「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 30 年度 高浜市では、
こんなことに力を入れて取り組んできました！

部長の
実行宣言！
【今年度の振り返り】



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」といった取組項目や推進の決意を「部長の実
行宣言」として８つの部局ごとにとりまとめ、H30 年４月に公表しました。



１年間の取組みを振り返り、成果・課題を今後につなげていくため、今年
度の取組状況について紹介します。

平成 30 年度 高浜市では、
こんなことに力を入れて取り組んできました！

部長の実行宣言！【今年度の振り返り】
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２．平成３０年度

こんなことに力を入れて取り組んできました！

【今年度の振り返り】

※各部局で出た今年度の課題解決等については、平成 31 年 4 月下旬発行予定の
「平成 31 年部長の実行宣言」内のアクションにて具体的な方針を示します。
※組織名は平成３０年度のものです。
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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、総合政策グループと人事グループ、ＩＣＴ推進グループ、の３つのグル
ープで構成しており、主に、
「市政全般の企画調整・総合計画」、
「地域活動の支援」、
「広報及び広聴」、
「情報の管理」、
「各種統計」並びに「ＩＣＴ化の推進や業務改善」
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、高浜市
が目指すべき姿「思いやり

支え合い

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、それぞれのチカラを高め、協働しながら、未来を
切り開いていく取組みを進めるとともに、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「公共施設総合管理計画の推進」、
「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」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。
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市民総合窓口センターの使命・役割を教えてください！
 市民総合窓口センターは市民に身近な窓口として、市民窓口グループ、市民生活
グループ、税務グループの３グループで構成しています。
◆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、医療費助成に関すること。
◆市民生活グル―プの主な仕事
環境、公営住宅、市民相談、いきいき号に関すること。
◆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。
 市民総合窓口センターは、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、ごみの処理
など環境美化保全業務など、市民の皆さんに最も身近な窓口です。
 業務の性格上、市民の皆さんの個人情報が集まる場所であることから、徹底した情
報管理が求められる部署になります。

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、介護保険・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。
 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めざし、全ての世代の健康増進を図るとともに、高齢になって
も、障がいがあっても尊厳を持って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す。
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都市政策部の使命・役割を教えてください！
⇒

 都市政策部は、5 つのグループで構成された組織です。都市整備グループは「道路、
河川、公園、緑地等に関すること」、上下水道グループは「上水道、下水道に関する
こと」、地域産業グループは「農業、商業、工業、観光業務並びにコミュニティ・ビ
ジネスの創出・支援等に関すること」、企業支援グループは、「工業用地の確保、企
業誘致・支援等に関すること」、都市防災グループは「防災・防犯並びに交通安全等
に関すること」に取り組んでいます。
 市民の皆さんが安全で安心して快適に暮らせるための社会資本施設の整備を計画的
に進め、その機能の維持・保全に努めます。防災・防犯・交通安全は、関係機関との
連携を図り、市民の皆さんのご理解とご協力をいただき、各種の施策を実践し、災害、
犯罪等に強い地域づくりを目指します。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、工業用地の創出、企業支援施策等の展開に
よる雇用の創出など、まちに活力を生み出すための取り組みが使命・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し、
義務教育全般に関することに取り組んでいます。
「教育委員会や総合教育会議の開
催」「教育基本構想」「学校教育支援」「学校施設管理」などを通して、子どもたち
の健やかな成長に寄与することを使命としています。

 教育の目指すところは、
「生きる力」を育むことであり、高浜教育のキーワードは
「１２年間の学びや育ちをつなげる」ことです。そのため、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と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４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
の皆さん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
 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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補佐しています。
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平成３０年度 企画部では、
こんなことに力を入れて取り組んできました！
【今年度の取組成果・課題について】
組織体制の見直しを図ります！【担当

人事グループ】

組織のフラット化と職員の効率的な活用を目的としたグループ制を導入して１０年以上が経過しました。効
率的な活用には一定の成果が出ている一方で、フラット化については人材育成の面から見直す時期に来ていま
す。そこで、現場での人材育成を促進させ、かつ、市民にわかりやすい組織体制へと変革します。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

１２月 ◇組織体制見直し案の検討・決定をします。
完了
３月
完了
３月
完了

◆組織体制の見直しは、現行の組織体制の課
題である、小人数グループの統廃合やグル
ープ内での協力体制等を軸として、合理
化、効率化、明確化を図るための見直し案
を作成し、新組織体制の決定、条例等の整
備を行いました。

◇組織体制見直しに係る整備条例案を議会へ提
出します。
◇庁舎内の案内表示板や配置などを変更しま
す。

積極的な情報発信と対話の場をつくります！
【担当 総合政策グループ】
時代の流れにあわせ、広報紙の内容や情報発信手段の見直しを随時行ってきましたが、市民の皆さまと
情報を共有し、市政をご理解いただくには、さらなる情報発信の強化が必要であると考えます。そこで、
既存の媒体のさらなる活用・見直しを行うとともに、市民と情報を共有する場を創出します。

具体的には…【計画と実行状況】
８月
完了

平成３０年度を振り返って【成果・課題】
◆市の情報を発信する「人」と「場」つくり
を行ってきました。こうした取組みに関わ
っていただける人や情報発信の場、機会を
増やすことが大切であると考えています。
今後も多くの「人」が参加したくなるよう
な仕掛けを時代の変化にあわせ、検討して
いきます。

◇市民記者制度を導入します。

９月
完了

◇「たかはま未来カフェ」を実施します。

順調

◇「
（仮称）若者会議」の仕組みを構築、実施し
ます。

◄たかはま未来カフェ
のようす
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電子タブレット端末を活用した窓口通訳サービスを実施します！
【担当 ICT 推進グループ】
近年、高浜市では外国人住民の数が急激に増加しています。日本語を話すことができない外国人住民に対
し、円滑な行政サービスを提供できるよう、幼・保・小・中学校や各種イベントなど様々な機会でスムーズ
な会話ができるよう多言語通訳サービスを導入します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
３月
完了

◆多言語通訳サービスの実証実験を小中学校
等を対象に実施しました。実験の結果、ニー
ズに合ったシステムの導入が必要であるこ
とが分かり、小中学校には日常会話程度、市
役所の窓口には行政用語に対応した通訳サ
ービスなど各窓口に適したものとしました。

◇多言語通訳サービスを開始します。

ペーパーレス会議システムを導入します！【担当

ICT 推進グループ】

高浜市では業務改善の一環として、文書のデータ化による紙文書の削減を進めてきました。紙媒体の新規
発行を抑制し、さらなる印刷コストの削減や資料の保管場所の削減、情報共有の迅速化、紛失防止・環境対
策等を図っていくため、ペーパーレス会議システムを導入します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】

◆当初は１０月からのシステム導入を計画し
準備を進めていましたが、12 月中旬にシス
テムがリリースされるとの情報を入手した
ため、再度、セキュリティ、拡張性、費用面
について既存システムと比較検討して導入
予定時期を遅らせました。

遅延 ◇ペーパーレス会議システムを導入します。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆情報発信は、市民記者制度の創設、たかはま未来カフェの開催、高浜市広報戦略を策定しました。広報戦
略では、今後、市として実践していくべき広報活動のあり方をまとめました。戦略に基づき、H31 年度
に公式ホームページのリニューアルのための予算を計上しました。
◆組織体制の見直しは、現体制の課題を踏まえ、各部、各グループの事務内容範囲や名称等の見直しを行い
ました。今後は、人材育成ややらされ感のない職場環境への向上が図られるための取り組みに、注力した
いと考えています。
◆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モや先行自治体の
調査等導入に向けた準備を進め導入をいたしました。ペーパーレス会議の運用については、現状の会議の
運用自体の見直しも必要であると考えています。
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平成３０年度 総務部では、
こんなことに力を入れて取り組んできました！
【今年度の取組成果・課題について】
公共施設総合管理計画推進事業を着実に進めます！
【担当 行政グループ】

「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む必要があります。
【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】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

順調

◇新校舎での授業開始に向けた準備を進めま
す。
（高浜小学校等整備事業）

◆「高浜小学校等整備事業」は、第一期工事
（校舎棟の整備）が完了しました。

遅延

◇民間事業者によるスポーツの拠点運営開始
に向けた準備を進めます。
（勤労青少年ホーム跡地活用事業）

◆「勤労青少年ホーム跡地活用事業」は、跡
地から瓦くず等の廃棄物が見つかり、テニ
スコートの供用開始が計画より遅れていま
す。

引き続き市役所本庁舎整備事業を進めます！
【担当 行政グループ】

二期工事（会議棟・駐車場整備）期間中は、来庁者駐車場が減少するなど市民の皆さんには、ご不便をおか
けしました。特に平成 30 年５月の１か月間は、来庁者駐車場が全面使用できなくなる期間が生じましたが事
前周知の徹底、適切な誘導を行い、来庁者のご不便を出来る限り少なくしました。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】

６月
完了

◆二期工事（会議棟・駐車場の整備）が完了し
ました。
◆会議棟は駐車場からの移動が便利なため、期
日前投票所や確定申告会場等に使用してい
ます。会議棟及び駐車場を使用したオニマル
シェも開催し、地場産業や観光など当市の魅
力の情報発信も行いました。

◇会議棟および駐車場の整備を円滑に進め
ます。

◄市役所会議棟及び駐車場を
使用したオニマルシェ
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「受益と負担」の見直しを進めます！
【担当 財務グループ】
公民館など公共施設の維持管理・運営に要する費用は、施設を利用される方（受益者）の施設使用料と施
設をされない方（非受益者）の市税負担等で賄われています。使用料の算定方式や見直しの時期など基準を
定め、施設使用料算定の明瞭化、公平性、透明性を図る必要があります。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

３月
完了

◇公共施設の指定管理者等との協議を行い
ます。

順調

◇新たな施設使用料（案）の算定を行いま
す。

◆見直しに向け、公共施設の指定管理者等との
協議を進め、施設別の利用率や決算額の調査
を行いました。調査結果を踏まえ、使用料の
改定（案）を作成しました。

「経常経費」を見直します！【担当

財務グループ】

今後見込まれる公共施設老朽化をはじめとする行政需要や社会経済の変化に対応していくためには、財政構
造の弾力性を確保する必要があります。
当初予算の編成においても財政需要が大きくなっており、予算編成の厳しさが増しているため、経常経費の
見直しは欠かせません。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
３月
完了

◇経常経費見直し方針を作成します。

遅延

◇経常経費の見直しを段階的に平成３１年
度当初予算に反映します。

◆平成 31 年度当初予算編成の過程を通じて、
見直し対象となる経常経費の見える化など
を行い、方針を作成することができました。
しかし、平成 31 年度当初予算編成から反映
することはできませんでした。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
－学校を地域コミュニティの拠点に！－
◆学校は、本市の公共施設の総面積の約 45％を占めるとともに、日常生活圏域にあります。地域の拠点と
してこれからも維持存続させ大切に使っていく施設です。地域で一番大きな学校を地域コミュニティの拠
点として位置付け、
「まちづくり」につながるように取り組んでいます。
◆そうしたなかで、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」の第一期工事（校舎棟の整備）が完了し、平成 31 年４月から新校舎での授業が始まります。あ
わせて、地域交流施設「たかぴあ」の一部（公民館機能・木工工房・パソコン工房）がオープンします。
◆平成 31 年度以降、児童センター及び地域交流施設（メインアリーナ、サブアリーナ）の整備が始まりま
す。
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平成３０年度 市民総合窓口センターでは、
こんなことに力を入れて取り組んできました！
【今年度の取組成果・課題について】
総合窓口の体制を見直します！【担当

市民窓口グループ】

“市民窓口アンケート”でのご意見・ご要望等を踏まえ、常に窓口の改善に努めているところですが、よ
り良い窓口サービスを構築するため、窓口体制の見直しを図ります。
また、新たな窓口サービスとして、マイナンバーカードを活用した“コンビニ交付”と申請書不用の“タ
ブレット申請”を開始していますが、このサービスの利用度を上げることにより、
“待ち時間の短縮”
“申請
にかかる手間の軽減”が図られ、さらなる行政サービスの効率的な提供に繋がることから、引き続きマイナ
ンバーカードの普及対策を講じていきます。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
順調 ◇正確・迅速な窓口対応を目指すＯＪ

◆総合窓口が非常に混雑することに対し、市民総合
窓口センター及びＩＣＴ推進グループが連携し
て、来庁者の待ち時間を極力なくすための動線・
案内表示の改善を実施し、ゴールデンウィーク及
び年末年始の混雑時を混乱なく乗り切ることが
できました。

Ｔ研修を実施します。
６月 ◇総合窓口を含むレイアウトの再検
完了
討を行います。

順調

◇マイナンバーカードの交付率
１０％（対人口）を目指します。

滞納額が高額にならない取り組みを実施します！【担当

税務グループ】

税の滞納は一部の高額滞納と多数の少額の滞納により構成されていることから、これまで滞納額を減ら
すために「額の対策」を中心に実施してきましたが、今後は、滞納額が高額にならないよう早期催告の実
施など滞納者そのものを減らす「数の対策」を実施していきます。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

◇納税相談記録や納付誓約の履行等を個別
に管理し早期催告等を実現するため、平成
順調
３１年度中の稼働を目標に「滞納整理シス
テム」の導入を進めます。
◇公平・公正な賦課及び徴収を実施するため
若手職員を中心に法制執務等の研修を実
順調
施します。
◇生活困窮者支援窓口等との連携や執行停
止制度の適用、愛知県、西三河地方税滞納
順調
整理機構との連携など納税者に最適な相
談支援体制を確立します。

◆「滞納整理システム」は契約が終了し、ハー
ド整備及び平成３１年度実施するデーター移
行についての打ち合わせが終了しました。
◆国税ＯＢ職員である徴収指導員による研修
で、新人職員を含め若手職員のスキルアップ
を図ることができました。
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電子化による事務の効率化を図ります！【担当

税務グループ】

各種証明書の電子申請、確定申告の電子申告、土地・家屋台帳の電子閲覧など、課税資料の電子化やマイ
ナンバーの普及状況、費用対効果の観点から検討し、これまで紙ベースを基本としていた課税事務のペーパ
ーレス化と効率化を目指します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】
具体的には…【計画と実行状況】
７月
完了 ◇土地・家屋台帳の電子閲覧を実施

します。

３月 ◇確定申告の電子申告の普及活動を
完了

実施します。
◇各種証明書の電子申請の検討を行
順調
います。

◆長年の課題であった、土地台帳、家屋台帳の電子化が
完成し、窓口においてもパソコンでの閲覧が可能とな
り、利用者の利便性が向上しました。
◆税務署と協力をして、確定申告の電子申告の普及を図
るとともに、申告会場においても、電子申告に必要な
マイナンバーカードの普及を行いました。

さらなるごみの減量化に向けた取り組みを進めます！
【担当 市民生活グループ】

ごみ減量の数値目標の達成のためには、さらなるごみ減量の取り組みが必要です。分別収集のあり方
や可燃ごみ袋の有料化など、町内会や生活環境問題研究会と連携し、検討を進めます。
また、外国人が増加している中で、ごみ関係（可燃ごみ、分別収集）の学習機会や情報提供について
検討します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
◇外国語に対応したスマートフォン
向け分別アプリの構築・運用を開
一部
遅延
始します。
◇ごみの減量化を目指し、可燃ごみ
指定袋の有料化を検討するととも
順調 に、有料化による財源を活用した
町内会支援策を検討します。

◆2 月 1 日からスマートフォン向けの分別促進アプリの
運用を開始しましたが、日本語のみの対応となってい
るため、現在、外国語に対応するよう作業中です。
◆更なるごみの減量化を目指し、平成 31 年 7 月 1 日か
ら可燃ごみ指定袋の有料化を実施します。また、有料
化による財源を活用した町内会支援策も併せて実施し
ます。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆１階窓口については、一つひとつ改善を重ねてきたことから、来庁者の待ち時間の短縮を図ることができ
たと考えています。
◆また、自主財源である市税の徴収率向上のため、西三河地方税滞納整理機構への職員の派遣や徴収担当経
験のある国税ＯＢを徴収指導員として任用し、内部研修を行うなど徴収業務における職員の専門性を高め
ることができました。
◆ごみ関係については、更なるごみの減量化及び市民の皆さんのごみに対する意識改革をお願いするため、
可燃ごみ指定袋の無料配布を廃止するとともに、町内会に対する支援も実施します。また、ごみ減量地区
説明会でいただいた意見を踏まえ、広報、ホームページなどの媒体を利用し、これまで以上にごみ減量に
対するＰＲに努めていきます。
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平成３０年度 福祉部では、
こんなことに力を入れて取り組んできました！
【今年度の取組成果・課題について】
未来を担う子どもたちの健やかな成長を応援します！
【担当 地域福祉グループ】

子どもの将来がその生まれや育ちによって左右されず、健やかに育つ環境づくりが求められます。子どもの
貧困の連鎖を防ぐためには、学習支援を始めとした様々な支援が、個々の成長段階に応じ、関係機関の共通認
識のもと実施されることが必要です。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

３月
完了

◇子どもの学力向上と社会的自立に向け、学
習等支援事業「ステップ」及び「ステップ
ジュニア」を小学校４年生から高校生まで
を対象に実施します。

２月
完了

◇こども貧困対策会議を開催し、関係機関と
の情報共有を図るとともに、課題解決に向
けた方策を検討します。

◆本年度からいきいき広場で実施している、
小学生の学習支援事業「ステップジュニ
ア」では、食事やイベントをとおして「ス
テップ」との交流の機会を持つことができ
ました。また、社会的自立に向け、進学や
就職に向けた節目となる中学、高校卒業予
定者の進路確認と相談支援を行いました。

介護人材を確保・育成します！
【担当 介護保険・障がいグループ】

厚生労働省の推計では、2025 年には約 38 万人の介護人材が不足すると見込まれており、介護人材を質・
量の両面から確保していくことは本市の事業所においても課題となっています。市と事業所が連携し、介護人
材の確保、育成に計画的に取り組みます。

４月
完了

３月
完了

３月
完了

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

◇市内事業所と地域包括支援センターによ
る「介護人材確保・育成等プロジェクト」
を立ち上げます。

◆介護人材の確保・育成に向け、年度当初に
計画した介護職員等研修プログラムの策定
とパンフレットの作成を行うことができま
した。

◇介護職員等研修プログラムを策定します。
◆今後も市内事業所と協力し、介護サービス
全体の質の向上に取り組んでいきます。

◇求人情報やボランティア情報を掲載した
パンフレットを作成します。
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高齢者の健康づくり、認知症予防を支援します！
【担当 健康推進グループ】
高齢化の進展により認知症の増加が予測されることから、早期発見、早期支援とともに、自ら活動する機会と地域で支
えるしくみが必要です。高齢者の皆さんが地域の中で健康づくり、認知症予防に気軽に取り組めるよう支援していきます。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
順調 ◇認知症予防スタッフの協力のもと、高齢者

◆健康づくりでは、健康自生地フェスタとチョ
イと健康フェスティバルを共同実施すること
で、多くの市民の皆さんに健康について興味
をもっていただくことができました。また、
平成３０年度は新たに４ケ所の健康自生地が
社会資源として加わりました。

の方が地域の中で取り組むことが出来る、
認知症予防のモデルを作ります。
順調 ◇認知症予防活動に参加された方が自主的に
活動出来るよう、継続して支援します。
３月 ◇高齢者の交流の場「健康自生地」をさらに
充実させます。
完了

就学前からの切れ目のない支援を行います！
【担当 健康推進グループ】

子ども達は小中学校の集団生活の中で成長していきますが、発達面からのアプローチが必要なこともあります。
本人そして保護者に寄り添い、支援するためには、教職員の発達支援に対する専門性を高めることが必要です。

平成３０年度を振り返って
【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
３月
完了

３月
完了

◇小児科の専門医をアドバイザーに迎え、教職員を対象と
した事例検討を重ねることで、教員の発達支援に対する
専門性を高め、現場で活躍できる人材を育成します。
◇小児科の専門医による就学相談をいきいき広場（こども
発達センター）で実施し、就学に備える保護者の不安に
対応していきます。

◆小児科医師による具体的なアド
バイスや事例研究の実施をとお
して、教職員が児童と保護者へ
の関わり方を学び、発達支援に
対する専門性を高めることにつ
ながりました。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆介護保険事業計画は３年毎に見直しを行い、平成３０年度から第７期計画がスタートしました。計画では
取組みの基本理念を「みんな健康 まるごと家族 たかはま」とし、高齢者だけでなく障がいのある方、
子育て家庭、生活困窮の方など支援を必要とする全ての人が、地域の中で安心して暮らすことができるよ
う、いきいき広場を拠点に施策を展開してきました。
◆アクションとして取り組んだ未来を担う子どもたちの健やかな成長を応援する学習支援事業「ステッブ」、
「ステップジュニア」の取組み、就学前からの切れ目のない支援を行う発達支援に対する専門性を高める
取組み、高齢者の健康づくり、認知症予防の取組みは、いずれも地域の中で生涯に渡る継続した支援を目
指すものです。
◆また、アクションに掲げる項目の他、産婦健診の拡大実施や愛知県の「オレンジタウン構想」に基づく県
からの受託事業として、コグニタウン事業を実施し、認知症に理解の深いまちづくりの実現にも取り組み
ました。
◆今後は、人づくりとして開始した介護人材の確保・育成事業についても各種施策を実施していきます。
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平成３０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きました！
【今年度の取組成果・課題について】
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、図書館は絵本・児童図書の活用など「子どもに特化」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、展覧会重視から移行し、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、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、高浜市らしさを活
かした今後の施設運営のあり方案について、市民の皆さんや関係団体とともに意見交換を行っていくことが
大切です。
平成３０年度を振り返って【成果・課題】
具体的には…【計画と実行状況】
◇図書館は機能移転を念頭に、
複合化・集約化による効果を
意識し、機能移転先や機能移
遅延
転後の運営のあり方案をまと
めます。
◇美術館は、指定管理期間満了
後（平成 33 年度～）のあり
遅延 方について、選択肢案をまと
めます。

◆図書館については、図書館ボランティアを中心とした「図書館の
あり方を考える会」において、今後の図書館に求められる機能や
目指す姿について意見交換を始めました。
指定管理期間（2019.4～2021.5）を意識しながら、あり方（案）
をまとめていきます。
◆美術館については「みんなで美術館」の実現に向け、市民や瓦業
界等と連携した取組みが緩やかに広がっています。しかし、指定
管理期間満了後のあり方について、選択肢案をまとめるまでには
至っていないため、引き続き、市や市民にとって必要な機能等の
抽出や課題整理等を行い、平成 31 年度中には選択肢案をまとめ
ていきます。

高浜小学校地域交流施設の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、公共施設のあり方のモデルとなるよう、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
まなび・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。
平成 31 年 4 月の一部（公民館機能）供用開始に向け、関係団体を交えながら運営方法や運営体制等につ
いての検討、利用受付などの供用開始準備を進めていくことが必要です。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

◇運営方法案などについて検
討を進めるため、関係団体
等を交えた意見交換の場を
設けます。
◇施設の運営主体を選定しま
す。
◇複合化・集約化される大山
公民館等について、定期利
用者向け説明会を開催しま
す。

◆施設の機能にゆかりの深い関係団体等で構成する「地域交流

順調
１０月
完了

１１月
完了

施設の運営を考える会」で意見交換を重ね、施設の基本的事
項や利活用に関するアイデアをまとめるとともに、利用申請
受付を開始することができました。また、考える会のアイデ
アから、愛称募集や内覧会の実施など、市民の皆さんに関心
や親しみを持っていただける工夫にも取組みました。
◆愛称が「たかぴあ」に決まりました。愛称に込められた想い
「多くの人が集い、心豊かな交流や高浜市の夢を育む施設」
になるよう、市民の皆さんとともに育てていきたいと思いま
す。
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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、「高
浜市子ども・子育て支援事業計画」に沿って、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。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
１１月
完了
順調
順調

◇吉浜北部保育園園舎の耐力度調査を
実施します。
◇（仮称）たかとりこども園の開園に
向けて準備を行います。
◇高浜幼稚園の民営化及び認定こども
園化の移管事業者を募集します。

◆公立幼稚園及び公立保育園の民営化及び認定こど
も園化に取組み、待機児童ゼロに向けて、順調に
準備を進めています。引き続き、3 歳未満児の受
入れが拡充できるように進めていきます。

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り組みが重要です。子育て中の親子や児童が気軽に利用でき、自然に異年齢
や世代間交流できる場がうまれ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】
９月
完了

◇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。

２月
完了

◇地域向け子育ち・子育て支援講
座を実施します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

◆地域向けの研修や講座を開催し、子どもや子育て家庭
を取り巻く環境変化についての情報提供を図りまし
た。引き続き、研修等を行い、一人でも多くの方に協
力者になっていただけるよう、働きかけていきます。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆高浜市地域交流施設（愛称「たかぴあ」）では、集会室・和室などの第１期共用開始にむけて、関係団体
との意見交換を重ね２０１９年４月１日にオープンすることができました。引き続き、児童センター機能、
体育センター機能ついても２０２１年９月の第２期共用開始に向け運営方法等について、市民の皆さんを
交えた検討を行っていきます。
◆今年度は高取幼稚園・高取保育園を統合した民営化による認定こども園 「たかとりこども園」の開園準
備や、高浜幼稚園の民営化・認定こども園化に向けた移管事業者の決定など保育環境整備準備に努めまし
た。今後も子育ち・子育てを総合的に支援するため、「子ども・子育て支援事業計画」に沿って、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、育てられる環境を整え、
待機児解消の目標達成に取り組むことが重要だと考えています。
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平成３０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きました！
【今年度の取組成果・課題について】
工業用地の創出を着実に進めます！
【担当 企業支援グループ・都市整備グループ】
まちの元気を生み出すには、地域経済の活性化並びに地域雇用の安定を図ることが必要です。新たな工業
用地の創出により企業ニーズに応え企業の立地を促進し、雇用場所の確保や税収の確保により財政基盤の安
定化を図ります。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
◇税制改正による国の支援措置を踏まえて、企
業への支援施策の見直しを図ります。
◇豊田町三丁目地区は、1 月末の造成工事完了
を目指して、開発主体の愛知県企業庁や関係
３月
機関との連携を図り進めてまいります。地区
完了
周辺の歩道設置や排水路改修を行ないます。
◇小池町地区は、早期の造成工事への着手を目
指し、開発主体の民間事業者との協議・調整
遅延
を進め、事業実施に必要となる都市計画など
の手続きを支援します。
順調

◆豊田町地区の造成工事については、工事の
進捗状況に応じた情報発信を含め、順調に
進捗することができました。なお、今後の
企業の景気動向や産業構造の変化などを
把握し、必要に応じた支援を検討すること
が、今後は必要であると考えます。

災害発生に備え、総合的、機動的な防災対応が
図られるような取り組みを行います！【担当 都市防災グループ】
大規模災害発生時、初期段階の対応によって被害の拡大を防ぐことに繋がります。市職員の初動対応と災害
対応力の強化を図る必要があると考えています。事業者との連携・協力体制をつくることで、地域の防災対応
力をより実践的なものとすることが必要です。また、昨年度末の市内の空家状況は 295 件で、空家のもたら
す様々な課題に対応するための対策が必要になっています。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】

順調

◇商工会（事業者）等との連携を図り、発災時
の課題や役割について整理・確認を行ない、
協力体制の強化を図ります。

◆取組みに関しては、ほぼ計画通りに実施で
きたと実感していますが、次年度も関係者
と連携を図りながら各種防災対策に取組
むとともに、空家については計画に基づき
対策を進める必要があると考えます。

順調 ◇職員の災害対応力の強化を図るため、初動対

応、各班別等の対応マニュアルを見直し、実
践に即した訓練を行ないます。
順調

◇空家等対策計画策定協議会を組織し、空家等
対策計画の策定に取り組みます。
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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 都市整備グループ・上下水道グループ】
産業や生活の基盤となる施設の整備・修繕を計画的に進め、安全・安心で快適な社会基盤の確保を目指しま
す。また、整備や修繕に必要となるコストの平準化を意識し、特定財源の確保に努めながら事業を推進して行
くことが必要であると考えています。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

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、豊田町の
工業用地創出事業に関連する市道の歩道改
良、道路改良等の工事を行ないます。
◇橋梁・舗装の点検結果に基づき、平松橋の
修繕及び市道碧南高浜線外 2 路線の舗装修
遅延
繕を行ないます。
◇高浜配水場の自家発電設備及び緊急遮断弁
の更新を行ない、安定した水道水の供給に
順調
努めます。

順調

◆インフラ整備に関しては、予定していた工
事・修繕のうち、舗装修繕１路線を除き、
ほぼ計画通り完了することができました。
残りました舗装修繕については国費配分の
動向を踏まえ、進めてまいります。

将来を見据えた産業の活性化、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 地域産業グループ】
瓦製造組合は、新たな販売戦略としてアイドルユニット「ｄｅｌａ」による三州瓦の販売促進を図られてい
ますが、引き続き地場産業として支援をする必要があります。高校生のＳＢＰ活動は、生徒の奮闘と地域の事
業者の理解と協力により一定の成果につながりました。今後の活動も将来の人材の育成、まちの賑わいの創出
等にもつながると考えています。ジャンボ落花生は、安定した収量の確保と加工品としての確立が必要です。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

◇瓦製造組合が取り組まれる瓦の優位性のＰＲ
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ＳＢＰ（ソーシャル・
ビジネス・プロジェクト）事業を支援し、新た
順調
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
の支援と加工品としての商品化へつなげる支
順調
援を行ないます。
順調

◆三州瓦支援、ＳＢＰ事業、ジャンボ落
花生の各アクションは順調に進んだと
実感していますが、目的達成までには
時間を要することから今後も各団体等
への継続的な支援は必要と考えます。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆都市政策部の業務は多岐に渡ります。そのため、課題解決に向けては５グループの部内連携を、モットー
に進めてまいりました。その結果、４つのアクションについては、部内連携による成果もあり、ほぼ計画
通り進めることができたと思います。遅延となった点についても、早急に解決に向け取り組んでいくとと
もに、まちの活力を生み出すための取組みを引き続き実践していきたいと考えます。
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平成３０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きました！
【今年度の取組成果・課題について】
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」という意識をもち、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。
学びや育ちをつなげるために、子どもが行事等で交流し、子ども同士が互いの学びや育ちについて理解を
深めます。また、教員が互いの授業や保育を参観し情報交換をすることで、教育観や指導法理解を深めます。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
１月
完了

◇異校種参観の充実・同校種参観の設定を
行います。

２月
完了

◇異校種参観シートの集約と活用を行いま
す。

３月
完了

◇異校種間連携事業の整理と充実を行いま
す。

◆学校・園の教員が事業の意義を理解し、それ
ぞれの指導に生かした取組を実施しました。
子どもの主体的な姿が見られる事業となる
よう、今後も継続して推進していきます。

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】

地域に関心をもったり、主体的な学びができたりする高浜カリキュラムの構想が課題です。
地域に関心をもつには、高浜の人・こと・ものを学び、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有用感を高めます。主体的な学びには知識の獲得や、それを活かす思考力が重要です。
そのため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】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

◇教科の目的を達成する ICT 活用授業実践
の集約を実施します。
遅延
順調

◇外国語の小中連携を図る CAN-DO リス
トを作成します。

順調

◇高浜版プログラミング教育における全体
構想を立案します。

◆小・中学校の連携を鑑みた取組として、高
浜版プログラミング教育とＣＡＮ－ＤＯリ
ストを活用した外国語教育を高浜カリキュ
ラムの中に位置づけました。新しい教育課
題に適切に対応する教員の力量向上が課題
となっています。
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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】

支援の必要な児童生徒の特別支援ファイルの作成と引き継ぎを確実に行うことと、教員の指導力・実践力
のさらなる向上が課題です。保護者と学校で情報を共有して作成した特別支援ファイルの引き継ぎをシステ
ム化して、一人一人のニーズに応じた支援を継続的・発展的に行います。全教職員の特別支援教育への理解
をより深めるとともに、指導力・実践力の向上を目指した研修を充実します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】
◇支援情報の連絡会の実情と問題点の把握を
します。
◇通級、特別支援学級担当対象の研修会の計
順調
画と実施を行います。
◇特別支援ファイルの引き継ぎモデルの策定
順調
をします。
順調

◆市内の幼・保・小・中・高等学校間の特別支
援ファイルを中心とした支援情報の引き継ぎ
モデルを完成させることができました。今後
は継続した周知活動により、定着を図ります。
◆また教員の研修は、その立場に応じた内容で
受講できるよう今後も拡充を図ります。

高浜小学校（新校舎）の建設を着実に進めます！
【担当 学校経営グループ】
高浜小学校は、南校舎は築５９年、北校舎は築５１年が経過し、建替え・更新の時期を迎えています。そこ
で、
「学校を地域コミュニティの拠点に！」をコンセプトに、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の充実を目指します。今年度は、平成３１年４月から新校舎での
学校生活が開始できるよう、高浜小学校等整備事業の第Ⅰ期工事として、校舎棟の建設を安全かつ着実に進め
ます。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

２月
完了

◇校舎棟の建設工事を安全に行います。

３月
完了

◇校舎棟の建設後、備品等の速やかな引
越を行います。

◆建設工事は近隣地域に配慮し、安全に進めること
ができました。
◆ワークショップを開催し、サイン表示や瓦の卒業
制作、工事現場見学を行い、多くの機会で児童が
関わることができました。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆高浜カリキュラムや異校種参観では、これまでの取組の成果を生かし、実践を積み重ねてきました。また、
新学習指導要領完全実施に向けて、外国語活動・外国語科では、CAN-DO リストを作成し、一人一人の
学習到達度を明確にして段階を追った学習を進めることができるように工夫しました。プログラミング学
習では、小学校における高浜版プログラミング教育の全体構想を練り、たかはま夢・未来塾と連携し、自
律型ロボットを活用するカリキュラムを作成し、愛知教育大学の協力を得て先行授業を実施しました。こ
うして、
「主体的・対話的で深い学び」を充実させる体制を構築してきました。さらに、支援を必要とす
る子どもに対して、個に応じた教育の充実を図ってきました。特に、今年度は高浜中学校にも通級指導教
室を設置し、高浜高校と連携して義務教育課程修了後まで支援情報を生かす取組を研究しました。今後、
これらの新たな取組について実践研究を進め、成果を検証し充実を図っていきます。また、新高浜小学校
も竣工し、４月より子どもたちの新たな学校生活が始まります。
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平成３０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きました！
【今年度の取組成果・課題について】
市民の皆様に親しまれる市議会に向けて、
議会の情報発信に努めます！
市民の皆さんに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」の発行に努め
ます。
また、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では、新しい映像配信シス
テムにより、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することが
できるようになりました。画面の切り替えなど、技術面での課題も見られますが、今後とも親しまれる市議
会を目指して、的確な映像配信に努めます。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

３月
完了

◇読みやすく親しみやすい「議会だより」と
するため、カラー化などを検討します。

◆議会だよりの表紙及び裏表紙のカラー化
は、平成３１年３月定例会号から実施しま
す。

順調

◇的確な映像配信に向けて、職員のスキルア
ップを図るとともに、技術の承継に努めま
す。

順調

◇本会議の録画映像の早期配信に努めます。

◆本会議の映像配信については、技術面で少
し課題がありますが、引き続き、的確な映
像の早期配信に努めてまいります。

議会報告会の運営のあり方を検討します！

近年、参加者の極端な減少や固定化などにより、議会報告会の運営のあり方を見直す時期に来ているとの認
識のもと、議会報告会の開催の要否を含め、広報・広聴委員会において、運営方法等について検討します。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】

◆議会報告会の運営のあり方の見直しについ
ては、広報・広聴委員会において検討を重
ね、昨年１１月 3 日（土）に議会広聴会と
して「共生のまちづくり～町内会・まちづ
くり協議会～」をテーマに開催しましたが、
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。

◇広報・広聴委員会が中心となって、議会
１０月
報告会の開催の要否を含め、運営方法等
完了
について検討します。
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議会運営の効率化・ペーパーレス化を図るため、

ＩＣＴ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が始まっている議会のＩＣＴ化については、先進自治体
の取り組みを参考にするとともに、平成３０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、平成３１年４月の議員の改選時を視野に入れて、引き続き検討していきます。

平成３０年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】

◆議会改革特別委員会で検討してきましたが、
まだまだ課題も多く、意見の一致が見られま
せんでした。引き続き、来期中の導入に向け
て特別委員会で検討していきます。

◇議会改革特別委員会において、議会のＩＣ
Ｔ化、タブレット端末の導入について検討
遅延
していきます。

平成３１年４月の市議会議員選挙に向けて、
改選に伴い必要となる準備を進めます！
平成３１年４月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ます。新しい議員も何人か誕生
することが予想されるため、改選後の議会運営が円滑に進むよう、あらかじめ準備を進めます。

具体的には…【計画と実行状況】

平成３０年度を振り返って【成果・課題】
◆改選に向けた経費の予算計上は、前回改選
期を参考に適切に行えました。

３月 ◇平成３１年度予算編成において、改選時に
必要となる新議員のための経費をしっかり
完了
と把握し、計上もれのないよう努めます。

◆今後は、新議員のための研修等の実施に向
けて、必要な準備を進めていきます。

平成３０年度の成果・課題を教えてください！
◆議会報告会の運営のあり方の見直しについては、広報・広聴委員会で検討を重ね、昨年１１月 3 日（土）
に議会広聴会として形を変えて開催しましたが、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。
◆議会のＩＣＴ化については、議会改革特別委員会で検討を重ねてきましたが、まだまだ課題も多く、意見
の一致が見られませんでしたので、来期中の導入に向けて、引き続き検討していきます。
◆読みやすく、親しみやすい「議会だより」とするための表紙及び裏表紙のカラー化は、平成３１年３月定
例会号から実施します。
◆４月２１日に市議会議員一般選挙が実施されます。新しい議員の皆さんも誕生しますので、議会事務局も、
新しい議員体制のもとで活発な議会活動が行えるよう努めていきます。
20

■ 編集・発行 ■

高浜市役所 企画部 総合政策グループ
TEL 0566-52-1111（内線 339） FAX 0566-52-1110
E-mail seisaku@city.takahama.lg.jp
発行年月 平成 31 年 4 月

21

