
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 来年度の各アクション、特に継続事業については、事業執行に関係する機関と連

携を図り、調整・協議を怠らないようにスムーズに事業の展開が図られるように

努めてまいりたいと考えています。 

 コミュニティ・ビジネスの創出事業による高浜高校生ＳＢＰ活動、皆さんも一緒

に彼女たちの取り組みを応援してください。 

 都市政策部は、部長以下総勢 43 名の職員、5 つの

グループから構成された組織となっています。都市

整備グループ（10 名）は「道路、河川、公園、緑

地等に関すること」、上下水道グループ（14 名）は、

「水道、下水道に関すること」、地域産業グループ

（7 名）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（３名）は、「新たな工業用地の

確保、企業誘致、支援等に関すること」、都市防災

グループ（８名）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

に進めるとともに、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、地域の資源を活かした賑

わいの創出、農業・商業・工業・観光の活性化への支援、企業誘致施策等の展開によ

る雇用の創出など、まちに活力を生み出すための取組みが使命・役割です。 

 

 実行宣言に掲げた１０項目のアクションについては、一部を除いて、市民の皆さ

んと関係者のご理解とご協力により、年度当初に予定した段階への事業推進を図

ることが出来ました。一方、課題は、若者のコミュニティ・ビジネスの創出事業

によるかわら美術館の活用不足や防災事業による消防団員の確保のあり方の具

体的な方針のまとめには至りませんでした。 

都市政策部の使命・役割を教えてください！ 

平成２８年度の成果・課題を教えてください！ 

平成２９年度に向けて、市民の皆さんへ一言メッセージを！ 

都市政策部長 深谷直弘 
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「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２８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！ 
 

都市政策部長の 
実行宣言！ 

【今年度の振り返り＆来年度のアクション（案）】 

 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」として部局ごとにとりまとめ、４月に公表しました。 
 

 １年間の取組みを振り返り、課題・成果を今後につなげていくため、今

年度の取組状況と来年度のアクション（案）などについて、紹介します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次高浜市総合計画 平成 28 年度版アクションプラン 

№24「工業用地創出事業」 

第６次高浜市総合計画 平成 28 年度版アクションプラン 

№33「水道事業」№36「道路点検・保全事業」 
№37「緑のあるまちづくり事業」 

 
 

第６次高浜市総合計画 平成 28 年度版アクションプラン 

№27「地場産業振興事業」№29「地方創生加速化交付金事業」 

 

 

地域経済の活性化並びに地域雇用の安定

を図るため、総合計画の土地利用方針に基づ

いた新たな工業用地を創出し、企業の立地を

促進することで雇用の場所の確保、新たな税

収の確保につなげることにより財政基盤の

安定化を図ることが必要です。 

災害発生時に備え、 

総合的、機動的な防災対応が 

図られるような 

取組みを強化します！ 
【担当 都市防災グループ】 

 

新たな工業用地の創出を 

進めます！ 

 
【担当 企業支援グループ】 

 豊田町三丁目地区は、造成工事の着手

に向けて、地区計画の策定手続き、土

地売買契約の締結、代替地の測量及び

整地工事等について関係者との調整を

図り進めます。   １２月までに実施 

 北部の小池町地区は、地区の整備構想

に基づき、地権者等への説明を行うと

共に、関係機関との協議・調整を進め、

整備の手法等を決定します。 

平成２９年３月までに実施 

道路、橋梁、上下水道などの 
社会資本施設の整備並びに 
各施設の補修・修繕を 
計画的に進めます！ 

【担当 都市整備グループ・上下水道グループ】 

大規模災害発生時、初期段階の行動が重要で

あり、地域の皆さんがいかに連携・協力して人

命を守るのか、被害の軽減につなげるのか、地

域の防災対応力をより実践的なものとするこ

とが大切です。そのためには、発災時を想定し

た、具体的なシミュレーションや確認の訓練が

必要です。引き続き、そうした活動を地域で推

進する人材の育成に取り組みます。 

 
 引き続き、道路舗装、橋梁等の調査、

点検結果に基づき優先度の高い路線か

ら、橋梁補修設計並びに舗装修繕工事

等を進めます。平成２９年３月までに実施 

 高浜市公共施設総合管理計画に基づ

き、都市公園（12 箇所）の長寿命化計

画の策定を進めます。 

平成２９年３月までに実施 

 災害時の避難場所である、重要給水施

設（高取小学校・高浜中学校）への配

水管を耐震管に布設替えを行います。   

平成２９年３月までに実施 

 

産業や生活の基盤となる施設の整備・補
修・修繕を計画的に進めることで、安全で快
適な生活基盤の確保を目指します。高浜市公
共施設総合管理計画に基づき、各個別施設の
老朽度・劣化度を把握し、中長期的な維持管
理コストの平準化等のために、長寿命化計画
の策定を進める必要があります。 

 

 地域（町内会）との協働により地域行動
計画を確立し、計画に基づく訓練を実践
し、地域の防災対応力を高めます。          

１２月までに実施  
 防災ネットきずこう会による、地域防

災リーダー養成講座、外国人向けの防
災・減災イベントを開催し、自助や共
助の意識の向上を図ります。 

平成２９年２月までに実施 
 消防団員の確保策並びに機能別消防団

等のあり方について関係者による協議
を行い、方針を決定します。 

   １２月までに実施 

将来を見据えた産業の活性化、 

雇用の安定に向けた取組みを 

進めます！ 
【担当 地域産業グループ】 

 

瓦業界全体における三州瓦シェアは約
70％と安定していますが、住宅着工件数に
おけるシェアは、他の屋根材の台頭により瓦
の利用率の減少が課題となっています。新た
な瓦の利活用を含めた検討や国内外の販路
拡大等を図る活動が必要です。 
地域のしごと創生に寄与するため、若い世

代（高校生を含む）人口の流出を是正し、経
済消費を支える生産年齢人口の担い手を創
出することが大切です。若者による地域資源
を活かしたコミュティ・ビジネスの創出が必
要であると考えます。 

 三州瓦屋根工事等奨励補助金制度の拡
充のPR並びに関係組合が取り組まれる
効果的な販売拡大及び促進活動に対す
る支援を行います。 

平成２９年３月までに実施 
 若者のコミュニティ・ビジネスの創出に

地域の資源を活かすため、かわら美術館
を活動拠点として、全国に情報発信する
と共に関係機関と連携を深めながら進
めます。   平成２９年３月までに実施 

 

 

 

第６次高浜市総合計画 平成 28 年度版アクションプラン 

№38「防災ネットワーク推進事業」 

具体的には…【計画と実行状況】 

 

具体的には…【計画と実行状況】 

 

具体的には…【計画と実行状況】 

 

具体的には…【計画と実行状況】 

 

 総合防災訓練では、各地域で行動計画
等を活用した実践的な訓練が行われ、
避難行動や避難所開設等の共助に対す
る意識の向上が図られました。 



１２月までに実施 
 共助の要となる地域防災リーダーの定着

に向けた「フォローアップ編」の講座を
開催します。  平成３０年３月までに実施  

 道路舗装修繕の実施、道路付属物（照
明施設等）の更新を行いました。 

 都市公園（12箇所）の長寿命化計画の
策定を完了しました。 

 豊田町三丁目地区は、区域内の建築物

に制限を設けるための地区計画の決定

を行いました。現在、愛知県企業庁に

より造成工事が進められています。 

 小池町地区は、企業ニーズに応えるた

め、民間主体の開発手続きにより進め

ることを決定し、地権者への事業説明

会を開催しました。 

下半期の具体的なアクション 

平成３０年３月までに実施


平成３０年３月までに実施 

  

平成３０年３月までに実施
 重要給水施設（災害時避難場所）への配

水管を耐震管に布設替えを進めるとと
もに、災害対応の加圧給水車を配備しま
す。     平成３０年３月までに実施  

 豊田町三丁目地区は、平成 31年 2月末

の造成工事完了を目指し、工事に関係す

る機関とより一層の連携に努めます。 

 平成３０年３月までに実施 

 小池町地区は、早期の造成工事への着手

を目指し、関係機関や関係者と各種手続

きなどの協議・調整を進めます。 

 平成３０年３月までに実施  

来年度の具体的なアクション（案） 

今年度を振り返って【成果・課題】 

来年度の具体的なアクション（案） 

今年度を振り返って【成果・課題】 

来年度の具体的なアクション（案） 来年度の具体的なアクション（案） 

遅延

今年度を振り返って【成果・課題】 
今年度を振り返って【成果・課題】 

平成２８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・課題と来年度のアクション（案）】 

１月 
完了

12 月 
完了

12 月 
完了

２月 
完了

３月 
完了

12 月 
完了

３月 
完了

３月 
完了

３月 
完了


