都市政策部の使命・役割を教えてください！

都市政策部長

 都市政策部は 5 つのグループで構成し、職員数は総勢
42 名です。都市整備グループ（10 名）は「道路、河
川、公園、緑化等に関すること」、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、観光等
の業務並びにコミュニティビジネスへの支援等」、企
業支援グループ（3 名）は、「工業用地の確保、企業
への支援や企業誘致等」、都市防災グループ（7 名）
は「防災、防犯及び交通安全等」に取り組んでいます。
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を整え、その機
能の維持を図りつつ、関係機関の方々と連携した防災・防犯・交通安全対策を実践し、
災害、犯罪等に強い地域をつくります。また、まちの資源を活かしたにぎわいの創出、
各種産業の活性化への支援、企業誘致施策の展開など、まちに活力を生み出すための
社会基盤づくりを行っていくことが使命・役割です。


「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

平成２６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）】

平成２６年度の成果・課題を教えてください！
 各項目の取組みについて振り返りに記述いたしましたが、事業内容によって、実証
できたこと、より深まったこと、引き続きしっかりと推進することなど様々な状況
です。ご承知のとおり工業用地の創出、地場産業の振興、道路等の交通インフラの
保全等の効果は早急に表れるものではありませんが、着実に進めていくことが必要
ですので計画的に取り組んでいきます。

平成２７年度に向けて、市民の皆さんへ一言メッセージを！
 今年度重点項目に掲げました 4 項目は、市民の皆さと共に取り組む安全・安心の基
盤であり、住みたいまちづくりの基礎づくりであります。特に、市民の皆さんと共
に考え、取り組むことで大きな効果が期待される防災・減災対策は、いざというと
きのために、自分たちの地域に「何が必要で、何をしておくべきか」をまとめ、地
域の実情に応じた防災活動が実践できるための「地域の防災行動計画」を一緒に策
定して行きましょう。



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。


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

高浜市役所 企画部 総合政策グループ

て部局ごとにとりまとめ、7 月に公表しました。

TEL 0566-52-1111（内線 365） FAX 0566-52-1110
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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

■ 編集・発行 ■

E-mail seisaku@city.takahama.lg.jp

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



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などについて、紹介します。

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 【平成２６年度の取組成果・課題と来年度のアクション（案）】
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、地域が連携した
防災ネットワークの構築を
強化します！

道路等の交通インフラの
調査点検を実施し、
保全計画を策定します！

地場産業「三州瓦」の
東北地方への販売促進を
支援します！

【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】

【担当 地域産業グループ】

発災時に備え、市民、地域、事業者、関係機関
が連携・協力して「自助」
「共助」
「公助」を基本
とした防災・減災対策に取り組む必要がありま
す。目的を持った実践型防災訓練を積み重ねるこ
とにより、防災行動力を高めて被害を最小限にく
い止めることができると考えています。

産業の空洞化への対策や地域雇用の安定を
図るためには、地域の産業活動が活発に行われ
ることが必要です。日常から企業ニーズの把握
に努めるとともに新たな工業用地を創出し、積
極的な企業誘致を進めることは地域経済の活
性化と雇用の創出につながり、まちが元気にな

具体的には…【計画と実行状況】
 市東部地区では工業用地の創出に向け、
関係機関との連携により、早期の事業着 遅延
手を図ります。平成２７年３月までに実施
 市北部地区に新たな工業用地の創出に
向け、調査・検討を進めます。
平成２７年３月までに実施

順調

 企業ニーズの把握や奨励制度等の周知
３月
のために定期的な企業訪問を行います。 完了
平成２７年３月までに実施
第６次高浜市総合計画

 総合防災訓練は、吉浜小学校区をモデ
ルとして避難所開設訓練を行い、その １１月
実施内容について検証・見直しを行い、 完了
実践力のある訓練につなげます。
１１月までに実施

平成 26 年度版アクションプラン

№25「工場用地創出事業」№26「企業誘致事業」

第６次高浜市総合計画

平成 26 年度版アクションプラン

徹底調査・点検、長寿命化対策計画を策定する
ことが大切です。
そこで「点検→診断→措置→記録」というメ
持管理・更新コストの最小化を図ることが必要

 「防災ネットきずこう会」を開催し、
クロスロード（災害対応カードゲーム）
や HUG（避難所運営ゲーム）を体験す ２月
完了
るとともに、防災・減災対策への取組
みを進めます。平成２７年３月までに実施

 避難所開設訓練では、学校防災検討会
と連携し、避難所運営マニュアル等の
対応についても検証します。
平成２７年３月までに実施

道路を適切に維持管理できるように、安全性の

ンテナンスサイクルを確立し、将来にわたる維

具体的には…【計画と実行状況】

ると考えます。

安全で快適に道路を利用し続けるためには、

６月
完了

であると考えています。

 道路付属物（照明灯）の安全性につい
ての点検を行い、修繕箇所を明確にし
ます。
平成２７年３月までに実施
 橋長 15 メートル以下の橋梁は、現状調
査・点検を行い、来年度以後の長寿命
化計画策定の資料とします。
平成２７年３月までに実施

№39「防災ネットワーク推進事業」

 市東部地区の工業用地の創出では、関係
地権者の方々のご理解とご協力により、
開発事業に対する合意をいただき、事業
着手の準備が整いました。
 市北部地区の新たな創出に向けて、関係
者に対する土地利用について一部の意向
調査に着手しました。
 Naibuhyouka ga

来年度の具体的なアクション（案）
 東部地区では、引き続き事業の推進を図
るために、地区計画の策定手続き、代替
地の測量及び整地工事等を地元との調整
を図りつつ進めます。
平成 28 年３月までに実施
 土地利用方針に基づき、北部地区に新た
な工業系の整備構想（約 17ｈａ）の策定
業務を行います。
平成 28 年３月までに実施

２月
完了

２月
完了

 東北地方の震災復興住宅における三州
瓦使用者に対して支援を実施します。
平成２７年３月までに実施

 三州瓦屋根工事奨励補助金制度の内容
を見直し、共同住宅等を補助対象として
地場産業の振興につなげます。
平成２７年３月までに実施

２月
完了
第６次高浜市総合計画

平成 26 年度版アクションプラン

平成 26 年度版アクションプラン

№37「道路点検・保全事業」

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】
 防災ネットきずこう会は、２種類のゲーム
を通じ、様々な場面想定での議論や話し合
いを行い、いざという時の対応についての
意識・判断力の向上が図られました。
 避難所の開設訓練は、まちづくり協議会を
軸とした地域関係者の連携により、策定し
た避難所運営マニュアルを使用した実践
的な訓練につなげました。

来年度の具体的なアクション（案）
案）
 防災に関する地域の連携・協力を高める
ため、地域防災リーダー養成事業を実施
し、地域の防災対策に活かします。
９月までに実施
 有事を見据えた、防災行動力を高めるた
第６次高浜市総合計画
平成 26 年度版アクションプラン
めの地域毎の行動計画を策定し、
まちづ
№39「防災ネットワーク推進事業」
くり協議会や町内会等にご協力をいた
だき、より実践的なものといたします。
１２月までに実施

今年度を振り返って【成果・課題】
 路面性状調査の結果に基づき、緊急性、
安全性等を考慮した次年度以降の舗装修
繕計画を策定しました。生活道路につい
ての舗装修繕基準等を作成し、計画的な
維持・更新を進め、機能確保につなげる
必要があります。
 道路付属物の安全点検結果により、緊急
性の高いものについては前倒しの修繕
を行いました。
,

来年度の具体的なアクション（案）
 引き続き調査、点検結果に基づき道路舗
装、橋梁、道路付属物等の修繕を実施しま
す。
平成 28 年３月までに実施

７月
完了

 「第 9 回飾り瓦コンクール」や三州瓦の
３月
展示会開催に対する支援を行います。
平成２７年３月までに実施 完了

№28「地場産業振興事業」
第６次高浜市総合計画

今年度を振り返って【成果・課題】

具体的には…【計画と実行状況】

具体的には…【計画と実行状況】
 既に実施済の道路の路面性状調査の結
果に基づき、舗装の修繕計画を策定し、
来年度からの修繕につなげます。
平成２７年３月までに実施

三州瓦の需要の向上、国内外への販路拡大の
ため、瓦の PR 展示会や瓦屋根工事奨励補助等
の支援を行ってきました。現在、愛知県陶器瓦
工業組合が展開している東北地方への災害復
興支援を踏まえた販路拡大事業、耐震の瓦屋根
の棟葺きの工法の PR 等、地場産業の活性化を
目指す活動に対して、積極的な支援が必要であ
ると考えています。

 復興住宅への三州瓦支援では、愛知県陶
器瓦工業組合との連携により 512 件の支
援を行いました。特に復興が先行してい
る地域への支援は販売促進・販路拡大の
ＰＲにつながりました。東京ビッグサイ
トで開催した三河の窯業展では、プレゼ
ンテーションの実施により三州瓦の機能
性を具体的に展示紹介することができま
した。

来年度の具体的なアクション（案）
案）
 昨年、制定された「みんなで三州瓦をひろ
めよう条例」に基づき、三州瓦屋根工事奨
励補助金制度の拡充のＰＲ並びに災害復
興住宅支援金交付事業への支援により販
売の拡大及び普及促進につなげます。
平成 28 年３月までに実施

３月
完了

