
「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

令和４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！
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令和４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！ とは

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」「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でいこうと考えているの

か」（いつまでに・何をする）といった取組項目や推進の決意について、部局ごと

に紹介しています。
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令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！
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企画部

第７次高浜市総合計画を策定します！
【担当 総合政策グループ】

市民の皆さんには、まちの将来の姿に関心を持っていただき、これからの高浜をどんなまちにしてい
くのか、一緒に考えていただくことが必要です。

また、総合計画では、SDGs(持続可能な開発目標)との関わりを整理し、実践に向けて、情報発信
を行いながら、皆でできることから進めることが必要です。

具体的な取り組み事項 計画

・新総合計画(案)を策定し、パブリックコメントを実
施します。

８月までに実施

・計画策定の進捗状況の積極的な情報発信に努
めます。

３月までに実施

・計画策定に並行して皆さんでできる内容につい
て検討し試行します。

２月までに実施

協働のまちづくりを支援する仕組みを見直します！
【担当 総合政策グループ】

「大家族たかはま」の一員として、楽しく語り合い、一緒にまちのことを考え、支えてくれる人を発掘
したいと考えています。次世代を担う若者たちの「やってみたい」「こうなればいいな」などの声がまち
づくりの原動力になるような仕組みを構築する必要があると考えています。

具体的な取り組み事項 計画

・若者の活動を支援するために市民予算枠事業
交付金制度の見直しを進めます。

１０月までに実施

・市民予算枠事業交付金審査委員会からの提言
に基づき、新たな視点で支援の仕組みを構築しま
す。

１０月までに実施

・就労しながらまちづくりに参加できる環境につい
て検討します。

２月までに実施
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定年年齢の引き上げにともなう条例整備等を行います！
【担当 秘書人事グループ】

令和５年４月１日から施行される地方公務員の定年年齢の引き上げに向けて、関係する条例等の
整備や対象となる職員に対する情報提供、制度運用に伴う意思確認、職員情報を扱うための人事情
報総合システムの修正などの準備を進めていく必要があります。

具体的な取り組み事項 計画

・条例及び規則案の作成を進めます。 ２月までに実施

・新たな制度の導入にともないシステムの修正を
行います。

３月までに実施

・制度に該当する職員への情報の周知等を図りま
す。

３月までに実施

行政手続きのオンライン化を進めます!
【担当 ＩＣＴ推進グループ】

国の自治体ＤＸ推進計画において、重点事項とされている「行政手続きのオンライン化」を進める
必要があります。市民の方がマイナンバーカードを用いて、スマートフォン、タブレット等の携帯端末等
で申請の負担を軽減できるようにします。

具体的な取り組み事項 計画

・オンライン化の手続きのための対応業務、各シス
テムの導入、改修の業務委託に取り組みます。

１月までに実施

・オンライン化の手続きの運用開始に合わせた市
民への案内を行います。

１月までに実施

・子育て関係（１５手続）のオンライン化の運用を
開始します。

２月までに実施



厳しい財政運営を乗り越えるための取り組みを継続実施します！
【担当 財務グループ】

市税収入は回復傾向にあるものの、扶助費等の社会保障関係費は年々増え続け、また、小学校長
寿命化改良工事等の大規模工事が数年続くため、市の財政はいっそう厳しい状況にあります。経常
経費の見直しなどに引き続き取り組むとともに、受益者負担の適正化に向けた検討を行うなど、歳入
歳出両面からの取り組みを進めます。

令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！
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総務部

具体的な取り組み事項 計画

・全職員一丸となって経常経費の削減に取り組み
ます。

１２月までに実施

・用途廃止した公有財産の売却を進めます。 ３月までに実施

・使用料の適正化に向けた仕組みづくりを行いま
す。

３月までに実施

公共施設総合管理計画（改定版）を策定します！
【担当 財務グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・見直し作業を進め、計画案を作成します。 １２月までに実施

・計画案に対するパブリックコメントを実施します。 １月までに実施

・公共施設総合管理計画（改定版）を完成させま
す。

３月までに実施

公共施設の大規模改修や施設設備の維持更新など公共施設の適正管理を計画的に進めるとと
もに、安定的な行財政運営の維持を図るため、「高浜市公共施設総合管理計画（改定版）」を策定
します。



マイナンバーカードの普及拡大に努めます！
【担当 市民窓口グループ】

国は、マイナンバーカードの交付を積極的に推進しています。交付率の向上に向けて、マイナンバー
カードで最大20,000円分のマイナポイントがもらえる取組を進めています。本市においても、マイナン
バーカードの普及促進に向け、市民の皆さんに利便性や安全性を周知するとともに、申請の機会を
拡大し、交付体制の拡充を図ります。

令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！
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具体的な取り組み事項 計画

・様々な媒体を活用し、カードの利便性を周知します。 ３月までに実施

・臨時のマイナンバーカード交付窓口を開設します。 ３月までに実施

・地域に出向く出張申請を推進します。 ３月までに実施

市民部

【東浦イオンモールでのマイナンバーカード出張申請受付キャンペーンの様子】
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家庭系ごみの減量を推進します！
【担当 経済環境グループ】

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活様式が変化し、家庭系ごみは増加傾向にあります。
リデュース（ごみになるものを減らすこと）やリサイクルの推進、食品ロスの削減など、生活を工夫して、
一人ひとりができることから取り組めるよう、周知を図り、協力をお願いしてまいります。

具体的な取り組み事項 計画

・食品ロス削減に向け、フードドライブを開催します。 ９月までに実施

・リサイクル率向上のための周知を図ります！ ３月までに実施

市税の徴収体制を強化します！
【担当 税務グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・現年度課税分の滞納者への一斉催告を行います。 ３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。 ３月までに実施

高い徴収率を維持するため、現年度課税分の滞納整理を早期に行い、翌年度に滞納を繰り越すこ
とがないように努めます。また、本市、安城市、西尾市の西三河３市による「徴税体制強化のための協
働体制」を構築し、愛知県の支援を受けながら、人材の育成を図ります。
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手話への理解を広め、手話施策を進めます！
【担当 介護障がいグループ】

高浜市手話言語条例の基本理念に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策を
通して、ろう者を含むすべての市民がお互いに尊重し合い、心豊かに共生することができる地域社会
の実現を目指します。

令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！

具体的な取り組み事項 計画

・市職員向け手話研修を実施します。 ８月までに実施

・啓発チラシを作成、配布します。 ８月までに実施

・事業者向けに手話通訳者派遣費用を助成します。 ３月までに実施

誰もが安心して住み慣れた地域で暮らせるよう見守り支援の
充実を図ります！ 【担当 福祉まるごと相談グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・認知症高齢者やその家族への新たな見守りサービス
導入に向けた検討を進めます。

３月までに実施

・まちづくり協議会や地域の活動に参加し、心配な方の
情報を収集します。

３月までに実施

・在宅医療・介護の連携ネットワークを活かし、ケアマネ
ジャーや医療関係者が把握した情報から、見守り支援に
繋げます。

３月までに実施

一人暮らし高齢者や認知症高齢者が安心して暮らし続けるためには、地域の協力や支援に加え、
それを支える福祉サービスも必要になります。

いち早く心配な情報を把握するために、関係者との見守り体制を強化し、新たなサービス導入につ
いて検討します。

福祉部



新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に実施します！
【担当 健康推進グループ】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び重症化予防を図るため、多くの市民に接種いただ
けるよう、国や県が示す接種方針に基づき、ワクチン接種を継続実施します

具体的な取り組み事項 計画

・国・県の接種方針に基づき、新型コロナウイルスワク
チンの接種を速やかに実施します。

４月までに実施

・新型コロナウイルスワクチン専用のコールセンターを
設置し、市民の方からの相談に対応します。

４月までに実施

・医師会、高浜豊田病院と連携し、接種体制を確保し
ます。

４月までに実施

がん患者アピアランスケア用品購入費の助成制度を創設します！
【担当 健康推進グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・アピアランスケア用品購入費の助成制度の開始に向
けて、準備を進めます。

４月までに実施

・アピアランスケア用品購入費の助成制度を開始します。 ７月までに実施

がん治療を受けている市民の経済的な負担を軽減するとともに、がんになっても自分らしく生活で
きるよう、医療用ウイッグ等の購入費助成制度を創設します。
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保育サービス等の充実を図ります！
【担当 こども育成グループ】

社会経済情勢の変化に伴う女性の社会進出の増加等により、子育てと仕事の両立を求める声は、
年々高まっています。

子育ち・子育てを総合的に支援するため、多様で柔軟な保育サービスの提供体制を整えていくこと
により、安心して子どもを産み、育てられる環境を充実させていくことが重要です。

令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！
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具体的な取り組み事項 計画

・いちごプラザ、みどり学園の機能移転を行います。 １２月までに実施

・吉浜北部保育園に総合保育システムを導入します。 ３月までに実施

・吉浜幼稚園東園舎改修工事のための実施設計を行い
ます。

３月までに実施

第３次生涯学習基本構想等の諸計画を策定します！
【担当 文化スポーツグループ】

具体的な取り組み事項 計画

・「第３次高浜市生涯学習基本構想」の策定を進めます。 ３月までに実施

・「第3次子ども読書活動推進計画」の策定を進めます。 ３月までに実施

・「女性活躍推進計画（後期）」の策定を進めます。 ３月までに実施

第７次総合計画の策定と連動しながら、「第３次生涯学習基本構想」の策定を進める必要がありま
す。社会教育委員会のほか様々な関係団体・機関と意見交換し、市の生涯学習に対する考え方を伝
え、計画の推進役を担っていただけるよう、情報共有しながら策定を進めます。

こども未来部



かわら美術館・図書館の運営の準備を進めます！
【担当 文化スポーツグループ】

令和５年４月（図書館機能は令和５年７月）供用開始を目指し、生涯学習、文化・芸術、産業・観光、
福祉・健康づくり、子育ち・子育て、教育、まちづくりなど、市民の皆さんの様々な活動を下支えできる
よう、「みんなで美術館」のさらなる推進、施設が持つ機能と融合しながら図書との出会いの機会を
広げていくための諸準備を進めます。

具体的な取り組み事項 計画

・指定管理者の募集・選定を行います。 １２月までに実施

・改修工事等により、運営の準備を図ります。 ３月までに実施

・市民等との意見交換や情報発信を行います。 ３月までに実施

9

【絵本の読み聞かせの様子】



道路ストック総点検事業の推進を図ります！
【担当 土木グループ】

舗装、道路付属物、橋りょうについて、修繕計画による点検・改修を実施し、施設の長寿命化を図る
とともに、緊急措置が必要な個所については、修繕による機能維持に努めます。

令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！
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具体的な取り組み事項 計画

・舗装修繕設計業務委託の早期発注に努めます。 ６月までに実施

・舗装修繕工事の計画的な発注に努めます。 ９月までに実施

・道路橋定期点検を実施します。 ３月までに実施

魅力ある都市空間を創出します！
【担当 都市計画グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・「高浜市空家等対策計画」に基づく空家等対策
の推進を図ります。

３月までに実施

・市営住宅の長寿命化の推進を図ります。 ３月までに実施

将来を見据えた快適なまちづくり、人々が安全に安心して生活できる都市づくりを創出する必要が
あります。そこで、空家問題に対する取り組み及び市営住宅の長寿命化計画の推進を実施します。

都市政策部



公共下水道整備工事の進捗を図ります！
【担当 上下水道グループ】

公共下水道（汚水）の整備率の向上のため、流域下水道（県事業）との整合を図り、事業計画の
変更を行い、計画的に事業を進めます。

公共下水道（雨水）についても同様に、浸水対策として、計画に沿って、事業を進めます。

具体的な取り組み事項 計画

・舗装復旧工事（前年度分）の発注をします。 ６月までに実施

・公共下水道整備工事を発注します。 ３月までに実施

・下水道事業計画（変更）の届出をします。 ３月までに実施

マイ・タイムラインのワークショップを進めます！
【担当 防災防犯グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・各小学校との調整を進めます。 ７月までに実施

・防災マップの活用を進めます。 ３月までに実施

・地震体験の活用を進めます。 ３月までに実施

地震や風水害に対する災害に備えて、前もって自分のとるべき行動をマイ・タイムライン（避難行動
計画）として決めておくことが必要です。

みんなで一緒に話し合って作成できるよう小学校児童向けのワークショップを進めます。

11



令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！
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教育委員会

学校施設の長寿命化に向けて取り組みます！
【担当 学校経営グループ】

高取小学校は、工期に遅れが生じることがないよう、また学校運営に支障のないよう安全確保に
留意しながら工事を進めます。

吉浜小学校は、来年度の工事発注に向けて実施設計の精査とともに、国への建築計画の提出等
を計画的に進めます。

港小学校は、今年度実施設計を完了します。

具体的な取り組み事項 計画

・高取小学校の長寿命化改良工事に着手します。 ７月までに実施

・吉浜小学校の長寿命化改良工事に向けて、設計図書
の準備を進めます。

３月までに実施

・港小学校長寿命化改良工事に向けて、実施設計の完
了と建築確認申請手続きを実施します。

３月までに実施

高浜版ＧＩＧＡスクール構想を推進します！
【担当 学校経営グループ】

具体的な取り組み事項 計画

・「個別最適化された学び」「主体的・対話的で深い学
び」「一人一台端末を生かした家庭学習」の実現を図りま
す。（学び方改革）。

３月までに実施

・教員研修の充実によりＩＣＴ活用指導力の向上を図りま
す。（教え方改革）。

３月までに実施

・「職場外アクセス機能の整備」「会議や研修会での
ペーパーレス化」「オンライン研修や会議等の推進」「共同
的な業務の推進」の実現を図ります。（働き方改革）

３月までに実施

昨年度に引き続き「学び方改革」、「教え方改革」、「働き方改革」を三本柱とする高浜版ＧＩＧＡス
クール構想推進を図り、主体的・対話的で深い学びをねらいとした授業改善に取り組みます。



議会運営と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は、市政の重要課題など案件の審議が円滑に行われるよう
に、適切かつ効率的・効果的な議会運営を行うことが必要です。また、政策立案や研修会など議員活
動にあたっては、情報収集や調査・研究・分析などのサポートが重要です。こうした議会運営や議会
活動をサポートするために、議会事務局の職員には、高い専門性と柔軟性が求められています。

令和４年度 こんなことに力を入れて取り組みます！

13

具体的な取り組み事項 計画

・市政の重要課題など案件の審議等が円滑に行わ
れるように、適切かつ効率的・効果的な議会運営をサ
ポートします。

年間を通じて

・本会議での議案質疑や委員会のあり方について検
討します。

９月までに実施

・政策立案や研修会など議員活動をサポートします。 年間を通じて

・近隣各市の議会事務局と事例検討や情報共有な
どを行い、職員力の向上を図ります。

年間を通じて

議会のデジタル化を進めます！

具体的な取り組み事項 計画

・本会議における資料のペーパーレス化を行います。 ９月までに実施

・タブレット端末の活用について研究します。 ９月までに実施

・オンラインを活用した会議の開催や視察・研修の実施
について調査・研究します。

３月までに実施

タブレット端末（令和２年１１月導入）を活用して、会議のペーパーレス化や議会活動の効率化等を
進めてきました。昨年度、実現できなかった本会議における資料のペーパーレス化のほか、タブレット
端末の活用について研究するとともに、コロナ禍や大規模災害時においても、議会としての責任を果
たしていくため、オンラインによる会議の開催や視察・研修の実施などについても調査・研究し、議会
のデジタル化を進めていく必要があります。

議会事務局
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