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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

高浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

愛知県高浜市 

 

３ 地域再生計画の区域 

愛知県高浜市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 高浜市は大手自動車メーカーを中心とする国内ものづくり基地である愛知県三

河地方の中心に位置し、本市域には輸送機器関連企業の生産拠点が多数立地して

いる。また、古くより日本最大の生産量を誇る三州瓦の産地（全国シェアの約 70％）

でもあるなど、第２次産業への就業者割合が 50.0％（平成 27 年国勢調査結果）

と日本一高く「モノづくりで働くまち」として発展してきた。 

 そうした背景の中、本市の人口は、1990年の 33,823人から 2020年には 49,111

人まで増加し、住民基本台帳に基づく 2022 年 4 月 1 日時点での総人口は 49,292

人となっている。 

 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計においても 2045 年まで人

口は増加傾向を続けるとなっているが、2020年 3月に改訂をした高浜市人口ビジ

ョンでは 2040年をピークに人口は減少局面に転じると推計をしている。また、新

型コロナウイルス感染症の影響もあり、2020 年実施の国勢調査結果では、2015年

実施の国勢調査結果と比べ、130 人の人口減少となるなど、国勢調査ベースでは

人口は減少に転じている。（2015年:46,236 人→2020年:46,106人） 

本市の人口の増減については、本市の特徴でもある第 2 次産業への就業者割合

の高さに起因する部分が大きく、第 2 次産業（特に輸送機器関連企業）の景気動

向が良好であれば、働く場所が確保され、人口は流入してくるが、景気が低迷す

ると人口流入は止まり、流出に転じるという傾向があり、戸建て住宅を有しない
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20代・30代でその影響が出やすくなっている。 

年齢３区分別の人口動態をみると、2022 年４月時点で年少人口（０～14 歳以

下）7,327 人（14.9％）、生産年齢人口（15～64 歳以下）32,486 人（65.9％）、

老年人口（65 歳以上）9,479 人（19.2％）となっている。高浜市人口ビジョンで

は、2011年には年少人口がピークを迎え、以降は横ばい・微減を続け、生産年齢

人口（15～64 歳以下）においても 2030 年にはピークを迎え、減少に転じるとし

ている。一方で老年人口（65歳以上）は年々増加し、2040年では後期高齢者とな

る 75歳以上人口が年少人口（０～14歳以下）を上回ると見込んでいる。 

本市の自然動態をみると、出生数は 2009 年の 516 人をピークに減少し、2021

年には 395人となっている。その一方で、死亡数は 2021年には 449人と年々増加

の一途をたどっており、2021年のおける出生者数から死亡者数を差し引いた自然

増減は▲54人（自然減）となっている。 

社会動態をみると、新型コロナウイルス感染症流行前の 2021 年には転入者

（3,215人）が転出者（2,785人）を上回る社会増（430人）であり、年々増加傾

向であった。しかし、新型コロナウイルス感染症が流行し、産業全体の景気低迷

による雇用機会の減少および外国人の入国規制に伴い、転入者が減少し、2020年

には▲56人の社会減となっている。新型コロナウイルス感染症による規制が緩和

されつつある 2021年では転入者がやや増加し、114人の社会増となったが、まだ

まだ以前のような状況には戻っていない。このように、本市の人口については、

出生数の減少（自然減）を補う社会増により年々増加してきたが、景気動向に左

右されやすいということが考えられる。 

少子高齢化による人口減少が進むと、税収減による行政サービス水準の低下や

空家、空店舗、工場跡地、耕作放棄地等の増加、担い手不足による地域コミュニ

ティの機能低下を引き起こすことが危惧される。これらの課題に対応するため、

本計画においては、【1】生産年齢人口の維持・増加を目指す、【2】結婚・出産・

子育ての希望を実現する、【3】超高齢社会など一歩先の時代を見据えた地域を構

築する、という３つの目指すべき将来の方向（基本方針）を定め、①しあわせづ

くり計画で、一人ひとりの想いが実現できるまち、②⾼浜版ネウボラで、妊娠期

から子育て期まで、子育てを応援するまち、③教育基本構想で、将来への希望に

満ち溢れた子どもを育むまち、④地域資源を活かし、産業が活性化するまち、⑤



 

3 

 

生涯現役でいられるまち、という 5 つの基本目標（総合戦略における創生戦略）

を掲げ、転出抑制による長期的な人口維持を図る。 

 

【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（2024年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 

高浜市に愛着や誇りを持っ

ている人の割合 
68.2％ 76％ 基本目標１ 

地域活動に参加したことが

ある人の割合 
63.5％ 70％ 基本目標１ 

市の情報発信に満足してい

る人の割合 
57.5％ 65％ 基本目標１ 

将来を⾒据えた財政運営が

⾏われていると思う人の割

合 

43.7％ 55％ 基本目標１ 

イ 

⼦どもを産み、育てやすいと

感じている人の割合 
66.7％ 70％ 基本目標２ 

高浜市婦人の会結婚相談部

におけるお見合い実施件数 
年間 9件 年間 50件 基本目標２ 

    

待機児童数 23人 0人 基本目標２ 

ウ 

地域や社会に関⼼をもつ子

どもの割合 
71.4％ 70％ 基本目標３ 

学習が将来、役立つと感じて

いる子どもの割合 
80.9％ 85％ 基本目標３ 

将来に夢・希望・目標を持っ

ている子どもの割合 
75.5％ 81％ 基本目標３ 

エ 

市内の法人数 946社 930社 基本目標４ 

製造品出荷額等 5,361.2 億円 6,227.7 億円 基本目標４ 

⾏政がかかわるイベントの

来場者数 
43,000人 100,000人 基本目標４ 

いきいき広場（総合相談窓⼝

）を知っている人の割合 
76.0％ 80％ 基本目標４ 

オ 

日常的に外出や運動を楽し

んでいる人の割合 
61.8％ 71％ 基本目標５ 

かかりつけ医を持っている

人の割合 
71.7％ 84％ 基本目標５ 
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高浜市内でボランティア活

動に参加したことがある人

の割合 

28.8％ 36％ 基本目標５ 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

高浜市まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア しあわせづくり計画で、一人ひとりの想いが実現できるまちにする事業 

イ ⾼浜版ネウボラで、妊娠期から子育て期まで、子育てを応援するまちに 

する事業 

ウ 教育基本構想で、将来への希望に満ち溢れた子どもを育むまちにする事 

 業 

エ 地域資源を活かし、産業が活性化するまちにする事業 

オ 生涯現役でいられるまちにする事業 

② 事業の内容 

ア しあわせづくり計画で、一人ひとりの想いが実現できるまちにする事業 

「まち」を活性化させる「ひと」の裾野を広げ、より多くの「ひと」

が「まち」に関係し、市民一人ひとりが「まち」のために自分には何が

できるのか、ということを考え、他人事ではなく「自分のまち」と１人

称で語れる「ひと」「まち」づくりを推進することで、本市に暮らす幸

せを実感し、この「まち」にいつまでも住み続けたいという想い・愛着

を高めることで、人口流出に歯止めをかけるとともに、将来の本市を担

う「ひと」を育むという好循環をつくりだすとともに、生活機能や経済

機能といった視点から、現在ある既存ストック（公共施設）をより効果

的かつ効率的に機能させるとともに、必要に応じて市民の生活圏域とし
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てつながりが強い近隣市町との連携により、地域の実情に応じた地域間

連携施策を推進することで上述の好循環をより加速させ、さらには、Ｉ

ＣＴの活用方法について研究し活用していくことで、各種施策をより効

率的・効果的に推進していく。 

     《具体的な取り組み》 

      ◎みんなでまちづくり事業、多文化共生事業、学び合い・高め合い事業、 

       たかはま夢・未来塾事業、たかはま歴史・文化保存活⽤事業 

 ◎地域内分権推進事業、情報発信パワーアップ事業、職員⼒ステップア 

  ップ事業 

      ◎公共施設総合管理計画推進事業、広域⾏政推進事業、ＩＣＴでまちづ 

       くり推進事業    等 

イ ⾼浜版ネウボラで、妊娠期から子育て期まで、子育てを応援するまちに 

する事業 

⼦育てと仕事の両立が図られ、⼦育て世代が経済的に自立しながら、

結婚・出産・⼦育てに希望を持ち、理想を実現できるよう地域ぐるみで

子育てを⽀援することで、「ひと」と「しごと」が調和し、「まち」を

活性化させる好循環をつくりだす事業。 

     《具体的な取り組み》 

  ◎妊娠出産包括⽀援事業、こども発達応援事業、⼦育ち・⼦育て⽀援推  

   進事業 

      ◎高浜市婦⼈の会結婚相談部活動⽀援 

      ◎保育サービス充実事業、⼦育ち・⼦育て⽀援推進事業    等 

ウ 教育基本構想で、将来への希望に満ち溢れた子どもを育むまちにする事 

  業 

将来の本市を担う次世代及びその親世代が生活の地として本市を選択

していただけるよう、本市らしい魅力ある「教育」を、若い子育て世代

が移住という決断を促すもっとも効果的なコンテンツと位置付け、将来

の本市を担う「ひと」の育成が、本市への新たな「ひと」の流れも生み

だす好循環をつくりだす事業。 

     《具体的な取り組み》 



 

6 

 

      ◎高浜カリキュラム推進事業、異校種間連携事業、たかはま夢・未来塾 

       事業   等 

エ 地域資源を活かし、産業が活性化するまちにする事業 

   本市への進出意欲を持つ企業の希望を実現し、また地域資源の発掘や

研鑽による魅力ある地域産業づくりに取り組むとともに、新たな取組へ

の挑戦や起業しようとする事業者の意欲向上や創業⽀援を積極的に⾏い、

かつ本市の魅力や取組みを発信していくことで、新たなチャレンジャー

を創出するという「しごと」が「ひと」を呼び込み、「まち」を活性化

させる好循環をつくりだす事業。 

     《具体的な取り組み》 

      ◎企業誘致事業、ＳＢＰ活動推進事業 

  ◎地場産業振興事業 

  ◎観光推進事業 

  ◎障がい者の地域生活応援事業、生活困窮者自⽴⽀援事業    等 

オ 生涯現役でいられるまちにする事業 

   高齢化を単なる課題として捉えるのではなく、地域社会の大切な担い

手として捉え、超高齢化に対応する地域包括ケアシステムや健康課題に

高齢者自らが積極的に取り組む仕掛けを充実させ、高齢者がいつまでも

健康でいきいきと意欲的に活躍する生涯現役のまちづくりを推進するこ

とで、「まち」を支える「ひと」がいつまでも健康でいられる好循環を

つくりだす事業。 

     《具体的な取り組み》 

      ◎生涯現役のまちづくり事業、健康づくり応援事業 

      ◎生活困窮者自⽴⽀援事業、地域包括⽀援センター運営事業、権利擁護     

       推進事業、地域医療振興事業、在宅医療・介護連携推進事業、認知症 

       総合⽀援事業、介護⼈材確保・育成等事業、認知症高齢者等⾒守りＳ 

       ＯＳネットワーク事業、生活⽀援体制整備事業     等 

    ※なお、詳細は髙浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 
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④ 寄附の金額の目安 

15,000千円（2022～2024年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度７～８月に実施する総合計画の進捗管理を行う「総合計画推進会

議」にて、総合計画の進捗管理とあわせて効果検証を行い、翌年度以降の

取組方針を決定する。検証後速やかに本市公式ホームページ上で公表する。

また、本市議会にも事業の進捗の情報提供を行う。 

⑥ 事業実施期間 

地域再生計画の認定の日から 2025年 3月 31 日まで 

 

 

６ 計画期間 

地域再生計画の認定の日から 2025年 3月 31 日まで 


