
ともに歩む（仮）

協働推進

多文化共生

ＤＸ推進

情報発信

ともに育む（仮）

子育ち・子育て

学校教育

次世代育成

生涯学習

ともに発展し続ける

（仮）

都市基盤

産業

環境

シティプロモーション

ともに安心して暮らす

（仮）

福祉

健康・医療

防災・防犯
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設定根拠

ベース：

第６次総合計画の分野構成をベースに、今後10年間を見据え、必要と

なる要素を新規追加、変更した。

≪新規追加項目≫

①ＤＸ推進・・・市民サービス、行政内部事務のデジタル化の推進に

関する取組み

②多文化共生・・・外国人との共存・共生に関する取組み

③次世代育成・・・まちづくりを担う若い世代、新たな人材の育成に

対する取組み

≪変更項目≫

①観光→シティプロモーション・・・観光という特定の分野から、観光

（誘客）の取組みも包含し、高浜市

というまちの魅力を発信する取組み

（関係人口増加への取組み）へと変更

②自治推進→行財政運営（職員育成・財政運営）、公共施設の適正管理

・・・各施策の実現に向けて、施策実現を下支えする取組み

◎分野構成については、他自治体の総合計画の分野構成、吉岡市長

４期目の取組みを参考にした。

◎新規項目等については、第2回高浜市総合計画審議会の委員意見を

参考にした。

施策の分野構成について（案）

推進体制

行財政運営（職員育成）

行財政運営（財政運営）

公共施設の適正管理

第４回高浜市総合計画審議会

令和3年１０月２７日

資料２



分野構成（第５次） 分野構成（第６次） 分野構成（第７次） 案

生活環境
環境保全、緑地・水辺空間、住宅、

環境衛生、上・下水道、河川・港湾

地域安全 消防・防災、地域安全

健康・医療 健康、医療

地域福祉
地域福祉、子育ち・子育て支援、

高齢者・障害者支援、社会保障

生涯学習
生涯学習、青少年育成、

スポーツ・レクリエーション

学校教育 学校教育

文化・芸術 文化・芸術

都市基盤
市街地整備、交通ネットワーク、

情報化

産業経済
工業、商業、集客・交流、農業、

雇用・勤労

地域づくり
地域づくり、開かれた行政、

広域行政

行財政運営 行財政運営

協働自治
財政運営

自治推進

教育・子ども

生涯学習

学校教育

子育ち・子育て

活力創造

産業

観光

環境

都市基盤

防犯

防災

福祉・健康
地域福祉

健康

ともに歩む（仮）

協働推進

多文化共生

ＤＸ推進（※）

情報発信

ともに育む（仮）

子育ち・子育て

学校教育

次世代育成

生涯学習

ともに発展し続ける

（仮）

都市基盤

産業

環境

シティプロモーション

ともに安心して暮らす

（仮）

福祉

健康・医療

防災・防犯

2
※ＤＸとは、デジタルトランスフォーメーションの略であり、「デジタル技術による（生活やビジネスの）変革」という意味。

推進体制

行財政運営（職員育成）

行財政運営（財政運営）

公共施設の適正管理



ともに歩む（仮）

◎第6次総合計画における施策目標１「みんなで考えみんなで汗かきみんなのまちを創ろう」における自治推進分野

◎第7次総合計画キャッチフレーズ「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」の実現に向けて、自治

基本条例に定める3原則「参画・協働・情報共有」の具体的な取り組みを掲げる分野で、つながりをつくるための施
策分野。

協働推進

第6次総合計画と同様、地域内分権の推進に関する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（１）

「まちへの想いを育み、いつまでも住み続けたいと思えるまちをつくります」

多文化共生

新規追加項目

県内でも人口割合がトップレベルになるまでに増加した外国人住民との共生に関する取組みを実施する

個別目標

ＤＸ推進（※）

新規追加項目

デジタル庁の新設やＤＸ計画など、市民サービスや行政事務の効率化、行政と市民・地域をデジタル技

術を活用し、つなぐ取り組みを実施する個別目標

情報発信

第6次総合計画と同様、情報発信の強化に関する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（１）

「まちへの想いを育み、いつまでも住み続けたいと思えるまちをつくります」

3

分野構成（第７次） 案 詳細①

※ＤＸとは、デジタルトランスフォーメーションの略であり、「デジタル技術による（生活やビジネスの）変革」という意味。



ともに育む（仮）

◎第6次総合計画における施策目標２「学び合い力を合わせて豊かな未来を育もう」における教育・子ども分野

◎第7次総合計画キャッチフレーズ「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」の実現に向けて、未来

の高浜市を創っていく子どもたちの成長を見守り、支援することで、これまでの高浜市の礎を次の世代につなげていく
ための人を育む施策分野。

子育ち・子育て

第6次総合計画と同様、子育て支援に関する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（５）

「子育ち・子育てを支える環境を整えます」

学校教育

第6次総合計画と同様、学校教育に関する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（４）

「学校・家庭・地域が連携を深め、１２年間の学びや育ちをつなげます」

次世代育成

新規追加項目

自分のできること、自分の得意なことで、まちのために活動できる、またはしたくなるような環境や必要

とするしくみの構築など、まちづくりを担っていく新たな人材・世代の育成に取り組んでいく個別目標

生涯学習

第6次総合計画と同様、生涯学習（文化・スポーツなど）に関する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（３）

「学び・文化・スポーツの輪を広げ、まちのチカラを育みます」

4

分野構成（第７次） 案 詳細②



ともに発展し続

ける（仮）

◎第6次総合計画における施策目標４「明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう」における産業・都市

基盤分野

◎第7次総合計画キャッチフレーズ「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」の実現に向けて、高浜

市暮らす人たちが快適に暮らせるまちを未来につなげていくためのまちの活力を支える施策分野。

都市基盤

第6次総合計画と同様、快適な生活を維持するための道路やライフラインの整備、取組みを実施する

個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（８）

「自然と都市機能が調和した都市空間をつくります」

産業

第6次総合計画と同様、安心して生活していくための生活基盤である雇用の確保と財源確保につなが

る産業の活性化に対する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（６）

「産業を活性化して、まちを元気にします」

環境

第6次総合計画と同様、環境（ごみ問題や環境保護など）に関する取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（７）

「みんなでまちをきれいにします」

シテ ィプロモー

ション

第6次総合計画では、観光（誘客）に力点をおいていたが、今後は高浜市に関係する人口（関係人

口）の増加を目指し、高浜市の魅力（観光のみではなく）を広く全国に発信していく取組みを実施する

個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（６）

「産業を活性化して、まちを元気にします」

5

分野構成（第７次） 案 詳細③



ともに安心して

暮らす（仮）

◎第6次総合計画における施策目標３「明日を生み出すエネルギー やる気を活かせるまちをつくろう」における環境・防災

分野と施策目標４「いつも笑顔で健やかにつながり100倍ひろげよう」における福祉・健康分野

◎第7次総合計画キャッチフレーズ「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」の実現に向けて、高浜

市で暮らす人たちが安心して協力し合って暮らせるまちを未来につなげていくための暮らしを支える施策分野。

地域福祉

第6次総合計画と同様、ふだんのくらしをしあわせにする取組みを実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（１０）

「一人ひとりを認め合い、その人らしく暮らせるまちづくりを進めます」

健康・医療

第6次総合計画と同様、誰もが生きがいをもって高浜で暮らし続けられるための取組みを実施する個

別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（１１）

「一人ひとりの元気と健康づくりを応援します」

防災・防犯

第6次総合計画と同様、災害に強く、犯罪の少ないまちを目指すための防災・防犯に関する取組みを

実施する個別目標

参考：第6次総合計画（後期）個別目標（９）

「安全・安心が実感できるまちづくりを進めます」

6

分野構成（第７次） 案 詳細④



Ⅰ．快適で自然と共生するまち ≪生活環境、地域安全≫

①生活環境・・・環境保全、緑地・水辺空間、住宅、環境衛生、

上・下水道、河川・港湾

②地域安全・・・消防・防災、地域安全

Ⅱ．安心と人が支えあうまち ≪健康・医療、地域福祉、社会保障≫

①健康・医療・・・健康、医療

②地域福祉・・・地域福祉、子育ち・子育て支援、

高齢者・障害者支援、

③社会保障・・・社会保障

Ⅲ．ゆとりと生きがいのあるまち ≪生涯学習、学校教育、文化・芸術≫

①生涯学習・・・生涯学習、青少年育成、スポーツ・レクリエーション

②学校教育・・・学校教育

③文化・芸術・・・文化・芸術

Ⅳ．活力とにぎわいのあるまち ≪都市基盤、産業経済≫

①都市基盤・・・市街地整備、交通ネットワーク、情報化

②産業経済・・・工業、商業、集客・交流、農業、雇用・勤労

Ⅴ．みんなで創りあげるまち ≪地域づくり、行財政運営≫

①地域づくり・・・地域づくり、開かれた行政、広域行政

②行財政運営・・・行財政運営

第5次総合計画（分野別構成） 第６次総合計画（分野別構成）

（前期）

Ⅰ．協働自治 ≪市政経営、財政運営、自治推進≫

Ⅱ．教育・子ども ≪生涯学習、学校教育、子育ち・子育て≫

Ⅲ．活力創造 ≪産業、コミュニティビジネス、観光、環境、

都市基盤、公園、緑化、水辺空間、防犯、防災≫

Ⅳ．福祉・健康 ≪地域福祉、健康≫

（中期・後期）

Ⅰ．協働自治 ≪財政運営、自治推進≫

Ⅱ．教育・子ども ≪生涯学習、学校教育、子育ち・子育て≫

Ⅲ．活力創造 ≪産業、観光、環境、都市基盤、防犯、防災≫

Ⅳ．福祉・健康 ≪地域福祉、健康≫

7

（参考）
第5次と第6次計画の
分野構成の比較



市長第４期の取組みより

≪ともに歩むまちづくり≫

〇未来を描く総合計画等の策定（行政運営）

〇小学校区を中心にコミュニティの活性化（協働推進）

〇公共施設の適正管理（行政運営）

〇将来を担う職員力の向上（行政運営）

〇市政情報のわかりやすい発信（情報発信）

〇デジタル化で行政サービスの効率化（行政運営）

≪未来につなげるまちづくり≫

〇小学校全学年の３５人学級の実施（学校教育）

〇待機児童ゼロの実施（子育ち・子育て）

〇小中学校の大規模改修（学校教育）

〇若者を応援する仕組みづくり（若者支援）

〇外国人にもやさしいまちづくり（多文化共生）

〇美術館や図書館の将来を示す（生涯学習）

≪安心して暮らせるまちづくり≫

〇新型コロナワクチン接種の早期完了（健康）

〇ひとり親家庭などの支援実施（地域福祉）

〇地域で守る防災体制支援の実施（防災）

〇新たな認知症予防事業（地域福祉）

〇発達支援情報の連携（地域福祉）

≪土台強固なまちづくり≫

〇社会経済の活性化（産業振興）

〇八幡町・新田町の雨水排水対策（上下水道）

〇公共サービスの品質向上（行政運営）

〇衣浦大橋（トラス橋）の架け替え（都市計画）

〇小池町の工業用地整備早期実現（産業振興）

〇農福連携推進（障がい者支援・農業振興）

8

（参考）
市長第４期の取組み



刈谷市（第８次総合計画（案））

分野 取組

安心して暮らし続けられる快適なまちづくり

（都市基盤）
①市街地・住環境 ②道路・交通 ③公園緑地・緑化 ④治水・水辺環境⑤上下水道

生涯にわたって学び地域への愛着を育むまちづくり

（教育文化）
①学校教育 ②青少年育成・生涯学習③スポーツ④歴史・文化

人と技術でにぎわいを創り未来につながるまちづくり

（産業環境）
①農業②商工業・観光交流 ③環境

支え合い誰もが安心して暮らせるまちづくり

（福祉安心）

①子育て支援 ②健康づくり ③地域福祉④高齢者福祉⑤障害児・者福祉 ⑥防災

⑦生活安全⑧共存・協働

（マネジメント方針）

持続的なまちの発展を支える行財政運営

①時代の変化に対応した行政運営②多様な主体との連携③健全な財政運営

④戦略的な情報の発信・収集

碧南市（第６次総合計画）

分野 取組

安心安全で住みやすいまち ①防災対策②防犯・交通安全③上下水道・治水 ④公園・緑地 ⑤環境・ごみ・エネルギー

人と文化が育ち・支え合うまち
①就学前教育・子育て支援 ②学校教育③生涯学習・スポーツ④芸術・文化 ⑤健康・医療

⑥地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉 ⑦社会保障（福祉医療・低所得者・保険制度）

都市の発展に向けた活力を生み出すまち
①都市基盤（道路・港湾） ②市街地整備・景観・住宅 ③農業・水産業 ④工業・地場産業

⑤商業・観光・公共交通

ともに創る自立したまち ①開かれた市政・広報戦略②市民協働・コミュニティ③行財政運営

9

（参考）
他市の総合計画



安城市（第８次総合計画）

分野 取組

生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち（健康） ①健康・医療 ②スポーツ

暮らしの質を高める持続可能なまち（環境） ①環境 ②都市基盤（住環境） ③生活安全 ④都市基盤（交通）

地域の魅力、潤いと活力あふれるまち（経済） ①農業 ②商工業 ③観光④都市基盤（市街地）

人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち（きずな） ①防災・減災 ②地域福祉③社会保障 ④生涯学習 ⑤文化・芸術 ⑥参加と協働

子どもたちを社会で豊かに育むまち（こども） ①子育て ②学校教育

知立市（第６次総合計画）

分野 取組

人と環境にやさしく、健康で安心して暮らせるまちづくり ①防災・防犯 ②地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉 ③健康・医療 ④環境・ごみ

人々が集う交流のまちづくり ①都市基盤（住環境・市街地・交通） ②上下水道③公園・緑地④商工業⑤観光

次代を担う子どもを豊かに育むまちづくり ①子育て②学校教育

互いの人権を尊重し、思いやりの心を育むまちづくり ①多文化共生②男女共同参画 ③人権

芸術や文化を大切にするまちづくり ①生涯学習②文化・芸術・歴史③スポーツ

知立が輝くための仕組みづくり ①情報発信 ②市民協働・コミュニティ ③行財政運営
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西尾市（第７次総合計画）

分野 取組

活力と魅力あふれる産業づくり ①観光 ②地域ブランド ③商業 ④農・水産業 ⑤工業・新産業・雇用

利便性と快適性を高める基盤づくり ①道路 ②災害対策 ③公共交通 ④市街地 ⑤上水道 ⑥下水道

地域を支える文化と人を育む環境づくり ①子育て ②学校教育 ③生涯学習 ④歴史・文化 ⑤スポーツ ⑥青少年健全育成

安心できる暮らしを支える健康・福祉のまちづくり ①地域医療 ②健康づくり ③高齢者福祉 ④障害者福祉 ⑤社会保障 ⑥消費者保護

安全とうるおいのある環境づくり
①公園・緑地 ②自然環境 ③河川・海岸 ④地球環境 ⑤環境衛生 ⑥防災

⑦防犯・交通安全 ⑧消防

市民と行政が共に考え、行動するまちづくり ①市民協働 ②情報共有 ③コミュニティ ④行財政運営
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知多市（第６次総合計画）

分野 取組

ひとづくり
①子育てしやすい地域づくり ②時代の担い手を育む教育環境づくり ③市民協働によるまちづくり

④学びを楽しむまちづくり ⑤多様性を認め合うまちづくり

あんしんづくり

①共に支え合うまちづくり ②一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり

③暮らしを支える地域公共ネットワークづくり ④災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり

⑤生涯を通じた健康づくり

にぎわいづくり
①にぎわいの拠点づくり ②新たなしごとの場づくり ③緑と花に包まれた住環境づくり

④新たなチャレンジを創出するまちづくり ⑤観光に活かすことができる魅力づくり

生駒市（第６次総合計画）

分野 取組

安全で、安心して健康に暮らせるまち
①健康づくり ②医療 ③高齢者福祉 ④地域福祉 ⑤障害者福祉 ⑥防災 ⑦消防 ⑧生

活安全

未来を担う子どもたちを育む ①母子保健 ②子ども・子育て支援 ③学校教育 ④青少年健全育成

人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち
①多文化共生 ②男女共同参画 ③市民協働・コミュニティ ④生涯学習・スポーツ ⑤歴

史・文化振興

人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち
①住宅環境 ②都市づくり ③道路・公共交通 ④上下水道 ⑤循環型社会 ⑥生活環境

⑦緑環境・公園

地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるま

ち
①都市活力創造 ②商工観光 ③農業

持続可能な行財政運営を進めるまち ①行政経営 ②情報提供 ③財政運営 ④職員・行政組織
12
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第７次高浜市総合計画審議会（第２回:令和３年４月２６日）委員意見より

◇外国人も増えているので、その人たちとの共生など、今後防災について外国人を含めてどのように考えていけばいいか。
◇新興住宅も増えてきているが、そこに住む方々との絆が感じられない。

◇危機感や防災に対する意識が薄くなっている。
◇１０年後、老人のパワーをどのように生かしていくのか。

◇農業人口は減っているが、今の田畑をどう利用していくか。

◇防犯や防災など、今後は絆づくりを考えていく必要がある。

◇外国の方も民生委員の仲間になってくれたらと思う。
◇ヤングケアラー・ゲートキーパーという言葉を学校でも教え、死というものを前向きにとらえてくれれば、みんなが機嫌良く暮らせるまちになると
思う。

◇高浜市らしく考えることが一番大事なのかなと思う。
◇市民会議や地域活動をされている方の生の声を聞くことが大事だなと感じている。

◇地域の行事は、立派な大人たちと関わる良いチャンスだと思う。活動することに喜びを感じたり、高い技能を持っている大人が地域にはいる。
そのような大人たちがいる場に子どもたちが関わり、子どもたちに魅力を感じさせ、引き込んでいければいいなと思う。
◇外国籍の子供が増えている。日本語教育や適応教室、通訳の担当者がたくさん学校に入っている。地域の外国籍の大人も支援員として入っ
てもらっている。この子たちに高浜市に愛着をもってほしいと思っている。

◇あらゆる人たちがつながりをもちながら、セーフティーネット、地域で共生できるしくみを作ること

◇市内の空き家は増えている。建物の維持管理、都市計画において農地をどのように宅地化していくかを考える余地がある。

◇町内会等の地域の団体は、今後なくなりはしないがある程度まで減少する。その代わり、新しい団体、防災なら防災、防犯なら防犯といった小
さな団体が出てくる。そのときに、どこがその団体を拾い上げるのかが課題になるだろう。

◎新興住宅が増え、新住民が増えているが、このことに対しての施策の用意が必要。
◎外国人住民の割合が高い町であるということから、単なる多文化共生ではなく、もう１つ突っ込んで、防災に対してはどうか、
防犯に対してはどうかという具体的な場面でリアルな施策対応が必要。

◎学校現場の変化について、どのような項目を用意したらいいのか、学校当局からの協力をお願いしたい。
◎町内会に入るのが当たり前という市民学習が必要なのだとあらためて感じた。
◎地域のリーダーづくりなどの場を、もっと増やしていったらどうかなと思う。
◎趣味や自己実現の場を否定するわけではないが、楽しいことをやる一方で、学習する仕組みをつくる必要があるのではないか。
◎南海トラフ地震は必ず起こるという意識で防災の仕組みを作らないといけないと思っている。
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市民意識調査（令和３年１月～２月実施）結果より

まちづくりの重要度（重要と思う人の割合の高い順） 今後の重要施策（重要と思う割合の高い施策順）

項目 割合

消防・救急体制が充実している 95.7％

交通や犯罪などの安全なまちづくりがなされて
いる

95.4％

地域の医療体制が充実している 95.0％

地震や水害などの防災体制が充実している 94.6％

国民健康保険や福祉医療制度などが適切に
運営されている

93.5％

高齢者、障がい者が安心して暮らせるまちに
なっている

93.2％

安定した雇用が確保されている 91.4％

良好な住環境が整備されている 91.4％

子どもと子育てにやさしいまちになっている 91.2％

地域の保健体制や健康相談・指導体制が充
実している

90.6％

ごみの減量化やリサイクル化が行われている 89.9％

教育内容や教育環境が充実した学校教育が
行われている

89.9％

項目 割合

地震や水害などの防災体制が充実している 6.8％

地域の医療体制が充実している 6.6％

高齢者、障がい者が安心して暮らせるまちに
なっている

5.7％

交通や犯罪などの安全なまちづくりがなされて
いる

5.7％

子どもと子育てにやさしいまちになっている 4.7％

消防・救急体制が充実している 4.5％

良好な住環境が整備されている 4.1％

安定した雇用が確保されている 4.0％

公共交通機関などが充実している 3.8％

バリアフリー化など安全・安心な市街地整備が
なされている

3.7％

効率的かつ健全な行財政運営がなされている 3.3％

ごみの減量化やリサイクル化が行われている 3.3％

教育内容や教育環境が充実した学校教育が
行われている

3.3％
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人工知能を活用した未来シミュレーション結果より

2050年の高浜市の姿 2034年までに重要な取組 2045年までに重要な取組 204７年までに重要な取組

◎「幸福度」や「高浜市への愛
着」が向上。
◎「出生率」が向上
▲転出超過による人口減少
▲環境美化意識の低下、不法投
棄の増加
▲空き巣などの犯罪の増加

◇財政の健全化
◇農業の活性化
◇福祉分野への支援

◇文化や共助の風土の醸
成
◇福祉分野への支援

◇医療分野への支援
◇財政の健全化

◎「出生率」が大きく向上
◎「幸福度」が向上
▲「高浜市への愛着」の低下
▲財政運営の悪化
▲「職員の離職率」の増加

2034年までに重要な取組 2045年までに重要な取組

◇財政の健全化
◇産業の活性化
◇福祉分野への支援

◇活性化した産業の維持
◇市民交流の創出
◇福祉分野への支援

◎「幸福度」や「高浜市への愛
着」が向上
◎転入者の増加による人口増加
▲財政運営の悪化
▲犯罪発生件数の増加や地域
防災力の低下

2034年までに重要な取組 203８年までに重要な取組

◇ＩＣＴ教育の推進
◇健康と防災に対する意
識の向上
◇貧困率の低下

◇ＩＣＴ教育の推進
◇自然空間の創出
◇情報発信の活発化
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