を迎え、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流
行が懸念されます。市では、１０月１日から高齢者（６５歳以上）の方を対象にイン
フルエンザの定期予防接種を実施しています。
例年は自己負担として１，０００円をご負担いただいていますが、令和２年度は、

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を防ぐため、無料で接種を
受けることが出来ます。対象者の方は、接種を受けていただくようお願いします。

企画部長

総務部長

市民部長

福祉部長
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市誌の今年度発行に向け、編集作業は大詰めです。発刊のおりには、ぜひお読
みいただきたいと思います。
「たかぴあ」は様々な世代が集まる「大家族たかはま」を具現化した施設です。

メインアリーナ・サブアリーナ等、当施設をぜひご利用ください。
また、高浜児童センターも、令和3年1月4日にオープンします。

現在、市では、防災力の強化といった観点から、防災マップの改訂を含め、多く
の防災事業を展開しています。しかし、このような防災対策を推進するためには、適
切な避難行動や災害への備えなど市民一人ひとりが自分事として考え、行動して
もらうことが重要です。災害に備えて、日頃から避難経路の確認や備蓄品の準備、
点検など、皆様のご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大予防による年度当初の臨時休業により、学習に
遅れが生じてしまいました。しかし、学習の価値を授業時間で測るのではなく子ど
もたちにどのような力が身についたのかという学習成果で測ることへの転換を図
る転機となりました。今後も、子どもたちに身につけさせるべき力を、教員一人ひと
りがしっかりと意識し、そのために、何をどう学ばせるのかを考え、授業づくりや、学
校行事等の計画を考え、実践していきます。学校・家庭・地域が子どもたちに身に
ついた力について、認め励まし、さらに伸ばしていけるようご協力をお願いします。

本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、議会の傍聴自粛をお
願いいたしましたところ、市民の皆様方にはご理解・ご協力を賜り誠にありがとうご
ざいます。高浜市議会では本会議の様子を、インターネットを通じてライブ及びオン
デマンドでの映像配信を実施しております。ご自宅等でどこでも、いつでも本会議
での審議をご覧いただくことができますので、是非ご活用ください。

こども未来部長

都市政策部長

教育長

議会事務局長
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