都市政策部の使命・役割を教えてください！
 都市政策部は総勢 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。

「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

都市政策部長 深谷直弘

 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・交通安全等は、
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、各種の施策等
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、産業活性化への支援、企業誘致施策の展開など、まちに活力を生み
出すための取組みが使命・役割です。

平成２７年度上半期の成果・課題を教えてください！
 新たな工業用地の創出は、北部地区では業務委託の発注、土地所有者の意向調査の準
備等、当初の予定どおり実施できています。
 防災対応の取組みの強化では、地域防災リーダー養成（前期）講座への参加者 32 名
中９名の女性の参加をいただき、地域の防災対応力の向上に期待をしています。
 社会資本施設の整備では、論地どんぐり公園の施設整備が完了し、防災機能施設を備
えた一時避難場所となる都市公園ができました。
 地場産業「三州瓦」のさらなる販売促進を支援は、三州瓦との歴史的に深い係わりの
ある高浜港駅舎の建替えに対して、支援のための 9 月補正予算の措置を行いました。

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！
 道路、橋梁、上下水道などの社会資本施設の整備・修繕は、年度の後半が本格的な
工事期間となりますので、市民の皆さんには通行規制等で大変ご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解を賜りますようにお願いします。
 防災対応への取組みでは、地域行動計画の策定において町内会の皆さんに災害時を
想定した具体的なご意見を伺い、一緒に考えていただきたいと思いますので、ご協
力をお願いいたします。また、年明けには、防災ネットきずこう会の防災講演会の
開催を予定しておりますので、ぜひご参加ください。
■ 編集・発行 ■
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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！

都市政策部長の
実行宣言！
【上半期の振り返り＆下半期のアクション】



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。



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 都市政策部では、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】
新たな工業用地の創出や
企業誘致を推進します！

災害時に備え、総合的・機動的に
地域の防災対応が図られるような
取組みを強化します！

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 企業支援グループ】

【担当 都市防災グループ】

【担当 都市整備グループ・上下水道グループ】

地域経済の活性化並びに地域雇用の安定を図
るため、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場所
の確保、新たな税収の確保、財政基盤の安定化に
つなげることが必要です。市東部地区の工業用地
の創出は、関係地権者のご理解とご協力により、
開発事業に対する合意形成が整ったことから、早
期事業の着手に向けた取組みが必要です。

具体的には…【計画と実行状況】
 市東部地区の工業用地の創出は、関係機
関との調整を図りながら、開発事業に必
要な都市計画関係の手続き等を進めると
ともに、早期の事業着手を図ります。ま
た、事業用地確保に伴う代替地の境界測
遅延
量や整地工事などを実施します。
平成２８年３月までに実施
 市北部地区の工業用地の創出に向けた
整備構想（約 17ｈａ）を策定します。
具体的には、該当地の土地所有者などへ
の意向調査の実施、整備手法、概算事業
費の算出や事業のスケジュール等を整
順調
理します。
平成２８年３月までに実施

大規模災害の発生時、初期初動段階の行動が
とても重要であり、地域の皆さんがいかに連
携・協力して人の命を守るのか、被害の軽減に
つなげるのか、地域の防災活動をより実践的な
ものとすることが大切です。また、そうした活
動を日常から地域で率先して実践する人材の
育成が必要であると考えています。

具体的には…【計画と実行状況】
 自助・共助を基本とする防災・減災と地域
防災力の向上を目指し、地域防災リーダー
順調
養成事業を実施します。
１２月までに実施
 有事を見据えて「いつ・誰が・何を・ど
のようにするのか」といったタイムライ
ンを意識した、より具体的な「行政行動
計画」の策定、また、地域ごとの特性を
反映した「地域行動計画」を地域の皆さ
んと協働により策定し、地域防災力の向
順調
上につなげます。
１２月までに実施
 名古屋大学減災連携研究センターへ職員
を派遣し、防災・減災対策の更なる充実
に努めます。平成２８年３月までに実施
順調
第６次高浜市総合計画

第６次高浜市総合計画

平成 27 年度版アクションプラン

№24「工場用地創出事業」№25「企業誘致事業」

上半期を振り返って【成果・課題】

平成 27 年度版アクションプラン

№38「防災ネットワーク推進事業」

上半期を振り返って【成果・課題】

 市東部地区は、工業用地の創出に向けた手
続きにおいて、地権者全員の開発事業に対
する同意はいただきましたが、関係機関と
の協議・調整に時間を要し、遅れが生じて
います。
 市北部地区は、整備構想策定業務委託の発
注、土地所有者に対する意向調査の実施等
概ね当初の計画どおりに進んでいます。

 7 月に開催した地域防災リーダー養成事
業（前期講座）には、32 名の参加をい
ただきました。
 地域行動計画の策定は、名古屋大学減災
連携研究センターへ派遣している職員
が中心となり、原案の作成を行い、現在、
タイムライン部分について専門家のア
ドバイスをいただいています。

下半期の具体的なアクション

下半期の具体的なアクション

 市東部地区は、当初予定の開発区域の変
更等の検討を踏まえて関係機関と調整
を図ります。
１２月までに実施
 市北部地区の工業用地は、11 月末まで
に意向調査結果の取りまとめを行い、そ
の後、整備手法、事業スケジュール等に
ついて整理をします。３月までに実施

 地域防災リーダー養成事業の後期講座
（避難所運営編）の開催に向けて、より
具体的な内容の調整を行っていきます。
１２月までに実施
 地域行動計画は、原案を地域（町内会）
にお示しをして、地域特性を反映したも
のとしていきます。
１２月までに実施
●月までに実施

地場産業「三州瓦」の
さらなる販売促進を支援します！

産業や生活の基盤となる施設整備を計画的に
進めることで、中長期的な維持管理コストの平準
化や更新費用の縮減につなげます。社会資本施設
が、適切な補修・修繕により安全で快適な状態に
保たれることで、地域の経済活動や市民の生活が
支えられるものであると考えています。

具体的には…【計画と実行状況】
 道路路面、道路付属物及び橋梁点検の結
果に基づき、道路舗装、橋梁（２橋）、
道路付属物の修繕を実施します。
平成２８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
（高浜小学校・港小学校）への配水管を
耐震管に布設替えを行います。
平成２８年３月までに実施
 平成 26 年に引き続き、
（仮称）論地どん
ぐり公園の施設整備を実施します。
７月までに実施
第６次高浜市総合計画

平成 27 年度版アクションプラン

№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」

【担当 地域産業グループ】
地場産業である三州瓦の需要の向上、国内外
への販路の拡大のための様々な事業に対して支
援を行ってきました。現在、住宅着工件数が減
少している中、新しい屋根材料の台頭もあり瓦
屋根の需要は減少しています。
「高浜市みんなで
三州瓦をひろめよう条例」に基づき、三州瓦の
振興を支援する必要があると考えています。

具体的には…【計画と実行状況】
順調

順調

７月
完了

 条例の制定に伴い、三州瓦屋根工事奨励
補助制度の拡充並びＰＲを行います。
順調
平成２８年３月までに実施
 平成 26 年度に引き続き、東北３県の震
災復興住宅支援金交付事業に対して補
助を実施します。
順調
平成２８年３月までに実施
 三河の窯業展、各種のセミナーや飾り瓦
コンクールの開催などの利用促進活動
順調
に対して支援を行います。
平成２８年３月までに実施
第６次高浜市総合計画

上半期を振り返って【成果・課題】
 舗装修繕工事（葭池線）を 9 月に発注し
ました。
 橋梁修繕実施設計業務委託を発注し、修
繕の箇所、手法等の決定をしました。
 重要給水施設（高小、港小）への配水管
耐震化工事は、当初の予定どおり 8 月に
発注しました。
 論地どんぐり公園の施設整備が完了し、
供用開始に伴い地元町内会の主催によ
り開園イベントが開催され、来場者の皆
さんは防災施設の確認ができました。

平成 27 年度版アクションプラン

№27「地場産業振興事業」

上半期を振り返って【成果・課題】
 東北３県の震災復興住宅の瓦販売促進
に対する支援は、9 月 24 日時点で９０
件の方に利用していただきました。
 三州瓦屋根工事奨励補助制度に基づき、
名鉄の高浜港駅舎の建替えに伴い屋根
瓦の使用に対する協議を行い、9 月補正
予算の措置を行いました。
・

下半期の具体的なアクション
 9 月補正予算において次年度の舗装修
繕工事（碧南高浜線・五間道路線）の実
施設計委託料の措置ができたことによ
り、業務発注により実施設計の準備をし
ていきます。
３月までに実施
 次年度のための重要給水施設への配水
管耐震化事業の実施設計業務の委託を
行います。
３月までに実施

下半期の具体的なアクション
 瓦業界との協議により、引き続き効果的
な三州瓦の販売ＰＲを行います。
３月までに実施
 経済産業省等の支援施策を活用して、装
飾品としての鬼瓦等をＰＲするための
活動支援を行います。
３月までに実施

