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（グループリーダー
以下１３人）と人事グループ（グループリーダー
以下７人）の２つのグループで構成しており、主
に「行政運営の総合調整」、「地域活動の支援」、

「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

「市政全般の企画調整・総合計画」、
「広報及び広
聴」、
「情報の管理」、
「各種統計」並びに「秘書・
職員の人事」に関することに取り組んでいます。


企画部長 加藤元久

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
の将来都市像であります「思いやり

支え合い

手と手をつなぐ

大家族たかは

平成２７年度
高浜市では、こんなことに力を入れて取り組みます！

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

企画部長の
実行宣言！

ら、未来を切り開いていくチカラへとつなげていくための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。

平成２７年度上半期の成果・課題を教えてください！
市政運営に対する理解を深めていただくための取り組みとして「情報共有の強化」
を掲げてまいりましたが、
「広報たかはま」では、親しまれる紙面づくり、読んでいた
だける記事づくりに努めるとともに、公式フェイスブックの活用や公式ホームページ
のトップページのリニューアルなどに取り組んでまいりました。
課題としては、市民予算枠事業交付金制度の見直し作業が遅延していることで、こ
の点については、引き続き利用者の皆さんと協議を深め、平成 28 年度中に合意形成を
図ってまいります。

平成２７年度下半期に向けて、市民の皆さんへ一言メッセージを！
を！

高浜市の「楽しい！」を創り出すための「しあわせづくり計画 市民ワークショ
ップ」を開催しています。どなたでも参加できますが、特に若い世代の皆さんの参
加をお待ちしています。皆さんの「こんなことができたら楽しそう！」をワークシ
ョップでお聞かせください。
また、10 月に実施いたしました５年に一度の「国勢調査」では、ご協力に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

【上半期の振り返り＆下半期のアクション】



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。


TEL 0566-52-1111（内線 365） FAX 0566-52-1110
E-mail seisaku@city.takahama.lg.jp
発行年月 平成 27 年 10 月

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。

■ 編集・発行 ■

高浜市役所 企画部 総合政策グループ

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



今回は、上半期（４～９月）の取組状況と、上半期の成果・課題を踏ま
えた下半期（10～３月）の具体的なアクションについて、紹介します。

平成２７年度 企画部では、こんなことに力を入れて取り組んでいます！ 【上半期の取組状況と下半期のアクション】
すべての市民が「幸せ」を感じ、
「いつまでも住み続けたい」と
思える高浜市を実現するため、
「しあわせづくり計画」を
策定します！

市民、地域、行政がそれぞれの
得意分野を活かし、
ともにまちづくりに
取り組んでいくための
環境づくりを進めます！

【担当 総合政策グループ】

【担当 総合政策グループ】

少子・高齢化に加え、人口減少社会が現実のもの
となってきた今、
「住んでよかった」
「いつまでも住
み続けたい」と思える高浜市を創っていくために
は、市民の皆さんお一人おひとりが、日常の暮らし
の中で起こってくる様々な困りごとに対し、
「他人
ごと」ではなく、
「自分ごと」として考え、行動す
ることで、地域の誰もが、
「幸せ」を感じ、その人
らしく安心して充実した生活を送れるようにして
いく必要があります。

まちづくり協議会が各小学校区に設立されてか
ら 10 年が経過する中で、地域の課題解決のため、
地域の「こうしたい」という想いを尊重する形で運
用してきた市民予算枠事業交付金について、真に必
要な地域の課題解決のために交付金が有効活用さ
れるよう、交付金制度を見直す必要があります。
また、まちづくり協議会を自治基本条例に設置
根拠を持つ公共的団体として位置付けるため、市
長の認定手続を進めていきます。

具体的には…【計画と実行状況】
 市民ワークショップを開催し、しあわせ
づくり計画（第３次地域福祉計画）を市
民の皆さんとともに、つくりあげていき
ます。
平成２８年３月までに実施
 市民の皆さんや地域の「こうしたい」を
実現するため「やってみよ Ｍｙプロジ
ェクト」を立ち上げ、市民の皆さんと職
員がいっしょにまちづくりを考えていき
ます。
平成２８年３月までに実施

具体的には…【計画と実行状況】

平成 27 年度版アクションプラン

順調

順調

第６次高浜市総合計画

上半期を振り返って【成果・課題】
 しあわせづくり計画については、市民ワー
クショップにおいて、高浜市の「楽しい！」
をみんなで創り出し、市民の皆さんの「し
あわせ」へとつなげていきます。

下半期の具体的なアクション
 市民ワークショップを中心に、しあわせ
づくり計画の素案づくりや「やってみよ
Ｍｙ プロジェクト」に取り組みます。
３月までに実施
 しあわせづくり計画や高浜版総合戦略
のパブリックコメントを実施します。
２月までに実施

【担当 総合政策グループ】

【担当 人事グループ】

平成 26 年度に実施した中期基本計画１年目の
施策やアクションプランの点検・評価を行い、そこ
から見えてきた新たな課題や社会経済状況の変化
に伴う新たな行政需要などを整理し、その結果に基
づき、ＰＤＣＡサイクルを着実に回すことで、将来
都市像の実現に向けて、中期基本計画を確実に実施
していきます。
また、施行から５年目を迎える「高浜市自治基本
条例」について、施行状況等について検証し、その
結果に基づき、必要な措置を講じていきます。

少子・高齢化社会の進展に加え、本格的な人
口減少社会を迎える中、新たな課題や行政ニー
ズに対し、限られた職員数で対応していくため
には、現場（地域）を第一に考え、常に問題意
識と使命感を持って、課題に積極的にチャレン
ジする職員を育成し、職場全体の底力を向上さ
せる必要があります。
また、定年退職者の増加や年金支給年齢の引
き上げなどにより、今後、定年退職後の再任用
職員の増加が見込まれるため、再任用職員の活
用方法等について検討する必要があります。

具体的には…【計画と実行状況】

具体的には…【計画と実行状況】

 施策評価を実施し、アクションプランの 順調
見直しに反映させます。９月までに実施
 中期基本計画の推進状況を、わかりやす
く発信します。
随時実施

順調

 学識経験者や市民等による自治基本条
例検証委員会を立ち上げ、条例の施行状
況等について検証を行います。
１２月までに実施

順調

平成 27 年度版アクションプラン

№３「まちづくり応援事業」

№４「アシタのたかはま研究事業」

上半期を振り返って【成果・課題】

問題意識や使命感を持って
課題に積極的にチャレンジする職
員を育成し、職場全体の
底力の向上を目指します！



 本市の人口の現状と将来の展望を提示す
る「人口ビジョン」や、これに基づく、今
後５か年の施策の基本的方向や具体的な
施策を取りまとめる「高浜版総合戦略」を
策定します。平成２８年３月までに実施
順調
第６次高浜市総合計画

財源は「税金」であるという前提に立っ
て、真に必要な地域の課題解決のために
使えるよう、市民予算枠事業交付金制度
遅延
を見直します。
平成２８年１月までに実施
 まちづくり協議会条例に基づき、まちづ
くり協議会の認定手続を進めます。
６月までに実施 ６月
完了
 地域の皆さんとともに、
「地域計画」の
見直しを進めます。
平成２８年３月までに実施
順調

「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、中期基本計画を確実に
実施します！

 市民予算枠事業交付金制度の見直しについ
ては、利用者との調整を要する課題が多く、
今年度中の合意形成が困難なことから、平
成 29 年度からの実施へと延期します。

下半期の具体的なアクション
 交付金制度の見直しは、利用者の皆さんの
声に耳を傾けながら、平成 29 年度実施に
向け、じっくりと腰を据えて議論していき
ます。
３月までに実施
 地域計画の見直しについては、まち協特派
員や地区担当職員を交えて、地域と協働し
ながら取り組みます。
３月までに実施

上半期を振り返って【成果・課題】
 施策評価については、総合計画推進会議
において「施策評価シート」を取りまと
め、市長に提出していただきました。
 自治基本条例の検証については、検証委
員会において中間報告書をとりまとめ、
パブリックコメントを実施しました。


下半期の具体的なアクション
 「施策評価シート」や上半期の成果・課
題を踏まえ、次年度のアクションプラン
に反映します。
３月までに実施
 自治基本条例検証委員会からの「検証報
告書」の提出を受け、これに基づき適切
に対応します。
１２月までに実施

 自ら積極的・主体的に考え、行動できる
人材を育成するため、中堅・若手職員を
対象とした「第３期たかはま地域経営実
順調
践塾」を開講します。
平成２８年３月までに６回程度開講
 各種の外部研修に職員を派遣するとと
もに、内部研修を充実させ、職員のスキ
ルアップを図ります。また、将来の高浜
市を担う中堅職員を対象に新たに「意欲 順調
向上研修」を実施します。
年間を通じて実施
 再任用職員の活用方法等、任用方針（案）
の検討を行います。
順調
年間を通じて実施
第６次高浜市総合計画

平成 27 年度版アクションプラン

№５「職員力ステップアップ推進事業」

上半期を振り返って【成果・課題】
 「たかはま地域経営実践塾」については、
～「誰でもリーダー」
「現場実践」の実現
に向けて～、をテーマに、若手職員を中
心に、意欲的な職員を育成します。

下半期の具体的なアクション
 実践塾では、テーマの実現に向けて意欲
的に取り組み、１月にはその成果を発表
する「大家族フォーラム」を開催します。
３月までに実施
 再任用職員任用方針（案）を完成させ、
平成 28 年度から実施します。
３月までに実施

