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進捗状況総括表

（１）総括表

No

基本目標

1
2
3
4
5

◎施策の進捗状況
Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまり出来ていない
Ｄ：出来ていない

施策
(中分類)

評価

点数

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

施策
(小分類)

100
70
35
0

評価が二つ以上あ
る場合の平均点数
86～100
56～85
16～55
0～15

具体的な施策

１，まちの活力を １，土地利用計画の円滑な推進
拓く土地利用の推 ２，重点的な地域整備の推進
１，計画的な土地 進
３，新しいまちづくり手法の導入
利用の推進
２，広い市域のマ １，土地情報の整備
ネジメント体制の
２，地域環境の管理体制の確立
構築

１，中心市街地の活性化
6
１，賑わいのある
２，生活圏ごとの交流拠点育成
7
市街地の整備
３，みんなにやさしいまちづくりの推進
8
１，快適で魅力的な集落環境の整備
9
２，公園・緑地の充実
10
２，魅力的な定住
３，墓地の整備
11
２，市街地や集落 環境の整備
の整備
４，転入者・移住者等の受入れ体制の整備
12
５，市民主体の居心地の良いまちづくりの促進
13
１，市営住宅の建替え
14
15
３，多様な住宅等 １，市営住宅の改修
の供給
２，県営住宅の充実
16 １，まちの
３，多様な住まい情報の受発信体制の充実
17 かたちを創
る
１，国道１９５号の二次改良の促進
18
１，基幹交通路の
２，県道日ノ御子土佐山田線、久保大宮線の改良
19
整備
３，その他の県道の改良等
20
１，都市計画道路の整備
21
２，暮らしを支え
２，市道・農道・林道等の整備
22
る道路網の整備
３，市民によるみちづくりの推進
23
３，交流基盤の整
１，公共交通手段の確保
24
３，公共交通手段
備
の維持・充実
２，バス交通の総合的な検討
25
26
４，交通ターミナ １，ＪＲ土佐山田駅周辺整備の検討等
ル機能等の充実
２，その他の交通ターミナル機能の充実
27
１，テレビ難視聴地域の解消
28
５，地域情報化の
２，ＩＣＴ活用の推進
29
推進
３，パソコン教室等の実施
30
１，本市のシンボルとなるイメージ景観の整備
31
４，都市イメージ １，香美市らしい
２，地域の個性を表現する景観の整備
32
の形成
景観形成
３，香美市景観選の作成
33
１，河川の危険区域や急傾斜地崩壊危険箇所等
34
１，災害対策の充 の改善
実
２，公共施設の耐震化
35
３，防災行政無線システムの確立
１，消防庁舎の建設

36
37
38

２，小型ポンプ付積載車、耐震性貯水槽等の整備

39
40
41
42
43 ２，みどり
を保つ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1，安全・安心な
まちづくり

２，消防・救急体
３，水槽付消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動
制の充実
車、高規格救急自動車の整備

３，地域防災体制
の確立

４，交通安全・防
犯対策の充実
１，自然資源の保
全
２，自然資源の保
全と活用の推進
２，自然環境の多
様な魅力の活用

４，防火・防災訓練の実施
１，消防団の体制整備
２，自主防災組織の育成
３，防災備蓄体制の確立
４，避難場所等の周知
１，交通安全対策の充実
２，防犯体制の充実
３，被害者救済対策の実施
１，森林の育成・管理の推進
２，ひとと共生する森林づくりの推進
３，物部川を守る活動の推進
１，みどりの交流拠点及びみどりのネットワー
ク整備
２，物部川の整備・活用
３，山・川を活用した体験学習やイベント等に
よる環境教育の充実と情報発信
1

第1次振興計画評価
前期中間 前期最終 後期中間
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No
54
55

基本目標

施策
(中分類)

施策
(小分類)

具体的な施策
１，水資源の確保

３，水資源の安定的 １，水資源の安定
な確保と利用
的な確保と利用
２，上水道、簡易水道、飲料水供給施設の整

備・改良
１，浦戸湾東部流域下水道事業の促進
56
２，公共下水道事業、特定環境保全公共下水道
１，汚水対策の推
57
事業、農業集落排水事業の推進
２，みどり
進と河川の水質保
２，公共下水道事業、特定環境保全公共下水道
58
全
を保つ
事業、の推進
４，自然と共生す
３，浄化槽設置の普及促進
59
る地域づくりの推
進
60
２，ごみ、し尿の １，ごみ、し尿の適正処理の維持・充実
適正な処理
２，ごみ減量化や処理設備の普及促進
61
62
３，地球環境保全 １，地球温暖化対策の推進
の推進
２，環境負荷の少ない暮らし方の促進
63
１，市内の連携体制の強化
64
65
１，長寿社会を支 ２，広域連携の強化
える体制づくり
３，民間事業との連携
66
４，高齢者が活躍するまちづくりの推進
67
１，ボランティア活動の支援体制の充実
68
１，福祉社会の基
２，福祉教育の推進
69
礎づくり
２，地域福祉の推
３，社会福祉協議会の支援
70
進
４，福祉事務所活動の充実
71
５，地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定
72
３，みんなにやさ
１，ユニバーサルデザインの視点に立ったまち
しいまちづくりの
73
づくりの点検、施設の改善
推進
１，香美市健康増進計画等に基づく事業の実施
74
１，健康づくりの
２，自主的な健康づくりの支援
75
支援
３，情報・通信技術の活用方策の検討
76
１，医療サービス格差是正
77
２，休日夜間診療体制の確保
78
２，保健、医療の
３，搬送体制の強化
79 ３，やすら 充実
ぎを守る
２，医療体制の充
４，情報・通信基盤の活用
80
実
４，情報・通信技術を活用した病院との連携
81
５，災害医療救護体制の確立
82
６，医療機関と介護保険施設との連携
83
84
１，介護予防の推 １，積極的な介護予防事業の推進
進
２，市民主体の介護予防活動の推進
85
86
２，安心介護の推 １，自立を支える体制の整備
３，高齢者福祉の 進
２，介護サービス等の充実
87
充実
88
３，地域ぐるみの １，緊急通報装置についての見直し
支え合い体制の充 ２，高齢者の安否確認体制の充実
89
実
３，地域の中での交流や自主活動の推進
90
１，心身状況の維持、リハビリテーションへの
91
支援の充実
２，地域における自立支援体制の確立
92
４，障害者福祉の １，障害者福祉の
３，障害福祉サービス等の充実
93
充実
充実
４，情報提供・相談体制の確立
94
５，社会参加と交流の促進
95
96
１，シティセール １，交流を推進する総合的な体制づくり
スの推進
２，香美市を知る機会の充実
97
1，交流によるま ２，多様な地域間 １，国際交流の推進
98
ちづくりの推進
交流の推進
２，地域間交流の推進
99
３，市内の交流促 １，土佐山田まつり、川上様夏祭り、奥物部湖
100
進
湖水祭等の継続
１，ブランドの維持、向上
101
１，特産物のブラ ２，農産物加工の推進
102
ンド維持向上と多
３，地産地消、直販事業の促進
103 ４，賑わい
様な販路確保
４，技術指導・特産品開発・広報体制の確立
104
を興す
105
106
107
108
109
110
111

１，新たな担い手や後継者の確保と育成
２，農業の担い １，新たな担い手の確保と育成
手・後継者の確保 ２，生産者グループの育成・充実や農業公社設
と育成
立等の検討

第1次振興計画評価
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２，認定農業者や集落営農組織の育成・充実
１，農業生産基盤の整備
２，農林業の振興 ３，農業基盤等の ２，集落機能活性化の促進
充実
３，有害鳥獣被害対策の推進

最終

Ａ
Ｂ

Ｂ

Ｂ
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Ｂ

Ａ
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Ｂ

No

基本目標

２，農林業の振興
施策
(中分類)

施策
(小分類)

具体的な施策
１，担い手・後継者の確保と育成
２，林業経営基盤の強化
３，木材の生産と活用
４，有害獣被害・病害虫被害対策の推進
５，林地保全と多面的機能の維持
６，国有林野事業との連携
７，民間との協働

112
113
114
115
116
117
118

４，林業の振興

119

５，第一次産業の
１，第一次産業の多面的な役割の活用
多面的な振興

120
121
122
123
124
125

１，刃物まつりの継続
１，地場産業の振
２，見学や製造体験機会の拡充
興
３，特産品開発の支援制度や体制の検討
１，魅力的な共同事業づくり
２，商店街の活性
２，美しく個性的な商店街の形成
３，商工業の振興 化

３，高齢者等にやさしい商店街・買い物環境形成

126

４，賑わい
127
を興す
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

４，観光の振興

１，高知テクノパーク等への企業誘致の支援体
３，新な商工業の 制の確立
２，新産業育成、ベンチャー支援
発展機会の創出
３，若者のニーズに即した職住環境等の確保
１，観光魅力の発 １，観光資源の発掘と再生
掘・再生・創造
２，香美市観光のストーリー形成・顔づくり
１，観光拠点の充実
２，魅力的な体験・交流プログラムの開発
２，観光交流の受
３，食や買い物の魅力づくり
け皿づくり
４，広域観光の推進
５，観光協会機能の確立
３，観光情報の充 １，観光情報の整備
実
２，確実に届く情報提供の推進

１，各産業の連携 １，産業間の連携機会の拡充
による地域産業の ２，香美市ブランドの確立とブランド商品の開
139
５，地域産業の振 魅力の増進
発・販売支援
興と就業機会確保
１，多様な就業機会の確保
140
の総合的な推進
２，多様な就業機
２，人材の育成
141
会の確保
３，広域連携による雇用機会の確保
142
143
１，保育サービス １，保育サービスの充実
の充実
２，施設環境の整備
144
１，子育てと仕事の両立支援
145
１，子育て支援の
２，地域における子育て支援
146
充実
２，総合的な子育
３，総合的な放課後児童対策の充実
147
て支援体制の確立
４，青少年の健全育成
148
５，乳幼児医療の充実
149
１，幼保一元化の検討
150
２，安全で快適な教育環境の充実
151
３，学校間の交流授業等の実施
152
１，豊かな教育を
４，地域ぐるみの教育の推進
153
支える環境の充実
５，学校評価システムの構築事業
154
６，特別支援教育の推進
155
７，小中学校適正規模についての検討
156
２，未来を拓く子
１，保育園における体験学習の充実
157
５，未来を どもの育成
２，生活習慣の確立の推進
158
２，個性を活かし
拓く
た就学前教育・学 ３，基礎学力の確実な向上
159
校教育の充実
４，国際理解教育の推進
160
５，豊かな心の教育の推進
161
１，青少年を育む地域づくり
162
３，青少年を育む
２，青少年の自主活動支援
163
地域づくり
３，青少年・子どもの安全・安心の見守り
164
１，生涯学習事業の充実
165
166
１，生涯学習活動 ２，生涯学習活動のまちづくりへの活用体制づくり
の魅力向上
３，市民による主体的な運営体制の確立
167
４，各種教育機関、社会福祉施設等との連携
168
３，心豊かな生涯
学習・生涯スポー ２，生涯スポーツ １，スポーツ活動への参加機会の拡充
169
ツ活動の振興
活動の魅力向上
２，スポーツ活動を通じた交流機会の拡大
170
１，生涯学習・生涯スポーツ施設の有効活用
171
３，気軽に参加で
２，生涯学習関連の情報提供システム整備の検討
172
きる環境の充実
３，人材バンクの充実
173
138

3

第1次振興計画評価
前期中間 前期最終 後期中間

最終

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｄ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ

Ａ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ

Ａ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ

Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ

Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ

No
174
175
176

基本目標

施策
(中分類)

施策
(小分類)

１，人権教育・啓
１，人権教育、人権啓発等の推進
発等の推進

４，人権尊重の地
２，男女共同参画 １，女性問題の相談体制の充実
域づくりの推進
社会に向けた体制
２，男女共同参画事業の推進
の確立

177
１，文化財保護の
178 ５，未来を
推進
拓く
179
180
５，地域文化の継 ２，伝統文化の継
承と創造
承、育成
181
182
３，芸術文化等の
183
振興
184
185
186
１，合理的、効率
187
１，合理的・効率 的な行政サービス
的行財政運営の推 の推進
188
進
189
２，広域行政の推
190
進
191
１，行政職員の資
質向上
192
２，行政職員の資
193
質向上と適正配置 ２，適正な職員配
194
置の推進
195
196
１，市民の参画機
197 ６，みんな
会の拡充
３，市民と共に歩
で築く
198
むまちづくりの推
２，地域や市民が主
進
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

具体的な施策

第1次振興計画評価
前期中間 前期最終 後期中間

最終

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１，地域の各種資源等の調査
２，資料館機能の充実
３，市史の編纂
１，伝統文化データベース化
２，伝統文化にふれる機会の充実
１，芸術文化にふれる機会の拡充
２，文化的な活動の推進
３，文化施設の活用
１，新庁舎の建設
１，支所機能の充実
２，各資料の一元管理、電算化の推進
３，合理的な財政運営の推進
４，行政改革の推進

Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ

Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

１，一部事務組合の運営等

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

１，職員研修の推進
２，県との人事交流の推進
１，適正な職員配置の推進
２，専門職員等の確保
３，プロジェクトチーム制度の活用
１，情報公開による情報の共有化
２，多様な参画システムの確保
３，日ごろのコミュニケーション機会の確保

Ｂ
Ｄ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｄ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ

１，まちづくり活動支援制度の確立

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ｂ

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ｂ

体となったまちづく
り活動への支援
２，市民による多様な活動の促進

１，学園交流拠点としての充実
１，地域交流拠点
２，国際交流の推進
としての充実
３，地域イベント等の交流推進
１，商店街活性化の取組
４，高知工科大学
２，新産業育成の取組
と共に歩むまちづ ２，地域産業振興
３，森林、物部川を守る取組
くりの推進
の連携
４，木材の活用
５，特産品の開発
３，教育機会での １，学校教育機会での連携
連携
２，生涯学習機会での連携

4

（２）総括表まとめ
第1次振興計画評価
評価

前期中間（H21.11）
該当数

Ａ：出来ている

該当数

割合

後期中間（H26.12）
該当数

割合

最終(H28見込み含む)
該当数

16%

40

21%

35

17%

38

18%

106

54%

129

66%

139

69%

153

73%

Ｃ：あまり出来ていない

45

23%

19

10%

23

11%

12

6%

Ｄ：出来ていない

12

6%

7

4%

5

2%

7

3%

計

195

100%

195

100%

202

100%

210

100%

3

9%

5

16%

6

19%

5

15%

11

34%

22

69%

22

71%

26

79%

15

47%

5

16%

3

10%

2

6%

Ｄ：出来ていない

3

9%

0

0%

0

0%

0

0%

計

32

100%

32

100%

31

100%

33

100%

4

14%

6

21%

2

7%

3

10%

17

59%

16

55%

25

86%

27

90%

7

24%

7

24%

2

7%

0

0%

Ｄ：出来ていない

1

3%

0

0%

0

0%

0

0%

計

29

100%

29

100%

29

100%

30

100%

6

19%

5

16%

8

27%

8

25%

20

65%

20

65%

17

57%

21

66%

3

10%

3

10%

5

17%

2

6%

Ｄ：出来ていない

2

6%

3

10%

0

0%

1

3%

計

31

100%

31

100%

30

100%

32

100%

9

20%

16

36%

6

13%

12

26%

23

51%

27

60%

31

69%

32

68%

12

27%

2

4%

8

18%

3

6%

Ｄ：出来ていない

1

2%

0

0%

0

0%

0

0%

計

45

100%

45

100%

45

100%

47

100%

7

17%

4

10%

7

17%

5

12%

26

62%

33

79%

29

69%

31

74%

5

12%

2

5%

4

10%

4

10%

Ｄ：出来ていない

4

10%

3

7%

2

5%

2

5%

計

42

100%

42

100%

42

100%

42

100%

Ａ：出来ている

3

19%

4

25%

6

24%

5

19%

Ｂ：概ね出来ている

9

56%

11

69%

15

60%

16

62%

3

19%

0

0%

1

4%

1

4%

Ｄ：出来ていない

1

6%

1

6%

3

12%

4

15%

計

16

100%

16

100%

25

100%

26

100%

Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている

１，まちの
かたちを創 Ｃ：あまり出来ていない
る

Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている

２，みどり
Ｃ：あまり出来ていない
を保つ

Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている

３，やすら
Ｃ：あまり出来ていない
ぎを守る

Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている

４，賑わい
Ｃ：あまり出来ていない
を興す

Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている

５，未来を
Ｃ：あまり出来ていない
拓く

6．みんな
Ｃ：あまり出来ていない
で築く

5

取組み内容

割合

32

Ｂ：概ね出来ている

全体

割合

前期最終(H23.3)

都市計画、市
道等の整備、
公共交通等

消防、防災、
水道、汚水、
環境等

福祉、保健、
医療等

産業

子育て、教
育、人権等

新庁舎、支
所、行政、市
民の参加等

評価の比較

全体
Ａ：出来ている

Ａ：出来ている
0%
10%
20%
Ｂ：概ね出来ている

前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ｂ：概ね出来ている

16%
30%
54%
23%
6%

(40項目)
Ｃ：あまり出来ていない
18%

最終

Ｄ：出来ていない
(37項目)

後期中間

21%
66%
10%
4%

17%
69%
11%
2%

Ｃ：あまり出来ていない

18%
50%
73%
6%
3%

40%

17%

60%

前期中間

Ｄ：出来ていない
80%

90%

(151項目)
73%

(23項目) (5項目)
11%
2%

(137項目)

(19項目)
(7項目)
10%
4%

(129項目)

21%

66%
(106項目)

(32項目)
16%

100%

(12項目) (7項目)
6% 3%

69%
(40項目)

前期最終

70%

(12項目)

(45項目)

54%

23%

6%

◆最終評価では、Ａ：出来ている、Ｂ：概ね出来ているを合わせると９１％となり、前期最終
評価の８７％から４％の増となっています。

１．まちのかたちを創る（都市計画、市道等の整備、公共交通等）
Ａ：出来ている

前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ｂ：概ね出来ている

Ａ：出来ている
0%
10%
20%
Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまり出来ていない
(5項目)
最終
15%
Ｄ：出来ていない
(6項目)

後期中間

9% 16%
30%
34% 69%
47% 16%
9%
0%

19%
40%
71%
10%
0%

15%
50%
79%
6%
0%

19%
16%

前期中間

(3項目)
9%

60%

70%

Ｄ：出来ていない
80%

90%

(3項目)
10% 0%

(22項目)

(5項目)
16%
0%

(22項目)
69%
34%

100%
(2項目)
6% 0%

(26項目)
79%

71%

(5項目)

前期最終

Ｃ：あまり出来ていない

(15項目)

(11項目)

(3項目)
9%

47%

◆最終評価では、Ａ：出来ている、Ｂ：概ね出来ているを合わせると９４％になり、前期最終
評価の８５％から９％の増となっています。

２，みどりを保つ（消防、防災、水道、汚水、環境等）
Ａ：出来ている

Ａ：出来ている
0%
10%
Ｂ：概ね出来ている

20%

(5項目)
Ｃ：あまり出来ていない
最終
10%

Ｄ：出来ていない

後期中間
前期最終
前期中間

(4項目)

前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ｂ：概ね出来ている

14% 30%21%
59% 55%
24% 24%
3%
0%

7%
40%

Ｃ：あまり出来ていない

10%
50%
90%
0%
0%

86%
7%
0%

7%

60%

70%

Ｄ：出来ていない
80%

90%

(25項目)
90%

0%

(2項目)
7% 0%

(23項目)

86%
(6項目)
21%
(4項目)
14%

(7項目)

(16項目)
55%
(17項目)

59%

24%

(7項目)
24%

◆最終評価では、Ａ：出来ている、Ｂ：概ね出来ているを合わせると１００％である。前期最
終評価の７６％から２４％の増となっています。

6

100%

0%
(1項目)

3%

３，やすらぎを守る（福祉、保健、医療等）
前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまり出来ていない
16% 27%
25%
Ａ：出来ている
0%
10%
20% 19% 30%
40%
50%
60%
70%

Ｂ：概ね出来ている

(8項目)
Ｃ：あまり出来ていない
最終
25%

Ｄ：出来ていない

後期中間

(8項目)

65%
10%
6%

65%
10%
10%

57%
17%
0%

66%
6%
3%

(21項目)

(20項目)

16%

(20項目)

19%

0%

(3項目)
(3項目)
10%
10%

65%

(6項目)
前期中間

(5項目)
17%

(17項目)
57%

27%

100%

(2項目)
(1項目)
6% 3%

66%

(5項目)
前期最終

Ｄ：出来ていない
80%
90%

(2項目)

(3項目)
10%

65%

6%

◆最終評価では、Ａ：出来ていると、Ｂ：概ね出来ている合わせると９１％となり、前期最終
評価の８１％から１０％の増となっています。

４，賑わいを興す（産業）
前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまり出来ていない
20% 36%
13%
26% 50%
Ａ：出来ている
0%
10%
20%
30%
40%
60%
70%

Ｂ：概ね出来ている

(12項目)

Ｃ：あまり出来ていない
最終
26%

Ｄ：出来ていない

後期中間

(6項目)
13%

60%
4%
0%

69%
18%
0%

68%
6%
0%

100%
(3項目)
6% 0%

(32項目)
68%

(8項目)
0%

(31項目)

69%

18%

(16項目)
36%

前期最終
前期中間

51%
27%
2%

Ｄ：出来ていない
80%
90%

(27項目)

(2項目)
4%0%

60%
(23項目)
51%

(9項目)
20%

(1項目)

(12項目)
27%

2%

◆最終評価では、Ａ：出来ている、Ｂ：概ね出来ているを合わせると９４％となり、前期最終
評価の９６％から２％の減となっています。

５，未来を拓く（子育て、教育、人権等）
前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている
17% 10%
20%
30% 17%40%12%

Ａ：出来ている
0%
10%
Ｂ：概ね出来ている

(5項目)
Ｃ：あまり出来ていない
最終
12%

Ｄ：出来ていない

後期中間
前期最終

(7項目)

62%
12%
10%

79%
5%
7%

69%
10%
5%

74%
10%
5%

Ｄ：出来ていない
80%
90%

(31項目)
74%

(29項目)

17%

69%

(4項目)
10%

(26項目)

17%

100%

(4項目)
10%

5%

(4項目)
10%

5%

(2項目)
(2項目)

(2項目)
(3項目)
5%
7%

(33項目)
79%

(7項目)
前期中間

Ｃ：あまり出来ていない
60%
70%

50%

(5項目)
12%

62%

(4項目)
10%

◆最終評価では、Ａ：出来ている、Ｂ：概ね出来ているを合わせると８６％となり、前期最終
評価の８９％から３％の減となっています。

６，みんなで築く（新庁舎、支所、行政、市民の参加等）
前期中間 前期最終 後期中間 最終
Ａ：出来ている
Ｂ：概ね出来ている

Ａ：出来ている
0%
10%
Ｂ：概ね出来ている

19%
20%

(5項目)

Ｃ：あまり出来ていない
最終
19%

Ｄ：出来ていない

56%
19%
6%

(6項目)

後期中間

24%

前期最終

25%

25%
30%
69%
0%
6%

Ｃ：あまり出来ていない

24%40% 19%
60% 62%
4%
4%
12% 15%

50%

60%

Ｄ：出来ていない
80%

90%

(1項目)
4%

(16項目)
62%
(15項目)
60%

(1項目)
4%

(11項目)

(4項目)
(9項目)

19%

56%

(3項目)
19%

◆最終評価では、Ａ：出来ている、Ｂ：概ね出来ているを合わせると８１％となり、前期最終
評価の９４％から１３％減となっています。
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100%
(4項目)

15%
(3項目)
12%

(1項目)
0% 6%

69%

(3項目)

前期中間

70%

(1項目)
6%

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
１，計画的な土地利用の推進
１，まちの活力を拓く土地利用の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

本振興計画で掲げる土地利用
ビジョン及び、高知広域都市計
区域マスタープランに基づく適切
１，土地利用 画区域マスタープランの確実な 前期を拡 な土地利用、市街化区域の着実
計画の円滑な 推進を図るとともに、市街化調整 充して継 な社会基盤整備、高知山田線、
推進
区域内の規制緩和を検討しま
続
国道195号2次バイパス整備の
す。そのため、これらの計画の
推進。
周知に力を入れます。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

区域マスタープランに基づく適切
な土地利用が出来ている、高知
山田線（楠目工区）の完成により 高知山田線（楠目工区）、国道195号2次バイパス整備
国道195号の交通渋滞が暖和さ の推進。開発許可規制暖和の要望。
れた。国道195号2次バイパスの
推進。

Ｂ

建設課

Ｂ

建設課

Ｂ

建設課

効果的な人口誘導、交流の受
け皿づくりを進めるため、土佐山
田地区においては市街地の活
性化とともに、都市発展のため
継続
成熟した市街地の形成を進めま
す。（土佐山田駅北周辺地区、
高知工科大学周辺の「研究学園
交流拠点等」）。

市道宮前秋月丸線部分供用、秦
山公園整備等による利便性向上
により駅北地区内へ人口誘導。
駅北駅南のアクセス道路新町西
町線事業化推進。

Ｂ

市道宮前秋月丸線部分供用、秦
山公園整備等による利便性向上 H25～26新町西町線実施設計3000万円（H25契約額
で駅北地区内人口増。駅北駅南 26,145,000円）H26～28新町西町線用地買収、整備8
のアクセス道路新町西町線事業 億500万円
着手。

民間活力の参入、地域住民の
３，新しいまち まちづくりへの主体的な参画を
づくり手法の 促すため、地区計画制度の運用 継続
導入
等、新しいまちづくりの手法の導
入を検討します。

社会情勢の低迷により民間活力
が低下地区計画制度の活用に
至ってない。

Ｂ

香美市の都市計画を公表、地区
計画、都市計画の提案制度等 香美市の都市計画2010作成、広報ホームページ掲
PRによる住民意識の向上を図 載。
る。

２，重点的な
地域整備の
推進

⑤
評価
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１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
１，計画的な土地利用の推進
２，広い市域のマネジメント体制の構築

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

今後とも地籍調査を確実に実
施していくほか、市民の参加によ
１，土地情報
り自然、文化、生活環境、産業 継続
の整備
活動等、地域の様々な情報の収
集・整備を図ります。

第6次国土調査事業10ヵ年計画
に基づき調査を実施していま
す。

市役所や支所、その他の主要
な公共的施設を、地域環境のマ
ネジメント拠点とした、地域情報
の収集活動等を通じて、地域の 継続
安全管理、環境管理、地域課題
解決のためのネットワークづくり
を進めます。

物部町では、地域担当職員を配
置し、地域を回り情報の収集に
当っている。
自治会長会の実施。

2，地域環境
の管理体制
の確立

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

第6次国土調査事業10ヵ年計画
に基づき調査を実施し、地籍調
査事業の成果は公共事業に利
用されている。

地籍調査事業(H19～28)
H19年度117,230万円 H20年度101,880万円
H21年度116,920万円 H22年度108,080万円
H23年度 96,520万円 H24年度110,680万円
H25年度106,000万円 H26年度104,080万円
H27年度114,000万円 H28年度115,000万円

Ｃ

物部町では、地域担当職員を配
置し、地域を回り情報の収集に 物部町→地域担当職員制度の実施。自治会長会の実
当っている。
施。
自治会長会の実施。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

新たな事業はできる限り外注等
へと移行を行い、認証、送付遅 建設課
延の解消に努める必要がある。

Ｃ

物部支所職員の削減により従来
のような地域訪問ができなくなり
つつあるので、実施状況等を検 物部支所
討し、制度の見直しを図る必要
がある。

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
２，市街地や集落の整備
１，賑わいのある市街地の整備

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

香北、物部の市街地は、各生
２，生活圏ご
活圏の中心として利便性の向
との交流拠点
上、交流機能の強化を図りま
育成
す。

３，みんなに
やさしいまち
づくりの推進

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

Ｂ

H25～26新町西町線実施計画設計3,000万円（H25契
アクセス道路都市計画道路新町
約額26,145,000円）H26～28新町西町線用地買収、整
西町線に着手、用地買収、工事
備8億500万円
着工。

Ｂ

中心商店街をはじめとする空
き店舗対策として、空き店舗等を
利活用して開業を行う者を支援
した。
土佐山田えびす商店街（土佐山
田町西本町）にある中町スー
パー跡地に地域交流の拠点、特
産品や地場産品を販売するアン
テナショップの運営を行った。
また、運営にあわせ観光や特
産品情報の提供を行い、市民交
流イベントの企画・開催も行っ
た。

各集落と物部町の中心部である
大栃を結ぶデマンドバスを導入
している。

Ｂ

地域交通バスの地域中心街へ
●H21香美市営バス車輌購入事業
の乗り入れや高齢者にやさしい
小型ノンステップバス1台（別府線） 1,647万円
ノンステップバス導入及びデマン
●H25香美市営バス運行整備事業
ドバス導入（物部町）など、利便
ワゴン車2台（エリア型デマンドバス物部） 428万円
性の向上を図っている。

Ｂ

取り組みなし。

Ｄ

ハード事業として、排水路等の
改修工事等を実施した。

Ｂ

Ｂ

秦山公園谷秦山墓所に車椅子
駐車場、参道に手すりを設置、
バリアフリー化が進んだ。駅北 まちづくり交付金高質空間形成整備事業、社会基盤整
南アクセス道路新町西町線整備 備総合交付金（都）新町西町線整備事業(市街地にお
により歩道を設置、交通弱者・児 ける安全・安心で良好な都市環境づくり）
童の通学路としての安全性確保
をする・

まちの顔JR土佐山田駅へのアク
セス道路整備を進める。

土佐山田の市街地は、玄関口
機能の強化、都市的な商業・
サービス業や文化の振興、歴史
１，中心市街 の風情を活かした街づくり、ITソ
継続
地の活性化 フト関係や高齢者福祉サービス
などの新産業の立地等を活かし
た新しい街づくりを進め、求心力
の向上を図ります。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

平成23年度より地域アンテナ
ショップ「ふらっと中町」が設置さ
れ、中心市街地の活性化に向け
ての各種取り組みを行なってき
た。また、平成26年度より高知県
産業振興計画の地域アクション
プランに「土佐山田えびす商店
街を中心とする地域の活性化」
として登録され、今後の展開が
期待される。

●空店舗等利活用助成事業
H23→1,500千円、Ｈ24→1,150千円、Ｈ25→1,500千
円、Ｈ26→1,500千円
●中心商店街拠点整備及び空き店舗対策事業
H23→8,691千円、Ｈ24→5,952千円、Ｈ25→5,874千
円、Ｈ26→6,456千円
●移住促進事業費補助金（地域状況調査）
H26→3,400千円
●商店街まちづくり事業（街路灯整備）
H26→4,109千円
●高知県産業振興計画のアクションプランへの「土佐
山田えびす街を中心とする地域の活性化」の新規追
加（H26～）

Ｂ

各市街地は、道路や個別施設
のユニバーサルデザイン化を促
進する等、高齢者・障害者・子ど
継続
も連れにやさしいまちづくり、す
べての人が集い活動しやすい環
境づくりを進めます。

秦山公園整備では谷秦山墓所
に車椅子駐車場、急傾な参道に
手すりの設置を行い、高齢者・
障害者にやさしい環境づくりを図
る。駅北南のアクセス道路新町
西町線整備で歩道を設置し交通
弱者の安全を確保する。
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Ｂ

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

建設課

Ｂ

継続
●H21美良布駅線側溝改修工事2，804万円

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

新規店舗等の開業は商店街等
に活力を与えるが、空き店舗は
店舗兼住宅であることから持ち
主に店舗等を貸し出す意欲が少
ないため、協力が得られるかが
課題。地域状況調査の結果を今
後の事業計画にどう反映してい 産業振興
くか、関係者で協議検討する必 課
要がある。
ふらっと中町を
中心施設に位置付け、シェアハ
ウス・シェアオフィス等を含めた
新しい取組（補助事業）に挑戦し
ていく。

市内における交通空白地の解
まちづくり
消については順次取り組んでい
推進課
るが、残っている交通空白地に
対して、できるだけ早期の対応
が必要である。

課題なし。

香北支所

建設課

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
２，市街地や集落の整備
２，魅力的な定住環境の整備

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

１，快適で魅
地域コミュニティの拠点ともな
力的な集落環 る集会所機能の確保を進めま
境の整備
す。

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

自治会が地域の振興、福祉の向
前期を縮 上並びにコミュニティの形成及び
小して継 運営を図るために実施される集
続
会所整備事業に要する経費の
一部に対し補助金を交付した。

子どもたちの安全な遊び場、地
秦山公園整備全体計画完成。公
域活動や健康づくりを担う場、地
園愛護会に維持管理・運営委
域の個性を表現する場として公
前期を拡 託。旭町・宝町・黒土街区公園は
２，公園・緑地 園・緑地の整備・充実を図りま
充して継 地域委託及び自主管理で運営。
の充実
す。 秦山公園など利用度の高
続
維持管理軽減の為、街区公園の
い公園遊具の点検、メンテナン
リニューアル工事。秦山公園子
スに力を入れ子どもの安全を守
どもの広場遊具等修繕。
ります。

３，墓地の整
既存の市営墓地の適切な管理
継続
備
に努めます。

草刈を委託し（年4回、年3回以上
等）墓地の管理をしている。また前山
墓地公園については定期的にごみ
捨て場の清掃を行っている。
新たな墓地の整備についての検討
は行っていない。

ＵＪＩターン希望者に対し、空き
家や遊休農地等の情報を提供
４，転入者・移 し、定住を促進します。また、転
住者等の受 入者・移住者が、地域コミュニ
継続
入れ体制の ティーの一員として参加したくな
整備
るようなまちづくりの在り方につ
いて、自治会・町内会とともに検
討します。

１「香美市移住定住推進計画ア
クションプラン」を作成し、官民協
働で移住定住を目指す。平成２
７年度から香美市移住定住推進
協議会の立ち上げ準備を行って
いる。

居心地の良いまちづくりには、
市民の主体的な参加が欠かせ
５，市民主体
秦山公園子どもの広場、街区公
ません。公園・緑地、道路、河川 前期を縮
の居心地の
園は周辺自治体の有志による公
等をを安全で美しく保つために、 小して継
良いまちづく
園愛護会等による維持管理を行
愛護活動等市民との協働による 続
りの促進
う。
公共空間の管理の在り方を検討
します。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

H１９・８件・５，５３８千円
H２０・８件・２，１３９千円
H２１・７件・１，９２３千円
集落集会所整備事業（H１９～H
H２２・７件・２，０００千円
２４）及び地域活性化総合補助
H２３・７件・１，２４７千円
金・集会所整備事業（H２５～）に
H２４・９件・１，８３１千円
より市内自治会の集会所を整備
H２５・２４件・９，８４７千円
した。
H２６・１２件・３，２６３千円（H２７.１．１４現見込み額）
H２７・１５件・５，０００千円（見込み）
H２８・１５件・５，０００千円（見込み）

Ｂ

Ａ

秦山公園整備全体計画完成、公
園愛護会に維持管理・運営委
託。旭町・宝町・黒土の街区公園 平成25年度(繰)香美市街区公園改修工事
は地域委託及び自主管理で運 1,051,172,533円、平成26年度秦山公園遊具等改修工
営。街区公園をリニューアルによ 事9,288,000円
り草刈等維持管理の軽減が出
来た。

Ａ

建設課

Ａ

草刈を委託し（年4回、年3回以上
等）墓地の管理をしている。また前山
墓地公園については定期的にごみ
捨て場の清掃を行っている。
墓地利用規律についての看板設置、
階段に手摺を設置し環境整備を図
る。

H20市営墓地管理業務（前山・間・有瀬）62万円
H21市営墓地管理業務（前山・間・有瀬）62万円
H22市営墓地管理業務（前山・有瀬）32万円
H23市営墓地管理業務（前山・間・有瀬）53万円
H24市営墓地管理業務（前山・間・有瀬)59万円
H25市営墓地管理業務（前山・間・有瀬・永野）69万円
H26市営墓地管理業務（前山・間・有瀬・永野）80万円
H27市営墓地管理業務（前山・間・有瀬・永野）80万円
H28市営墓地管理業務（前山・間・有瀬・永野）80万円

Ａ

利用方法についての励行と環境整
備
管財課
市民のニーズにより市営墓地の新設

Ｂ

「香美市移住定住推進計画アク
ションプラン」作成。
平成２７年度には「香美市移住
定住推進協議会」と移住者の相
談窓口・交流の場としてＮＰＯ法
人委託を計画中。

○平成２６年１２月に「香美市移住定住推進計画アク
ションプラン」を作成し、移住定住の情報共有や課題
解決、受入体制づくり体制案ができた。１月には庁内
組織の本部会立ち上げ、推進チーム会も開催、
○平成２７年度には関係する外部団体と連携するため
に「香美市移住定住推進協議会」と移住者の相談窓
口・交流の場としてＮＰＯ法人委託を計画中。

Ｂ

移住定住の推進体制はできたの
で、庁内組織や外部団体との情
まちづくり
報共有と課題解決に向けて、関
推進課
係者と共に事業推進ができるか
定住班
どうか、住民の意識の高揚を図
り、定住に繋げる必要がある。

Ｂ

秦山公園子どもの広場、黒土公
園は地元自治会、有志によりお
らんくの公園意識できめの細か
い管理運営がされている。また、 講習会による遊具の日常点検技術者の育成。
直営による遊具の日常点検を行
い、安全な遊び場が提供されて
いる。
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Ｂ

予算額に限りがあるため、新築・
まちづくり
改築・増築等に対して即対応が
推進課
できない状況である。

建設課

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
２，市街地や集落の整備
３，多様な住宅等の供給

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

１，市営住宅
引き続き、黒土２号団地建替
の建替え
事業を進めます。

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

公営住宅整備事業
H19→21052万円
H20→24906万円 H21→839万円
移転費等助成事業
黒土建替えに伴う住宅（4団地）
H19→373万円 H21→154万円
は全て完成し、駐車場整備も完
駐車場整備事業
了した。
H20→714万円 H21→614万円
空き家再生等推進事業 H22→266万円
黒土2号団地解体工事 H21：1776万円
前山団地解体工事 H22：331万円

前期で終
了

１，市営住宅
老朽化した住宅の改修や解体 後期から 老朽化した住宅の改修や解体な
の改修
事業を進めます。
新規
ど行った。

Ａ

H24片地団地改修工事3331万円
H26セトル成矢団地改修工事3928万円
老朽化した住宅の改修や解体事
H27百石団地解体工事1500万円
業を行った。
H28上町団地外壁塗装工事3000万円
H28 栃ヶ丘外壁塗装工事2000万円

今後とも県営住宅の充実につ
２，県営住宅
いて関係機関と連携し協力を
継続
の充実
行っていきます。

Ａ

県営住宅定期募集案内時に申
込書を配布することにより、連絡 事業費なし
調整を行うことができた。

Ｂ

○平成２４年から平成２６年にか
けて香美市全域空き家調査を行
う。常時はお住まいでない家屋
がかなりあることが分かる。○空
き家バンク、空き家と移住希望
者の情報を繋ぐために作成、
ホームページ上で掲載中。 ○
空き家バンクに登録した家屋の
改修費等補助金（改修＋荷物の
処分）を作る。

市民や不動産業者との連携に
より、空き屋情報等の整備を図
ります。移住希望者に対しては、
３，多様な住
ＪＡ、商工会その他関係機関と連
まい情報の受
携・協力しながら、住まいや地域 継続
発信体制の
環境等に関する情報発信を行
充実
い、窓口を確保して各種相談に
応じるなど、情報受発信体制の
充実に努めます。

県営住宅定期募集に協力する
とともに、必要に応じ高知県との
連絡調整を行った。

○平成２４年から空き家調査を
行う、○空き家バンクを実施
○空き家改修費等補助金
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○空き家調査は、香美市の都市計画区域外を先に行
い、平成２６年度から都市計画区域内も行う。常時は
お住まいでない家屋が千棟以上あることが分かる。
○空き家の有効活用、地域の担い手づくりの為に、空
き家バンクを立ち上げ、移住者を呼び込み定住に結び
つける必要があり、平成２７年１月時点で8件が契約成
立、１１件が紹介中。○空き家改修費補助金は、空家
バンクに登録した家屋の改修や荷物の処分に対して
補助。現在５件申請があり、補助申請額は、１,８２１,０
００円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

市民のニーズにより市営住宅の
建設が必要な場合検討の必要 管財課
がある。

Ｂ

百石団地の入居者が全て転居
し、27年度に除却の予定。跡地
利用の検討をする必要がある。 管財課
市営住宅の外壁塗装による躯体
の長寿命化を引き続き行う。

Ｂ

引き続き調整を行う。
課題は特になし。

Ｂ

○空き家の所有者情報収集が
困難である。空き家対策特別措
まちづくり
置法の運用が可能かどうか研究
推進課
が必要。○移住から定住のため
定住班
に、地域住民に協力を呼びかけ
ていく必要がある。

管財課

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
３，交流基盤の整備
１，基幹交通路の整備

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

国道195号（山田バイパス：北
・楠目地区、佐野地区での用地
本町～杉田間）は用地交渉を早
調査
１，国道１９５ 急に進め、早期完成を目指しま 前期を拡
・市街地部（基点～市道植線）用
号の二次改 す。現在の国道195号について 充して継
地取得準備予定
良の促進等 も、自転車が通行しやすい道路 続
・土生川橋梁工事（H27着工予
に改良できるよう関係機関と調
定）の準備作業
整を図り推進します。

Ｂ

・楠目地区、佐野地区での用地
○都市計画街路事業
調査完了
・市街地部(基点～市道植線)用
H23→1,222万円
地取得に着手
・土生川橋梁工事(H27着工予
H24→ 143万円
定）の準備に着手

２，県道日ノ
市を一体化する路線、防災上
御子土佐山 の重要路線として位置づけ、車
継続
田線、久保大 線の拡幅等全線改良を目指しま
宮線の改良 す。

各路線とも道路拡幅等の部分改
良を計画的に実施している。

Ｂ

用地等の未解決箇所が出来て
いない。

現道拡幅・待避所等(自治会)か
ら要望が提出されれば、その都
度要望している。

Ｂ

用地等の未解決箇所が出来て
いない。

３，その他の
県道の改良
等

市内外の各地域を結ぶ重要な
道路であり、集落の定住環境の
確保に不可欠な路線も多いた
継続
め、用地の確保を進める等、県
との調整を図りながら順次改良
を進めます。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

用地を先行取得をしながら、本
工事の早期完了を目指す。

○県単事業
H24→ 2,360万円
H25→15,939万円
H26→16,361万円

Ｂ

財源確保を行い、県を含め地域
(自治会）と連携を取りながら、計 建設課
画的な改良計画をたてる。

○県単事業
H24→ 2,360万円
H25→15,939万円
H26→16,362万円

Ｂ

財源確保を行い、県を含め地域
(自治会）と連携を取りながら、計 建設課
画的な改良計画をたてる。

建設課

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
３，交流基盤の整備
２，暮らしを支える道路網の整備

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

市街地内の狭隘道路の解消等
を積極的に進めるとともに、ＪＲ
１，都市計画
の線路によって分断されている 継続
道路の整備
南北の既成市街地を結ぶ道路
の整備を進めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

道路改良、都市計画道路新町西
町線整備の進展
(市道整備）
継続事業については、補助事業
と起債事業の採択を受け、市の
財政負担が軽減される計画で遂
行している。新規の道路整備及
び維持についての要望は多く、
多額の予算を伴うため単年度で
の対応は困難である。

２，市道・農
現在整備を進めている路線の
道・林道等の 早期完成と新規路線の整備着 継続
整備
手を目指します。

②
進捗
状況

地域要望に基づき計画的な道路
整備を図る。

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

H25～26新町西町線実施計画設計3,000万円（H25契
約額26,145,000円）H26～28新町西町線用地買収、整
備8億500万円

Ａ

新町西町線事業着手、実施設
計、用地買収、工事着手

Ｂ

○辺地対策事業
H23→5,998万円 H24→6,195万円 H25→17,406万円
H26→8,075万円
継続事業については、ほぼ出来 ○過疎対策事業
ているが新規路線の用地買収に H23→3,075万円 H24→3,508万円 H25→4,683万円
H26→2,550万円
ついて難攻している。
○各種交付金事業
H23→3,438万円 H24→3,420万円 H25→5,672万円
H26→10,750万円

⑤
評価

林道開設事業については全て補
助事業で開設しており、財政負
担の軽減が図れた。新規路線に
ついては継続路線完成を優先し
ていることと、路線数も多く、財
政的、物理的に困難な状況であ
る。

●林道整備事業
H19：13830万円 H20：17745万円 H21：12548万円
H22：22898万円 H23：12601万円 H24：10604万円
H25：11928万円 H26： 9975万円 H27：15700万円
H28：15700万円
●過疎対策事業
H19：4162万円 H20：3250万円 H21：1124万円
●辺地対策事業
H20：1927万円
●道整備交付金事業
H22：10593万円

地域のボランティアの協力も得
て遂行している。

計画的な道整備

Ｂ

Ｂ
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⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

建設課

Ｂ

計画的な財源確保と早期な供用
建設課
開始が課題である。

（農道整備）
山間地の一部及び地形的に困
難な箇所を除き概ね整備済みで
H20むらづくり交付金4,500万円
あると思われる。次年度以降に
は既設路線の舗装事業を計画し
ている。

（農道整備）
国・県の補助事業を導入し、緊
急かつ主要な集落道を兼ねる路
線を計画的に整備している。

（林道整備）
前期で起債単独事業で実施し
ていた継続路線も補助事業に移
行し、２６年度完成予定となっ
た。これにより造林事業等の事
業効果が期待される。その他の
補助事業路線についても隔年で
はあるが、順次開設を行ってい
る。
良好な沿道景観の創出のため
に、関係機関による総合的な取
３，市民参加
組みを進めるとともに、市民の理
によるみちづ
継続
解と協力、積極的な参加を得な
くり
がら、安全で快適な道路環境の
維持に努めます。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

Ｂ

Ｂ

山間地農家の農業継続と地域
の路網整備推進による住みやす
い生活基盤の構築を図るため、
未整備箇所への早期着手につ
いて検討する必要がある。集落
へのアクセス道路として整備さ
れたものは、補助事業の規定期
間を過ぎれば、その一部でも市
道認定し交付金の増額を図るべ
継続事業の早期完成
集落へのアクセス道路として整
備されたものは、補助事業の規
定期間を過ぎれば、その一部で
も市道認定し交付金の増額を図
るべき。

産業振興
課
(香北支
所)
(物部支
所)

産業振興
課

計画的な推進とその財源確保が
建設課
課題。

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
３，交流基盤の整備
３，公共交通手段の維持・充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

バス等の公共交通について
は、高齢者、障害者等交通弱者
による利用を考慮し、市民の通
１，公共交通
院・通勤・通学・買い物等の生活 継続
手段の確保
行動を支える重要な移動手段と
位置づけ、その整備に努めま
す。

既存のバスルートや運行本
数、運営形態の在り方、公共交
２，バス交通
通空白地の解消や観光周遊な
の総合的な検
継続
どを含めた対策等について、地
討
域交通対策検討委員会で総合
的に検討を進めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

市営バスの新規運行につい
て、土佐山田町では、平成25年4
月から佐岡線を、物部町では、
平成26年4月からエリア型デマン
ドバス物部の運行をそれぞれ開
始した。
エリア型デマンドバス物部の使
用車輌は、平成25年度に県補助
事業を活用し、ハイブリッド方式
による8人乗りの普通乗用車輌
を、2台購入した。

平成23年11月から平成25年3
月までの期間、香美市地域交通
対策検討委員会を設置し、全体
会、小委員会、視察研修会等の
中で、公共交通に関する現状分
析や今後のあり方についての議
論が重ねられ、平成25年3月に、
市営バスを含めた公共交通事業
の方向性に関する最終答申が
市長に提出された。市では、最
終答申の意向を尊重し、市営バ
ス新規路線の運行開始等、交通
空白地への対応を順次行ってい
る。委員会の解散後は、香美市
地域公共交通会議で、運行ルー
トの改正等、必要に応じて検討
を行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

市営バス利用者の安全性を重視
し、老朽化車輌の計画的な更新や、
更新車輌に補助ステップや手摺り等
の設備を装備し利便性の向上に取り
組んだ。また、親しみを持ってもらえ
るよう、車輌に香美市イメージキャラ
クター13体の貼付を行った。
市営バスの新規運行については、
土佐山田町では、平成25年4月から
佐岡線を、物部町では、平成26年4
月からエリア型デマンドバス物部の
運行をそれぞれ開始した。エリア型
デマンドバス物部の使用車輌は、平
成25年度に県補助事業を活用し、ハ
イブリッド方式による8人乗りの普通
乗用車輌を、2台購入した。今後は、
土佐山田町及び香北町の交通空白
地に対して、順次デマンドバスの導
入を検討していく。

●H18香美市営バス車両購入事業
小型バス1台（蕨野線） 788万円
●H20市営バス車輌購入事業
ワゴン車1台（谷相・白川線） 374万円
●H21香美市営バス新規路線実証運行事業
ワゴン車1台（不寒冬線、西又線、町田線） 417万
円
●H21香美市営バス車輌購入事業
小型ノンステップバス1台（別府線） 1,647万円
●H24香美市営バス車輌購入事業
ワゴン車1台（佐岡線） 433万円
●H25香美市営バス運行整備事業
ワゴン車2台（エリア型デマンドバス物部） 428万円

Ｂ

平成20年9月、香美市地域交通対
策検討委員会による市営バス事業
のあり方に関する最終答申が市長に
提出された。市では、最終答申の意
向を尊重し、再編計画(案)を作成の
うえ、地元説明会等を実施し、平成
21年4月1日から再編した市営バス事
業の運行を行った。
前回答申での5年後を目処に見直
しを行うとの方針により、平成23年11
月から平成25年3月の期間、香美市
●香美市地域公共交通会議 開催
地域交通対策検討委員会を設置。
公共交通に関する現状分析や今後 ●香美市地域交通対策検討委員会 開催
のあり方についての議論が重ねら
れ、平成25年3月に、市営バスを含
めた公共交通事業の方向性に関す
る最終答申が市長に提出された。市
では、最終答申の意向を尊重し、市
営バス新規路線の運行開始等、交
通空白地への対応を順次行ってい
る。委員会の解散後は、香美市地域
公共交通会議で、運行ルートの改正
等、必要に応じて検討を行っている。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

市営バス利用者の安全性を重
視し、老朽化の進んだ車輌の更
新を計画的に行っていく必要が
ある。
市内における交通空白地の解
消については順次取り組んでい
るが、残っている交通空白地に
対して、できるだけ早期の対応
が必要である。

まちづくり
推進課
(香北支
所)
(物部支
所)

Ｂ

香美市地域交通対策検討委員
会では、あらゆる角度からの交
通体系を検討し、実証運行を
行っていく必要がある。
市営バスについては、利用状
況等を鑑みて、路線方式からデ
マンド方式への移行等、合理的
な運行についても検討を図って
いく必要がある。

まちづくり
推進課
(香北支
所)
(物部支
所)

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
３，交流基盤の整備
４，交通ターミナル機能等の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

市営バス事業について、鉄道、
民間事業者による路線バス等へ
の接続を考慮し、時刻表の見直
しを行った。

鉄道とバス・タクシー等の連携
機能の強化を図るとともに、市民
１，JR土佐山 の参加・協力を得ながら、観光
田駅周辺整 案内機能の向上、魅力的な交流 継続
備の検討等 環境づくりを進めます。この事業
の進捗に併せ、駅周辺の整備を
検討します。

その他の鉄道駅、バスターミナ
ル及びバス停留所についても、
市民、来訪者の安全で円滑な移
２，その他の
動を支える拠点として、乗り換
交通ターミナ
え、休憩、案内機能を充実させ 継続
ル機能の充
るとともに、市民の参加と協力を
実
得ながら、快適で魅力的な交流
空間、情報拠点としての機能の
充実を図ります。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

今後も市営バス事業につい
て、鉄道、民間事業者による路
まちづくり
線バス等への接続を考慮し、時
推進課
刻表の見直しを行っていく必要
がある。

Ｂ

市営バス事業について、鉄道、
民間事業者による路線バス等へ ●鉄道、民間事業者による路線バス等への接続を考
の接続を考慮し、時刻表の見直 慮した市営バス時刻表の見直し
しを行った。

土佐山田駅敷地内にインフォ
メーションセンターを設置し、商
店街案内、観光案内機能の充実
を図り、また平成２２年度から
は、これらの業務を行う臨時職
員を配置した。また、平成２４年
度からは指定管理委託により
（一社）香美市観光協会が運営
を行なっている。

Ａ

土佐山田駅前のいんふぉめー
しょんの施設やバス乗り場など
アンパンマンや香美市イメージ
キャラクターで賑やかなイメージ
となった。平成２４年度からは
「いんふぉめーしょん」施設の指
定管理委託により（一社）香美市
観光協会が運営を行い、観光案
内施設としての機能を果たし、一
定の認識がなされている。

●H21いんふぉめーしょん整備事業
22,610千円
●いんふぉめーしょん情報発信事業
H22→5,850千円、H23→7,680千円
●いんふぉめーしょん情報発信施設指定管理
H24→4,300千円、H25→4,300千円、H26→4,400千円
H27→4,400千円、H28→4,400千円

Ａ

駅北広場整備の推進、JR土佐
山田駅舎橋上か概略調査に関
連する駅南北広場整備事前調
査を終わっている。

Ｃ

先行する都市計画道路新町西
町線に事業着手した。

新町西町線地域住民懇談会の実施、道路概略設計、
実施設計、用地買収。商店街通りの側溝床版整備。

Ｂ

次期駅周辺整備として位置づけ
は新町西町線完成平成30年度 建設課
予定。

Ｂ

市営バス事業について、老朽
化したバス停留所標識の更新を
図ったほか、香北町内のバス停
留所標識については、元々時刻
表示板が無く不便であったた
め、平成25年度に、高知県中山
間地域生活支援総合補助金を
活用し表示板の作成及び設置を
行った等、利用者の利便性の向
上に努めた。

●H20香美市営バス事業 バス停留所標識製作委託
業務
102万円
●H21香美市営バス停留所標識整備事業 バス停留
所標識製作委託業務 132万円
●H24香美市営バス事業 バス停留所標識製作委託
業務 21万円
●H25香美市営バス運行整備事業 バス停留所標識
製作等委託業務 32万円

Ｂ

今後も市営バス事業につい
て、バス停留所標識の劣化等に
留意し、必要であれば更新等の
措置を講じていく必要がある。

市営バス事業について、老朽
化したバス停留所標識の更新を
行った。
また、香北町内のバス停留所
標識について、平成25年度に、
高知県中山間地域生活支援総
合補助金を活用し、表示板の作
成及び設置を行った。
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Ｂ

情報発信のみでなく、駅前周
辺に集客できる工夫も必要であ
る。
また、中心商店街活性事業の区
域に組入れ、周辺整備を図る計 産業振興
画も可能。
課

まちづくり
推進課
(香北支
所)
(物部支
所)

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
３，交流基盤の整備
５，地域情報化の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

平成25年度には、自主共聴施
設1施設がデジタル化改修を、
引き続き難視聴地域の解消に
NHK共聴施設4施設が老朽化に
１，テレビ難視 努めつつ、テレビ放送のデジタ 前期を縮
伴う改修を実施した。
聴地域の解 ル化に向けて国の支援施策等を 小して継
平成26年度には、NHK共聴施
消
利用し、難視聴の解消に取り組 続
設合3施設が老朽化に伴う改修
みます。
を行い、年度内完了の見込みで
ある。

市内のインターネットや携帯電
話の利用環境を把握し、ブロー
ドバンド化等について検討しま
２，情報通信 す。市のホームページの充実
技術活用の 等、広報や市民との情報交流手 継続
推進
段として情報通信技術の活用を
進めます。また、山間部とのコ
ミュニケーション手段としての利
活用の在り方を検討します。

携帯電話の利用環境について
は、民間事業者による自主整備
が着々と進んでおり、不感地域
の解消が図られている。
インターネットにおける高速通
信の利用環境については、平成
25年度からNTT西日本が整備事
業に着手しており、平成26年度
中に、土佐山田町繁藤地区、香
北町の国道195号線沿い並びに
県道217号線及び218号線沿い、
物部町大栃及び山崎地区の一
部が整備予定となっている。事
業に要する経費の一部について
は市が補助を行う。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ａ

自主共聴施設の計画的なデジタル
化改修に向けて、平成19年度に市内 ●辺地共聴施設整備事業
H19：1,956千円
35施設についての基本調査を実施。
H20：10,576千円
平成20年度に5施設、平成21年度に
H21：43,683千円
13施設、平成22年度に11施設、平成
H22：68,468千円
23年度に9施設、平成25年度に1施
設のデジタル化改修を実施した。
H23：105,143千円
また、NHK共聴施設の老朽化に伴
H25：23,159千円
う改修を、平成25年度に4施設、平成
H26：5,053千円（見込み）
26年度中に3施設実施した。平成27
H27：925千円（見込み）
年度及び平成28年度にも各１施設の
H28：700千円（見込み）
実施を予定している。

Ｂ

携帯電話の利用環境については、
民間事業者による自主整備が着々と
進んでおり、今後も山間部を中心に
施設整備が予定されている。今後も
不感地域や通信障害のある地域の
解消のため業者への働きかけを行っ
ていく。
インターネットにおける高速通信の
利用環境については、平成25年度か ●定期的な民間業者へのエリア拡大の要望を実施
らNTT西日本が整備事業に着手して ●超高速ブロードバンド整備事業
おり、平成26年度中に、土佐山田町
H26：270,000千円（見込み）
繁藤地区、香北町の国道195号線沿
い並びに県道217号線及び218号線
沿い、物部町大栃及び山崎地区の
一部が整備予定となっている。事業
に要する経費の一部については市
が補助を行う。今後は、未整備地域
からの整備要望があった場合に業者
への働きかけを行っていく。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

テレビ放送のデジタル化改修
については、国の恒久対策が平
成27年3月をもって終了すること
になっており、香美市では、共聴
施設の改修等一定の整備が図
られた。今後は、共聴組合員の まちづくり
高齢化に伴い、施設の維持管理 推進課
が困難になっていくことが懸念さ
れるほか、施設の老朽化に伴う
更新についての新たな補助制度
の確立について、県の動向も含
めて検討していく必要がある。

Ｂ

今後は、小規模な不感地区の
解消をできる限り進めていきた
いが、民間事業者の採択基準に
人口の基準があり山間部の観光
地などへの対応に厳しいものが
ある。
高速通信の利用可能範囲の更
まちづくり
なる拡大については、整備要望
推進課
があった場合には業者への働き
かけを行っていくが、当市の山
間部は、広範囲かつ人家が点在
していることが多く、採算面等に
より、民間事業者単独による光
ファイバ整備は困難であることが
懸念される。

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
３，交流基盤の整備
５，地域情報化の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

初心者を対象としたパソコン教
室を中央公民館で実施してい
市民の誰もが情報通信技術を
る。
活用できるようになる第一歩目 前期を拡
３，パソコン教
資格の取れる講座を計画した
の取組として、初心者及び未経 充して継
室等の実施
が、講師の都合がつかなくなり
験者を対象にパソコン教室等を 続
今年度は実施できなかった。(講
実施します。
師を派遣できる他の業者が見つ
からなかった）

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｃ

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

初心者を対象とした文書作成
等の基本操作や応用編パソコン
・中央公民館パソコン教室H19～H26
教室を実施。また、各地区公民
各年度約30万円
館を対象とした出前教室を実施
した。
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

幅広い市民を対象とした講習
会は概ねできている。

中央公民
館

１，まちのかたちを創る

１，まちのかたちを創る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

１，まちのかたちを創る
４，都市イメージの形成
１，香美市らしい景観形成

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

国道195号線の沿道は、季節
を通じて花が楽しめる景観を整
備していくとともに、物部川の景
観を楽しむ休憩スポットの整備
１，本市のシ
等、市民との協働で取り組みま
ンボルとなる
す。市の中心については、ＪＲ土 継続
イメージ景観
佐山田駅周辺を市の玄関口とし
の整備
て位置づけ、駅周辺整備を進め
る際にシンボリックな景観形成を
図る等、高品位な都市の顔づく
りを進めます。

駅北広場整備の推進、JR土佐
山田駅舎橋上化概略調査に関
連する駅南北広場整備事前調
査を終わっている。先行して駅
北と南を結ぶ都市計画道路新町
西町線をシンボルロードとして整
備し景観形成を図る。

Ｂ

新町西町線事業着手、実施設
計、用地買収、工事着手

その他の交通ターミナルや幹
線道路、商店街、観光地等につ
２，地域の個 いても、地域住民の参画を得な
性を表現する がら、地域の特色を表現する景 継続
景観の整備 観選を活用した整備を進め、住
む人、訪れる人に魅力的な交流
空間としていきます。

秦山公園周辺駅北地区では高
質空間形成事業によりソーラー
街灯、案内板を設置しイメージ
アップを図っている。また、災害
時における避難場所への誘導
灯として活用が図られる。

Ｂ

本市の特徴と魅力を表す景観
の発見と紹介を狙い、写真、絵
３，香美市景 画、俳句･短歌等のコンテストや 前期で終
観選の作成 展示会等を開催するとともに、景 了
観選の選出と紹介を検討しま
す。

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

H25～26新町西町線実施設計3000万円（H25契約額
26,145,000円）H26～28新町西町線用地買収、整備費
8億500万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

建設課

公園への誘導のため看板を設
置し市内外の利用促進を図り、
平成22年度高質空間形成事業、公園維持管理事業
適正な植栽管理を進め魅力的な
警官整備を進めた。

Ｂ

建設課

平成22年度に景観選への市民
応募を実施、また子供達への作 建築学会、美しくまちをつくる提案競技への参加。香美
文募集や写真展を行い、市民意 市ホームページ、広報香美への掲載。
識の向上が図られた。

Ｃ

19～23年度は、取組みができて
建設課
いない
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１，まちのかたちを創る

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
１，安全・安心なまちづくり
１，災害対策の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

１，河川の危
険区域や土
石流危険渓
今後とも、地域の意見を反映し
流、地すべり て危険箇所の改善が進むよう、
継続
危険箇所、急 県に働きかけるとともに効果的
傾斜地崩壊 な対策を推進します。
危険箇所等
の改善

橋梁その他の公共施設につい
２，公共施設 ては、耐震強化の必要性と緊急
継続
の耐震化
性を把握し、順次対策を講じて
いきます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

事業主体は高知県（中央東林業
事務所）
主に災害による復旧治山で香
北町で永瀬、物部町で光石、別
府2箇所が完成した。物部町中
尾谷は継続施工している。また、
H２４災で多くの山地災害が発生
し、香北町の五百蔵地区、物部
町の久保影、安丸、別府３箇所、
市宇、根木屋２箇所で治山事業
が着手された。
また、H26災で新たに香北町の
有瀬、物部町の小浜で治山事業
の着手予定である。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

現在、継続施工中の治山工事を
早期完成させる。
また、地域の要望が高い箇所も
数箇所あり引き続き県に事業化
要望を行っていき、山地に起因
する災害から住民の生命・財産
を守るとともに、水源かん養等、
森林の有する機能の回復を図り
たい。

急傾斜対策事業は、現在、土佐
山田町天坪、香北町永野で実施
している。がけくずれ住家防災対
策事業については、毎年、数件
の要望があり、採択できている。
概

Ｂ

毎年実施できている。

平成23年度末までに全ての橋梁
点検を完了し、平成24年度より
基準が変わり新基準による橋梁
点検実施中である。

Ｂ

概ね計画通りに遂行している、

Ｂ

本庁・各支所間の無線通信が
可能となった。移動系システム
のデジタル化整備を平成27年度
に実施する。
災害時情報伝達システム整備
基本構想を策定した。

防災行政無線のデジタル化と
防災行政無線のデジタル方式
ともに全国瞬時警報システム（j移行については、同報系システ
３，防災行政 ALERT）との連動によるシステム 前期を拡 ムの基本設計及び移動系システ
無線システム を確立します。また、避難所への 充して継 ムの実施設計を行っている。
の確立
情報伝達方法や新たな情報シス 続
現行アナログ同報システムと、
テムの導入についても検討しま
全国瞬時警報システム（jす。
ALERT）との連動は整備済み。

●復旧治山
H20：12600万円 H21：12240万円 H22：14095万円
H23：48051万円 H24：45494万円 H25：37067万円
H26：18700万円 H27：2700万円 H28：24000万円
●林地荒廃
H19：982万円 H21：1054万円 H22：7247万円
H24：9060万円 H25：7518万円 H27：7700万円
H28：2000万円
●災害関連緊急治山
H19：4869万円 H22：1738万円 H24：6806万円

⑤
評価

Ｂ

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

今後も引き続き、地域要望の高
い未着手治山工事の事業化を
図り、危険箇所等の改善に取り
組む必要がある。
特に、昨今の気象状況の変化に
よりゲリラ豪雨が頻繁に発生し
ており、事業の増大も予想され
る。
産業振興課

Ｂ

生活の基である住家の敷地の
災害（がけくずれ住家防災事業）
について採択要件に満たない災 建設課
害が毎年数件あり、それにあた
る補助事業が無い。

H23橋梁点検委託料 507万円
H24橋梁点検委託料 500万円
H25長寿命化修繕計画委託料 4,027万円

Ｂ

定期的な点検の励行が課題となる。
建設課

H20防災行政無線ｼｽﾃﾑ基本設計 150万円
H21移動系第二空中線取付工事 99万円
H25災害時情報伝達ｼｽﾃﾑ整備基本構想策定 137万
円
H26同報系基本設計・移動系実施設計 1728万円
H27同報系実施設計・移動系整備事業 5億9144万円
H28同報系整備事業（物部地区） 3億8940万円

Ｂ

市内全域で、同報系デジタル
整備を完了させる。

○急傾事業費・がけ災事業費
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⑥第2次振興計画に向けての課
題等

H24(急傾）2,944万円 （がけ）1,430万円
H25(急傾)27,336万円 （がけ）1,932万円

防災対策課
（香北支所）
（物部支所）

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
１，安全・安心なまちづくり
２，消防・救急体制の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

1，消防庁舎
の建設

取組み事項

前期
後期
との
関連

新たな情報システムの導入し、
耐震構造の消防庁舎を建設しま
継続
す。また、消防署香北分署の改
築について検討します。

２，小型ポン
小型動力ポンプ付積載車及び
プ付積載車、
耐震性貯水槽等を整備し、消防 継続
耐震性貯水
力の強化を図ります。
槽等の整備

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況
建設工事中であり、平成27年
度運用開始を目指している。
香北分署建設については、平
成26年度中に建設地検討委員
会を開催する。

年度ごとに計画している小型
動力ポンプ付積載車及び耐震性
貯水槽を順次整備しており、消
防力の強化が図れている。

高い救急需要に対応するた
３，高規格救
前期を縮 更新計画に基づき、高規格救
め、高度な救命救急処置が行え
急自動車の
小して継 急自動車及び高度救命処置用
る高規格救急自動車の整備を
整備
続
資機材の更新を行っている。
図ります。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

Ａ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

●消防庁舎建設事業
消防庁舎建設については、用
H23→225万円 Ｈ24→14,105万円 Ｈ25→3,229万円
地取得、設計業務、仮庁舎整
Ｈ26→81,290万円
備、旧庁舎解体、用地造成が完
●香北分署建設事業
了した。
Ｈ27→1,590万円 Ｈ28→2,368万円
●小型動力ポンプ付積載車整備
Ｈ19→756万円（1台） Ｈ20→1,529万円（2台）
Ｈ21→2,383万円（3台） Ｈ22→2,504万円（3台）
Ｈ23→887万円（1台） Ｈ26→1,437万円（2台 交付
小型動力ポンプ付積載車の更 金事業）
新及び耐震性貯水槽の新設を ●耐震性貯水槽整備
実施し、消防力の強化を図るこ
Ｈ21→2,246万円（5基 国庫補助事業）
とができた。
Ｈ22→404万円（1基 交付金事業）
Ｈ23→1,184万円（2基 国庫補助事業）
Ｈ24→776万円（2基 国庫補助事業）
Ｈ25→926万円（2基 国庫補助事業）
Ｈ26→903万円（2基 国庫補助事業）

Ａ

高規格救急自動車の更新によ
り、高度化が進む救急業務をさ
らに充実強化することができた。

●高規格救急自動車整備
（高度救命処置用紙機材を含む）
Ｈ20→3,056万円（1台 国庫補助事業）
Ｈ21→3,290万円（1台 交付金事業）
Ｈ24→（1台 寄贈）

⑤
評価

Ｂ

Ａ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

香北分署建設については、早
期の着工に向け、十分な検討及
消防課
び計画に基づき進めていく必要
（建設課）
がある。

消防課
耐震性貯水槽設置について
（建設課）
は、適した用地の確保を早期に （香北支所）
行う必要がある。
（物部支所）

Ａ

救急車の不適正利用を防ぐた
め、適正利用のさらなる普及啓 消防課
発が必要である。

継続

自主防災組織、高知工科大学
と連携して防災訓練、研修を実
施している。

Ｂ

自主防災組織：みんなで避難訓練、連絡協議会総会、
自主防災組織、高知工科大学
消防学校一日震災訓練、高知県防災士養成講座
と連携して防災訓練、研修を実
高知工科大学：防災訓練、守ろう命・学ぼう防災in工科
施した。
大

Ｂ

関係機関・団体との合同訓練、
（仮称）香美市総合防災訓練を 防災対策課
実施する。

継続

消防団との合同訓練及び分団
別訓練を実施。
自主防災組織の訓練及び救急
講習を実施し、地域防災力の向
上を図っている。

Ａ

消防団との合同訓練・分団別
訓練及び自主防災組織の訓練
講習等に参加し、地域防災力の
向上を図ることができた。

Ａ

自主防災組織の訓練が重な
消防課
り、訓練器具及び指導職員の不
（香北支所）
足が生じており、充実させる必要
（物部支所）
がある。

消防団や関係機関等と連携し
た合同の防火・防災訓練や研修
４，防火・防災
会を実施し、地域における消防
訓練の実施
力及び防災力の向上に努めま
す。
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●H19年度～H28年度→各年度2回以上消防団との合
同訓練を実施
●H19年度～H28年度→各年度10回ほど自主防災組
織の訓練及び救急講習を実施

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
１，安全・安心なまちづくり
３，地域防災体制の確立

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

各分団の効率的な出動態勢の
整備、団員の欠員補充と機能別
１，消防団の
団員の確保に努め、老朽化した
体制整備・消
継続
消防団屯所の改築を進めます。
防力の向上
また、各種訓練を実施し、消防
力の向上を図ります。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

震災時活動マニュアルの作成
及び各分団の出動区分の見直
しを実施。
また団員確保のため、広報誌
へ募集掲載を実施。

現在90組織（組織率63.3％）の
自治会長等に連絡し、地域で説
前期を拡
２，自主防災 自主防災組織が結成されてお
明会を開催。H26年12月末現
充して継
組織の育成 り、平成26年度末を目処に組織
在、141の組織が結成されてお
続
率100％を目指します。
り、組織率は85.0%となっている。
市防災備蓄用倉庫には、備蓄
物資・資材等を計画的に整備し
H23年度に防災備蓄倉庫を整備
ます。食料品や生活物資などに
して以降、備蓄食糧や生活物資
ついては、事業所との流通備蓄 前期を拡
３，防災備蓄
等を計画的に整備している。ま
に関する協定書の締結も推進し 充して継
体制の確立
た、民間業者との備蓄に関する
ます。また、自主防災組織の設 続
協定を締結し、災害発生時に活
置・管理する防災備蓄用倉庫に
用している。
ついても各組織と連携して整備
を進めます。
避難場所を記載した防災マッ
プを、市内各戸に配布するととも
緊急時の避難場所及び避難経
に、マップ・避難場所一覧をHPに
路の周知を図るとともに、高齢者
掲載している。
4，避難場所 や障害者等、災害弱者への対応
高知県の土砂災害警戒区域指
継続
等の周知
も含め、各地域の実情に合った
定時に、該当地区の各戸にチラ
避難誘導システムについて、市
シを配布している。
民とともに検討を行います。
災害対策基本法の改正に基づ
く、避難行動要支援者名簿の作
成準備に取り組んでいる。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

Ｂ

震災時活動マニュアルを作成
したことにより、指揮命令系統の
確立、効率的な出動体制及び活
動ができるようになった。

H21年度 団員定数確保対策協議会開催
H22年度 香美市消防団設置
●岡ノ内分団屯所新築事業
H24→654万円 H25→1,689万円 H26→909万円
●大栃分団屯所新築事業
H28→300万円

Ａ

Ｂ

自治会長をはじめとした地域の
世話役の方へアプローチし、地
域で説明会を開催。自主防災組
織の結成を図ることができた。

資機材購入
Ｈ19年 4,665千円
Ｈ21年 2,348千円
Ｈ23年 1,457千円
Ｈ25年 6,014千円
Ｈ27年 6,000千円

Ｂ

Ｂ

H19年度に食糧2,360食、H21年
度に食糧71,700食、毛布2,000枚
等、H23年度に食糧10,000食、お
むつ30,000枚等、H24年度に食
糧15,000食、浄水器1台、H25年
度に食糧15,000食、浄水器2台、
H26年度に食糧15,100食、生理
用品11,000枚、トイレ40基等を整
備した。

Ｂ

災害種別ごとのハザードマップ
を作成し、防災情報の提供に努
めた。
改正災対法に基づき、地域防
災計画に避難行動要支援者対
策に係る全体的な考え方を定
め、その下位計画として全体計
画を策定した。
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Ｈ20年
Ｈ22年
Ｈ24年
Ｈ26年
Ｈ28年

5,087千円
2,140千円
2,481千円
7,500千円
6000千円

H21年度 53,277千円
H24年度 4,975千円
H26年度 11,532千円
H28年度 13,375千円

H20防災マップ（洪水・土砂災害）作成 399万円
H21防災マップ（地震）作成 242万円
H25海抜（標高）マップ作成 144万円
H25海抜表示板設置 30万円

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

団員確保に向けて、更に活動
を継続していく必要がある。
また、消防団員の安全装備品
及び大規模災害時に対応できる
救助器具等の整備、老朽化した
屯所の改築を順次行う必要があ
る。
組織の結成は進んできたが、山
間部や小世帯集落などでまだ結
成に至っていないところがある。
既存の組織に加入するなど、未
結成の自治会と協議していく必
要がある。

消防課
（香北支所）
（物部支所）

防災対策課
（香北支所）
（物部支所）

Ｂ

今後も継続して、計画的に備蓄
食糧等を整備していく必要があ
る。また、今後建設される新香北 防災対策課
支所、新物部支所に分散備蓄を （香北支所）
行い、災害発生時、迅速に遍く （物部支所）
市民に対して、食糧等を提供し
ていく必要がある。

Ｂ

国の「避難行動要支援者の避
難行動に関する取組指針」、「高
知県災害時における要配慮者
の避難支援ガイドライン」に沿っ
て、個別計画（個人ごとの避難
支援プラン）を策定する。

○災害用備蓄物資購入事業(H27,H28は予定）
H19年度 1,559千円
H23年度 4,494千円
H25年度 7,151千円
H27年度 13,375千円

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

防災対策課
福祉事務所
健康介護支
援課
（香北支所）
（物部支所）

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
１，安全・安心なまちづくり
４，交通安全・防犯対策の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

継続

横断歩道及び｢とまれ｣等の規制
標示は、劣化により消滅する前
に警察交通課に要望し、また、
外側線の劣化については、引き
直しする。その他カーブミラーや
ガードレールについても地域(自
治会)の要望を受け連携しながら
設置を行う。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ａ

○交通安全対策費
地域(自治会)の要望が大変多く
Ｈ23→606万円
優先順位を設け、緊急性の高井
Ｈ24→605万円
ものから実施を行った。
Ｈ25→740万円

継続

香美警察署、交通安全協会香美
支部、香美市交通安全母の会、
香美市交通安全指導員協議会
等の関係団体と共に交通安全
啓発イベントや交通安全教室を
実施し、交通事故の減少化を
図っている。

Ｂ

関係機関と連携した交通安全啓
発活動により、事故件数がH22
年度116件（死者2名）、H23年度
133件（死者2名）、H24年度101
件（死者2名）、H25年度65件（死
者2名）、H26年度63件（死者0
名）と減少傾向をたどっている。

犯罪のないまちづくりを進める
ため、関係機関にきめ細かやか
な防犯対策を要請していくととも
２，防犯体制 に、市民の防犯に対する意識づ
継続
の充実
くりを図り、防犯体制の強化に努
めます。また、自治会・町内会等
での自主的な防犯活動を促進し
ます。

地域安全協会を通じ防犯活動
促進を促す。
県が主催する高知県安心安全
まちづくり推進会議へ自治体とし
て参加。

B

地域安全協会、高知県安心安 ●ドライバーサービス
全まちづくり推進会議をつうじて ●「通学路安全の日」見守り活動
安全な地域づくりを推進した。
●地域安全情報の提供

交通災害共済の充実を図ると
ともに、被害者救済対策関係機
３，被害者救
関と協力して交通事故相談の充
済対策の実
継続
実を図ります。また、関係機関と
施
連携して犯罪被害者の救済対策
の確立に努めます。

高知県市町村総合事務組合と
共同で行っている交通災害共済
制度を、自治会等の協力を得て
実施している。交通事故相談に
ついては、高知県庁内にある交
通事故相談所への仲介を行って
いる。

Ｂ

交通災害共済の申込書、加入案
内を広報配布時に市内各戸へ
配布してきた。しかしながら、加
入件数はH19年度3,518人、H20
年度3,382人、H21年度3,342人、
H22年度3,076人、H23年度2,921
人、H24年度2,787人、H25年度
2,670人、H26年度2,515人と減少
の一途をたどっている。

関係機関との協力関係の強化
を図りつつ、交通安全施設の設
１，交通安全
置や市民の交通安全意識の高
対策の充実
揚等、総合的な対策の強化を図
ります。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

計画的な事業推進とその財源確
建設課
保が課題。

Ｂ

今後も継続して、交通安全啓発
防災対策課
活動を実施し、市内の交通事故
（香北支所）
件数の減少化を図る必要があ
（物部支所）
る。

Ｂ

引き続き地域安全協会、高知
県安心安全まちづくり推進会議 総務課
をつうじて安全な地域づくりを推 各支所
進する。

Ｂ

民間の保険の充実等に伴い、交
通災害共済への加入者は減少
の一途をたどっているが、今後も
防災対策課
継続して、共済への加入を促し
（香北支所）
ていく必要がある。交通事故相
（物部支所）
談については、高知県庁内にあ
る交通事故相談所への仲介を
引き続き行っていく。

○交通安全推進事業費補助金(H27,H28は予定）
H19年度
H21年度
H23年度
H25年度
H27年度

2,195千円
2,195千円
2,195千円
1,939千円
1,900千円

H20年度
H22年度
H24年度
H26年度
H28年度

2,195千円
2,195千円
1,995千円
1,900千円
1,900千円

○交通災害共済手数料(H27,H28は予定）
H19年度
H21年度
H23年度
H25年度
H27年度

100千円
100千円
100千円
90千円
100千円

H20年度 100千円
H22年度 100千円
H24年度 90千円
H26年度 91千円
H28年度 100千円

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
２，自然資源の保全と活用の推進
１，自然資源の保全

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

平成２３年度まで実施してきた
が、林政事業への移行に伴い、
平成２４年度以降の事業実施は
していない。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

平成２０年度から幼木保護カ ●鳥獣被害防止総合対策事業（農林水産省）
バーの設置を阿佐地域鳥獣害
Ｈ20→ 598千円
防止広域対策協議会と共同で行
Ｈ21→1,695千円
い、平成２３年度末までに３，６０
Ｈ22→ 390千円
０本を整備した。
Ｈ23→ 546千円

Ｂ

平成２３年度には森林ボラン ●森林ボランティア事業（間伐面積 年／１ｈａ）
ティアの間伐作業適地の選定が
Ｈ19→6万円
できなかったこと、２４年にボラン
Ｈ20→6万円
ティア団体が解散したことで２２
Ｈ21→6万円
年度を最後に実施できていな
Ｈ22→6万円
い。
Ｈ23→6万円（予定→取り止め）

⑤
評価

森林の適正な施業管理や、耕
２，ひとの共 作放棄地の解消、集落周辺整備
生する森林づ を進めます。また、ごみの不法 継続
くりの推進
投棄や山火事の防止対策等の
環境保全に努めます。

森林施業計画・森林整備地域
活動支援交付金事業などに取り
組み成果が上がっている。森林
組合と委託事業で森林計画関係
のGISシステム活動にも取り組ん
でいる。

Ｂ

森林施業計画・森林整備地域活
動支援交付金事業などに取り組
み成果が上がっている。森林組
○森林活用計画管理委託事業（H19～）
合と委託事業で森林計画関係の
GISシステム活動にも取り組んで
いる。
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担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

●鳥獣被害防止総合対策事業
（農林水産省）
阿佐地域鳥獣害防止広域対策
協議会でも狩猟免許試験事前 産業振興課
講習会・射撃講習会等が主と
なってきたため、２４年度以降は
実施していない。

Ｂ

物部町では、森林ボランティア
が交通の便等で間伐作業に従
事できる林地が少なく、また支払
いも地域振興券の形で行ってい 物部支所
たため、協力団体が限られ、不
評であった。 第２次計画には挙
げない。

森林を守り、再生していくた
め、長期的・広域的な視点を
１，森林の育
持った森林造成を促し、地域とも
成・管理の推
継続
協力しながら、鳥獣と共存できる
進
森林の育成や管理を推進しま
す。
平成２３年度には森林ボラン
ティアの間伐作業適地の選定が
できなかったこと、２４年にボラン
ティア団体が解散したことで２２
年度を最後に実施できていな
い。

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

委託事業完了後も森林整備を
進める上でGISシステム活動は
必要であり、管内森林組合と協
定等により継続を図りたい。補助
事業の復活を要望していく。
Ｂ

産業振興課

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

市の広報を通じて造林に関す
る補助事業を周知し、間伐の推
進等を促した。

「物部川流域ふるさと交流推進
協議会」を中心に流域住民に向
３，物部川を
けた広報・啓発活動を行うととも
守る活動の推
継続
に、造林事業の有効な実施を図
進
る等、物部川の環境改善を図り
ます。

物部川流域ふるさと交流推進協
議会が支援している、物部川21
世紀の森と水の会が、森と川に
関するリーフレットを作成し、流
域住民に対して広報活動を行っ
た。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

H24年度、H26年度造林等に関
する補助事業について広報によ
る周知を図った。

Ｈ19年度から、物部川流域ふる
さと交流推進協議会に対して、
負担金を支出している。
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Ｈ19年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ20年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ21年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ22年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ23年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ24年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ25年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ26年度 物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
63.3万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

造林等に関する補助事業につい
て継続して広報による周知を図 産業振興課
りたい。

Ｂ

特に無し

まちづくり推
進課

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
２，自然資源の保全と活用の推進
２，自然環境の多様な魅力の活用

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

１，みどりの
交流拠点及
びみどりの
ネットワーク
整備

取組み事項

前期
後期
との
関連

主要観光地を「みどりの交流拠
点」として整備し、森林関係情報
を積極的に発信することで、みど
りへの親しみを深める機会の充
実を図ります。また、ハイキング 継続
道路や案内標識、説明板等を整
備し、観光交流スポットを結ぶ
「みどりのネットワーク」を形成し
ます。

森と川の環境を一体的なもの
ととらえ、関係機関と連携しなが
ら、物部川上流域を中心とした
２，物部川の
森林の整備等を行い、物部川の 継続
整備・活用
清流化や森と川の魅力を一体化
した活用の在り方について検討
します。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

●H20年度から土佐塩の道の整
備・維持管理に対し補助金を支
出している。
●森林関係施設（甫喜ヶ峰森林
公園、高知県森林総合セン
ター、べふ峡温泉）等の情報を
香美市ホームページへ掲載して
いる。

高知工科大学と連携し、「協働
の森事業」を活用し、物部川の
水質保全活動に努めている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｃ

●国道、県道等に観光案内板を
設置した。
●土佐塩の道に多言語観光案
内板を設置した。
●べふ峡温泉の林間広場を整
備し、イベント等で活用した。

●ホームページ掲載等情報発信
●H20観光案内板等整備事業 363万円
●H24べふ峡温泉林間広場基盤整備工事 147万円
●H24土佐塩の道多言語案内看板整備事業 32万円

Ｂ

○協働の森交流事業（H20～H2）
H19年度100万円 H20年度180万円 H21年度210万
円
協働の森事業として矢筈山登山 H22年度210万円 H23年度180万円 H24年度180万
道の整備、間伐を実施した。
円
H25年度200万円 H26年度180万円 H27年度180万
円
H28年度100万円

⑤
評価

地元の小・中学生を対象とした
森林学習や間伐などの体験教
室を実施した。

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

各施設と情報共有し、花の開花
産業振興課
情報や体験メニューなどを市の
(香北支所)
ホームページ等でＰＲしていくこ
(物部支所)
とが必要。

Ｂ

高知工科大学とのパートナーズ
協定を継続し、効果的な市有林
産業振興課
の整備を図っていくことが必要で
ある。

該当事業無し
（点検、樋門管理のみ）
３，山・川を活
用した体験学 関係団体との連携を図りなが
習やイベント ら、森林環境教育及び林業体験
継続
等による環境 教室等を市内各校に拡大できる
教育の充実と ように努めます。
情報発信

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

建設課

Ｃ

地元の小学生を対象とした森林
学習や間伐などの体験教室を実
施した。平成20年度以降大宮小
学校のみであったが、平成26年
度楠目小学校においても体験教
室を実施した。
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○香美市体験林業教室（H19年度：大栃小学校、大栃
中学校、H20～H25年度：大宮小学校、H26年～H28年
度大宮小学校、楠目小学校）
H19年度4万円 H20年度2万円 H21年度7万円
H22年度6万円 H23年度5万円 H24年度6万円
H25年度6万円 H26年度10万円 H27年度10万円
H28年度10万円

Ｂ

環境先進企業及び管内各森林
組合と、協働の森整備委託事業
を実施し、市有林の整備と地域
交流等を開催しているが、森林 産業振興課
組合の事業量増や時期の重複
もあり、これ以上の拡大は困難
な状況にある。

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
３，水資源の安定的な確保と利用
１，水資源の安定的な確保と利用

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

関係機関と連携して森林の管
１，水資源の 理、ダム施設の管理、河川の浚
継続
確保
渫、水質の保全等、水資源の保
全・確保に努めます。

２，上水道、
簡易水道、飲
料水供給施
設の整備・改
良及び水道
事業の統合

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

国、県の補助事業を活用し、高
性能林業機械の導入や間伐施
業の経費を補助することで森林
整備を推進し、管理に努めた。

Ｂ

○香美市間伐実施事業（H19～H25）
H19年度10044万円 H20年度10116万円
H21年度13207万円 H22年度17309万円
H23年度8738万円 H24年度12447万円
H25年度20247万円
○香美市森林整備事業（H26～H28）
H26年度20000万円 H27年度20000万円
H28年度20000万円
○香美市緊急間伐総合支援事業（H19～H28）
H19年度4345万円 H20年度3109万円
H21年度3371万円 H22年度2719万円
国、県の補助事業を活用し、高
H23年度1086万円 H24年度2897万円
性能林業機械の導入や間伐施
H25年度1405万円 H26年度1500万円
業の経費を補助することで森林
H27年度1500万円 H28年度1500万円
整備を推進し、管理に努めた。
○香美市間伐推進事業（H19～H28）
H19年度31万円 H20年度30万円 H21年度30万円
H22年度15万円 H23年度15万円 H24年度15万円
H25年度15万円 H26年度30万円 H27年度30万円
H28年度30万円
○香美市高性能林業機械等整備事業（H19～H20、
H22～H28）
H19年度4095万円 H20年度5397万円
H22年度2142万円 H23年度4021万円
H25年度3987万円 H26年度2376万円
H27年度2592万円 H28年度5832万円

今後も、水資源の保全・確保に
努めている。

Ｂ

取水施設の更新整備を実施し
・H20清爪・猪野々簡水取水施設改良８５０万円
て、水資源の有効且つ安定的な
・H22～23美良布簡水水源基幹改良事業71,197万円
取水が確保できた。

Ｂ

管路の更新において下水道管
渠との同時施工で経費削減に繋
がり、有収水率と耐震化率の向
上を図ることができた。また、上
水道の水源関連の見直し、統合
準備作業、管理等における民間
委託検討に着手した。

将来に亘り、安全で安定した水
上水道事業と簡易水道事業等
道水の供給を図るため、総括的
の統合次期（平成28年度まで）と
前期を拡 な施設維持管理等の民間への
考慮し、現在の水道施設の維持
充して継 委託検討及び、既存施設の更新
管理、更新を図りながら、上水道
続
等を図りながら、上水道の新水
の新水源の開発、未給水地域の
源の設置、未給水地域の解消に
解消に努めます。
努めている。

27

・H19～23神母ノ木配水管布設替7,255万円
・H19～25下水道工事に伴う配水管布設替（公共
17,875万円、特環3,700万円、農集6,473万円）
・H21中央集中監視装置整備8,978万円
・H23～24楮佐古地区簡水拡張事業13,569万円
・H25ほきやま簡易水道区域拡張事業14,499万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

森林所有者の高齢化、不在地
主の増加等により境界の不明
化、未整備の森林が増加してい
産業振興課
ることから、地籍調査等による個
人情報を含めた森林情報の開
示が必要と考える。

Ｂ

今後も安定した取水ができるよ 上下水道課
うに、渇水期の対策に取り組む (香北支所)
必要がある。
(物部支所)

Ｂ

平成２８年度までに、市内水道
の施設統合及び会計統合に向 上下水道課
けた最終検討及び、今後技術者 (香北支所)
不足等により、総括的な水道事 (物部支所)
業の民間委託が必要である。

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
４，自然と共生する地域づくりの推進
１，汚水対策の推進と河川の水質保全

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

市街化調整区域へ事業認可拡
１，浦戸湾東 大（全体計画面積4.4k㎡）を行
部流域下水 い、下水道事業を一層推進しま
継続
道事業の促 す。また、供用が開始された処
進
理区域への下水道接続の普及
の促進を図ります。
中山間地域における農業被害
の軽減、農業用施設の保全、農
村空間の快適性向上等を図ると
ともに、汚泥のコンポスト化によ 前期で終
る農地還元を行い循環型社会の 了
形成に努めます。また、供用が
開始された処理区域への下水道
２，公共下水
接続の普及の促進を図ります。
道事業、特定
環境保全公
共下水道事
市街化調整区域等を含む整備
業、の推進
計画を基本に、財源の確保と建
設コストの縮減を図りながら、下
後期から
水道事業を一層推進します。ま
新規
た、共用が開始された処理区域
への下水道接続の普及の促進
を図ります。

循環型社会形成促進地域計画
３，合併処理 に掲げる目標の達成に向け、合
浄化槽設置 併処理浄化槽設置整備の補助 継続
の普及促進 事業を実施し、生活排水処理の
推進に努めきます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

香美市流域関連公共下水道事
業計画に基づき、順次、下水道
供用開始区域を拡張している。
また、未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰ
ﾙ発送による普及促進を図って
いる。

香美市特定環境保全公共下水
道事業計画に基づいた面整備
および処理場の増設が完了し
た。
また、未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰ
ﾙ発送による普及促進を図って
いる。

循環型社会形成促進地域計画
に基づき実施している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

香美市流域関連公共下水道事
業計画に基づき、順次、下水道
供用開始区域を拡張した。
また、未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰ
ﾙ発送による普及促進を図った。

●公共下水道事業
管渠等整備（未普及対策、浸水対策）
H19年 1億4176万円 H20年 1億1867万円
H21年 1億1869万円 H22年 8069万円
H23年 1億1321万円 H24年 2億5224万円
H25年 2億62万円
●未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ発送

逆川地区の農業集落排水事業
は、処理場および管渠の整備が
完了し、平成24年4月1日から供
用を開始している。

●農業集落排水事業
処理場、管渠等整備
H19年 2329万円
H20年 1億2210万円
H21年 1億6311万円 H22年 2億6970万円
H23年 1008万円
●未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ発送

Ｂ

●特定環境保全公共下水道事業
香美市特定環境保全公共下水
管渠等整備（未普及対策）、処理場増設（水質保全
道事業計画に基づいた面整備 対策）
および処理場の増設が完了し
H19年 1億0301万円 H20年 9078万円
た。
H21年 1946万円
H22年 1321万円
また、未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰ H23年 3593万円
H24年 1億3158万円
ﾙ発送による普及促進を図った。 H25年 1億2378万円
●未接続世帯へのﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ発送

Ｂ

循環型社会形成促進交付金事
業実施計画（平成24年度策定）
において、5年間で190基設置を
計画。平成24～26年度において
は年間30基前後の実施で推移し
ている。
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●合併処理浄化槽設置事業補助金
H19年 53基 2019万円
H20年 56基 2081万円
H21年 51基 1890万円
H22年 43基 1659万円
H23年 28基 1003万円
H24年 29基 1099万円
H25年 27基 1010万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

今後も、香美市流域関連公共下
水道事業計画に基づき、順次、
下水道供用開始区域を拡張して
いく。加えて、下水道施設（管渠
上下水道課
等）の維持管理を実施していく。
また、引き続き未接続世帯への
ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ発送等による普及促
進を図っていく。

Ｂ

今後は、農業集落排水施設（処
理場、管渠等）の維持管理を実
施していく。
上下水道課
また、引き続き未接続世帯への
ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ発送等による普及促
進を図っていく。

Ｂ

今後は、下水道施設（処理場、
管渠等）の維持管理を実施して
いく。
上下水道課
また、引き続き未接続世帯への （香北支所）
ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ発送等による普及促
進を図っていく。

Ｂ

市内における住宅建設の需要
は下水道処理区域外でも高い水
準で移行している。そのため、引 上下水道課
き続き合併処理浄化槽設置に関 （各支所）
する積極的な推進を行うことで、
生活排水の水質向上に努める。

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
４，自然と共生する地域づくりの推進
２，ごみ、し尿の適切な処理

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

香南清掃組合では、既存施設
の老朽化に伴う、新ごみ処理施
設建設に向けて検討していま
す。(財)高知県魚さい加工公社
香南清掃組合では、平成29年
では、事業所から排出される魚
度新施設供用に向けて作業であ
１，ごみ、し尿 腸骨（魚あら）を資源として再生 前期を拡
る。
の適正処理 利用するため、回収量の拡大に 充して継
また、高知県魚さい加工公社
の維持・充実 努めます。香南香美衛生組合で 続
への施設整備に係る負担金は
は、標準脱窒素処理方式に改造
平成２６年度で終了した。
し処理水質が向上しましたが、
施設の老朽化も進んでいるた
め、定期的な点検整備を行う
等、維持管理に努めます。
「香美市一般廃棄物処理基本
計画」に基づき適正な処理を推
２，ごみ減量 進します。下水道への接続、合
化や処理設 併処理浄化槽、また、生ごみ処
継続
備の普及促 理容器等ごみ処理機器の普及
進
促進に向け、地域にとって望まし
い在り方を市民とともに考え、必
要な支援を行います。

生ごみ処理容器購入への補助
金の周知を広報・市ＨＰで実施。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

B

各家庭の生ごみの水分を減ら
すように「押しの一手」を全世帯 Ｈ21 「押しの一手」を全世帯に無料配布（予算：香南
に無料配布し、ごみ減量に努め 清掃組合負担）
た。

Ｂ

生ごみ処理容器設置補助事業
を実施し、生ごみの発生量を削
減出来た。
可燃ごみ処分量
(H24 5801.95t→H25 5677.25t
前年比97.85%)
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●生ごみ処理容器設置補助事業
H19→33.7万円
H20→19.4万円
H21→24.8万円
Ｈ22→17.7万円
H23→9.2万円
H24→15万円
H25→12.6万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

B

新焼却施設稼働後も、可燃ごみの
水切りの徹底と正しい分別の周知を
継続し、ごみ削減・経費の節減に取
り組む。

まちづくり推
進課(香北支
所・物部支
所）

Ｂ

今後も、ごみ削減のために生ご
み処理容器未設置の家庭向け
への広報活動を実施するととも
に、このことが地球温暖化防止
活動にも繋がることから、ボラン
ティアを活用した宣伝活動に取り
組む必要がある。

まちづくり推
進課(香北支
所・物部支
所）

２，みどりを保つ

２，みどりを保つ

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

２，みどりを保つ
４，自然と共生する地域づくりの推進
３，地球環境保全の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

「香美市地球温暖化対策実行
計画」に基づき、庁舎・公共施設
の温室効果ガス排出量の削減
１，地球温暖
に努めます。また、今後とも国等
化対策の推
継続
による環境物品等の調達の推進
進
等に関する法律（グリーン購入
法）の主旨をさらに職員に周知
し、調達率の向上を目指します。

ごみの減量、資源化等に対す
る市民・事業者の理解を促進す
るため、広報等により、ごみの収
集量や処理にかかる費用につい
２，環境負荷
て周知していきます。また、香美
の少ない暮ら
継続
市地球温暖化対策地域推進計
し方の促進
画に基づいて、市民・事業者と協
働で省エネルギー化や低炭素社
会の実現に向けて取り組みま
す。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

平成19年度は基準年に比べて
電気及び燃料、中でも公用車燃
料の軽油、暖房等に用いるＡ重
油・灯油の削減幅が大きく、その
他全ての項目で排出量を削減す
ることが出来、基準年から比較
するとCO2を6.5％削減し目標を
達成する事が出来た。また、グ
リーン購入の拡大に向け働きか
けを行っていく。

香美市地球温暖化対策地域推
進計画を平成２１年度に策定。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

H18年度に第１次、H25年度に第
２次香美市地球温暖化対策実行
計画」を策定し、最終年度(H29 H25 第２次香美市地球温暖化対策実行計画策定 ０
年度）には、基準年から比較し 万円
CO2を5％削減する目標を定め
ている。

Ｂ

香美市地球温暖化対策地域推
進計画を平成21年度に策定する
ことが出来た。香美市地球温暖
Ｈ21香美市地球温暖化対策地域推進計画策定業務
化対策地域協議会を設置し温室
441万円
効果ガス削減の推進を図る。よ
り多くの市民の関心を高めるた
め、電気削減コンテストを実施し
ている。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

連年の異常気象で、エネルギー
コストの削減が困難となってい
る。
計画実現のために職員一人ひ
とりが市民より率先し、省エネに
対する意識を高める必要があ
る。

まちづくり推
進課(香北支
所・物部支
所）

Ｂ

東日本大震災以降、エネルギー
の供給源状況が激変したため、
国際会議での我が国の温室効
果ガス削減目標設定がまとまっ
ていない。しかしながら、地球温
暖化が確実に進む中、市で設置
している地域協議会を活用し住
民一人ひとりが継続的に取り組
む必要がある。

まちづくり推
進課(香北支
所・物部支
所）

２，みどりを保つ

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
１，福祉社会の基礎づくり
１，長寿社会を支える体制づくり

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

1，市内の
連携体制
の強化

取組み事項

前期
後期
との
関連

庁内関係部署の連絡・連携体
制を一層強化するとともに、民間
の事業所や専門人材との連携を
密にして、様々な問題への対応
力の強化を図ります。特に、心
身の健康、虐待防止、権利擁
護、各種サービスの利用等にか
かわる不安や悩みの解消は高
齢者、障害者、子育て等に共通 継続
する課題であり、社会福祉協議
会、地域包括支援センター、香
美市自立支援協議会、子育て支
援センター等と連携し、各組織
の機能を活かして解決にあたる
とともに、市民がいつでも気軽に
相談できる窓口機能の充実に努
めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

介護予防事業における健康づく
り、総合相談、認知症支援や高
齢者虐待防止等の権利擁護事
業等の地域支援事業における
取り組みを継続している。

児童虐待防止に関しては協議
会を設立して、行政機関及び市
内各機関の機能を活かして解決
できるよう取り組みを行ってお
り、関係機関に対して、ポスター
の掲示やリーフレット及びしおり
の配布を行い、児童虐待防止へ
の関心と理解を深め、子育て支
援の輪が広がるよう普及と啓発
活動に取り組んでいる。また、市
民がいつでも気軽に相談できる
窓口機能充実のため、相談員２
名体制から保健師を１名増員し
た３名体制で、取り組みを行って
いる。

引き続き、県や広域市町村圏
物部川流域介護保険広域化等
における連絡・連携ネットワーク
検討部会を南国市、香南市、香
に積極的に参加し、医療・保健・
美市で立ち上げ、広域的な取り
福祉を巡る問題の多様化・複雑 前期を拡
２，広域連
組みを推進・検討中である。災
化・高度化に対応する態勢を確 充して継
携の強化
害医療救護計画の見直しについ
保します。また、南海地震等災 続
ては、南国市・香南市とともに中
害対策について、医療・保健・福
央東福祉保健所の指導のもと、
祉の分野でも広域市町村圏で連
3市で共有しながら進めている。
携していきます。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

社会福祉協議会が平成２４年度
より日常生活自立支援事業、そ
の後法人後見制度の開始、協同
介護予防地域支援事業（高齢者虐待防止等に係る協
で成年後見制度の啓発・個別相
議会、認知症支援推進協議会の設置等含む）、あった
談会などを実施した。平成２５年
かふれあいセンター事業
度より認知症支援推進協議会を
設置し市内関係機関との研修会
等を開始している。

Ｃ

要保護児童対策地域協議会で
は、児童虐待の予防、早期発
見、支援を実施するために、児
童相談所等の関係機関及び学
校、保育園等の市内各機関との
連携を強化するための会議等を
随時実施するとともに、情報共
有及び共通認識の徹底に取り組
んでいる。また、家庭児童相談
室では、相談員２名、保健師２名
により、家庭における子どもの養
育や健康課題等の相談及び助
言指導に取り組んでいる。

Ｃ

平成２１年度に物部川流域介
護保険広域化等検討部会を南
国市、香南市、香美市の３市で 広域的な取り組みについて検討を重ねてきたが、効果
立ち上げたが、平成２２年度以 的な連携施策を見出すことができず、中止の方向
降、広域的な取り組みを行うこと
には至っていない。
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●Ｈ２０．３．３
要保護児童対策地域協議会設置
●Ｈ２０．４．１
家庭児童相談員１名増員
●Ｈ２６．４．１
保健師１名増員
●Ｈ２７．４．１
保健師１名増員
●Ｈ２７
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

健康会議支
援課

Ｂ

事業継続、関係機関との連携

Ｂ

近年、児童虐待数も増加傾向
にあり、虐待の状況も複雑化し
ている。要保護児童及び家庭へ
の支援には、より一層の専門性
福祉事務所
を求められている状況であるた
め、専門技術を有する者による
相談指導業務体制の充実が必
要となっている。

Ｃ

今後において、広域で取り組む
健康介護支
ことがあれば共同して取り組ん
援課
でいく。

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
１，福祉社会の基礎づくり
１，長寿社会を支える体制づくり

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

多様化するニーズにきめ細か
に対応するため、民間ならでは
の柔軟な視点から、当事者の立
３，民間事 場に立ったサービスや支援活動
継続
業との連携 が展開・拡充されるよう、民間事
業と連携していきます。（健康関
連産業、生活支援サービス産業
の振興等）

４，高齢者
がいきいき
とするまち
づくりの推
進

高齢者を、地域の担い手として
積極的に位置づけ、その経験や
知恵や技術、時間、特性を活か
せる仕組みづくりを引き続き進め
ます。あわせて、高齢者の健康
づくり、生きがいづくり活動を促 継続
進し、老人クラブ、シルバー人材
センターの充実、様々な産業、
教育、地域活動等、各分野にお
いて一層活躍できるような場づく
りを進めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

社会福祉法人高知県知的障害
者育成会に、障害児・者の地域
活動支援、一般相談支援につい
て専門的な対応を委託してい
る。

老人クラブ・シルバー人材セン
ターに補助し、高齢者の積極的
な地域活動や健康づくり、生き
がいづくりを支援する。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

●障害者相談支援事業
障害児・者及び家族等からの障
Ｈ19～H22：209万円、H23：480万円
害福祉サービスに対する相談や
H24・H25：930万円、H26～H28：1,048万円（見込）
手続への助言や日常生活にお
●地域活動支援センター機能強化事業
ける相談支援。また日中活動に
H19～H23：900万円、H24・H25：1,224万円
おける支援を行っている。
H26～H28：1,105万円（見込）

Ａ

委託先である「地域活動支援セ
ンター香美」の場所や活動内容
について、市ＨＰや広報誌を活 福祉事務所
用して広くＰＲしていく必要があ
る。

Ｂ

老人クラブの会員数は減少傾向
にあるが、一定の活動により、高
齢者の積極的な社会参加を促
進し、健康で生きがいのある生
活を支援できた。
また、シルバー人材センターで
は草刈や剪定、家事支援などへ
の就労を支援し、高齢者の社会
参加に貢献できた。

Ｂ

高齢者の活動推進を図るため、 健康介護支
継続していく。
援課

32

（老人クラブ）
H19 267万円、H20 254万円、H21 240万円、H22
213万円、H23 207万円、H24 200万、H25 184万円、
H26 172万（見込み）
（シルバー人材センター）
H19 262万円、H20 263万円、H21 258万円、H22
254万円、H23 54万、H24 254万円、H25 254万、
H26 254万（見込み）

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
１，福祉社会の基礎づくり
２，地域福祉の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

香美市ボランティアセンター
（香美市社会福祉協議会）を中
心に、各地区のボランティア協議
会との連携を図るとともにコー
ディネート職員を配置し、市民向
1，ボラン けボランティア講座の開催、ボラ
ティア活動 ンティア情報の提供、支援ニー
への支援 ズの把握、活動者(団体・個人） 継続
体制の充 の登録と支援ニーズとのマッチ
実
ング、地域と連携した活動拠点
の確保等、参加促進と活動支援
の体制づくりを進めます。また、
災害ボランティアセンター機能を
発揮させるための準備等に取り
組みます。

ノーマライゼーションの推進や
ボランティア活動への参加促進
にあたっては、家庭・地域と連携
２，福祉教 して子どものころから共に生きる
継続
育の推進 意識づくりを育みます。また、教
育機関と連携して、就学前及び
児童・生徒への福祉教育の充実
に努めます。

社会福祉協議会が行ってい
る、高齢者や障害者（児）に対す
3，社会福 る在宅サービス、市民ボランティ
祉協議会 ア活動をはじめ、市民が主体と 継続
等の支援 なって展開する地域福祉活動の
推進を支援します。また、地域福
祉団体を支援します。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況
あったかふれあいセンター事業
において、あったかサロンボラン
ティアの養成・育成支援を実施し
ている。広くは認知症サポーター
養成講座において市民への認
知症理解と見守りについてけい
はつを継続している。（包括）

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

現在あったかサロンボランティア
社協委託による、あったかふれあいセンター事業（あっ
は約６０名が登録。認知症サ
たかサロンボランティア）、・知症サポーター養成講座
ポータ養成講座の受講者は１８
（包括）
００人を越えている、（包括）

Ｂ

事業継続、ボランティア活動支
援（包括）

地域での支え合いのネットワー
クづくり、ひとり暮らし高齢者等
の見守り活動及び福祉団体へ
の助成活動に対し支援していま
す。

Ｂ

奉仕員養成研修事業
ボランティア活動を推進するため
H22 15万円
各種相談に応じ、参加意欲のあ
H23 15万円
る方の登録を行なった。また、手
ボランティア活動事業
話サークル等の講習を開催し知
H24～26 180万円
識・技術の取得に取り組みまし
H27 60万円(見込)
た。
H28 60万円(見込)

Ｂ

ボランティアの方々の養成研修
福祉事務所
等の充実。

高齢者理解のための啓発、健康
教育の実施

Ｂ

平成２６年度大栃中学校において認知症サポーター
認知症サポーター養成講座の実 養成講座の実施。中央東保健所と南国・香美・香南の
施
家族会、山田高校、城山高校合同で認知症よりそいカ
ルタの作成。

Ｂ

継続

Ｂ

香美市内の全小中学校に福祉
教育を推進するため補助を行な
い、地域美化活動、老人クラブと 福祉教育推進校事業
生徒の交流等の各活動により福
H24～26 150万円
祉について関心をもってもらい
H27 50万円(見込)
福祉の心が芽生える取り組みを
H28 50万円(見込)
続けます。

Ｂ

地域と一体となった更なる活動
内容の充実と継続。

Ｂ

ボランティア活動を推進するため 奉仕員養成研修事業
各種相談に応じ、参加意欲のあ
H22 15万円
る方の登録を行なった。また、手 ボランティア活動事業
話サークル等の講習を開催し知
H24～26 180万円
識・技術の取得に取り組みまし
H27 60万円(見込)
た。
H28 60万円(見込)

Ｂ

市単独で研修を開催しても、希
望する人数が集まらず効率が悪
い。
福祉事務所
今後、近隣自治体と合同での研 各支所
修会開催を協議していく必要が
ある。

地域の住民と関わりのある活動
をとおし子供たちの福祉の心が
芽生えるよう香美市内の全小中
学校に対し支援を行なっていま
す。

地域での支え合いのネットワー
クづくり、ひとり暮らし高齢者等
の見守り活動及び福祉団体へ
の助成活動に対し支援していま
す。
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健康介護支
援課

健康介護支
援課

福祉事務所

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
１，福祉社会の基礎づくり
２，地域福祉の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

生活保護受給世帯のほか、地
域社会の支えを必要とする要援
護世帯に対する自立支援プログ
ラムの策定や、自立・就労に向
けた様々な支援サービスを総合
的、一体的に実施することによ
4，福祉事 り、地域社会のセーフティネット
務所活動 機能を強化し、地域福祉の向上 継続
の充実
を図ります。また、被保護世帯の
状況を把握して、被保護者の個
別状況や自立阻害要因につい
て類型化を図り、各類型に応じ
た自立支援の具体的な内容や
実施手順等を定め、必要な支援
を組織的に実施します。

平成21年度に要援護世帯に新
たなセーフティネットの住宅手当
が創設され離職者の早期就労
に向けて取り組んでいる。 ま
た、被保護者世帯の就労に伴う
早期自立に向け、就労支援員と
ケースワーカーが連携して各保
護者の能力等に応じた就職情報
を定期的に提供するなど、被保
護者に対する就労支援を実施し
ている。
また、平成25年度に成立した
生活困窮者自立支援法の平成
27年度実施に向けて社会福祉
協議会との連携準備を進めてい
る。

地域福祉の確実な推進に向
け、社会福祉法に規定されてい
る市町村地域福祉計画を策定し
５，地域福 ます。市民が地域で主体的に行
祉計画、 う活動については、社会福祉協
地域福祉 議会を中心に「地域福祉活動計 継続
活動計画 画」を策定します。いずれも市民
の策定
参加を基本に策定し、本市にお
ける様々な福祉事業・活動を効
果的に進めるための指針としま
す。

平成２４年度に平成２５年度を初
年度とした五カ年計画で香美市
地域福祉計画及び地域福祉活
動計画を策定しました。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

Ｂ

平成22年4月1日から、就労支援
員として嘱託職員を雇用し、ケー
スワーカーと連携して、被保護
者に対して、同行訪問、求人情
報や職業訓練情報の提供を行
い、より細やかな就労支援を実
施した。加えて、平成23年3月1
日から、地方公共団の体無料職
業紹介事業を開始し、求職者と
求人者間において直接あっせん
を行うことが可能となる環境を整
備した。また、平成25年度から生
活保護者等就労自立促進事業
協定書をハローワークと結んだ
ことにより、求職相談者の情報
共有が図られ経済的自立に向
けて効果的、効率的に一体的に
取組むことが出来た。

【生活保護適正実施推進事業】
H18：2,228千円
H19：4,604千円
H20：5,036千円
H21：5,005千円
H22：7,703千円
H23：15,571千円
H24：4,897千円
H25：3,457千円
H26：2,370千円（見込）
【住宅支援給付事業】
H21：194千円
H22：166千円
【生活保護受給者就労支援事業】
H22：2,378千円
H23：2,333千円
H24：2,394千円
H25：2,397千円
H26：2,409千円（見込）
【地方公共団体無料職業紹介事業】
H23.3.1から実施

Ｂ

Ａ

地域福祉計画及び地域福祉活
動計画をそって社会福祉協議会
と共に、つながり、集まり、支え
あうまち香美市にむけて取り組
んでいます。

H24地域福祉計画策定事業 393万円
H24あったかふれあいセンター事業 972万円
H25あったかふれあいセンター事業 953万円
H26あったかふれあいセンター事業 998万円
H27あったかふれあいセンター事業 998万円
H28あったかふれあいセンター事業 998万円

Ｂ
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⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

担当職員や就労支援員の個人
の経験や努力に依存しすぎるこ
となく、自立支援プログラムの活
用等も含めたより効率的で一貫
福祉事務所
した組織的な取り組みを推進す
るシステムの構築が必要とされ
る。

今後は、生活困窮者に対する相
談及び支援に「取り組む必要が 福祉事務所
ある。

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
１，福祉社会の基礎づくり
３，みんなにやさしいまちづくりの推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

1，ユニ
バーサル
デザイン
の視点に
立ったまち
づくりの点
検、施設
の改善

取組み事項

前期
後期
との
関連

ユニバーサルデザインの視点
からまちの点検を実施し、改善
の必要のある箇所を確認して、
緊急度に応じて順次改善を図る
とともに、関係機関に改善を要
継続
請していきます。また、市民や事
業所に対して、ユニバーサルデ
ザインの必要性や、生活の中で
できる工夫等について理解を促
していきます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

本庁舎の改築及び駐車場など
周辺の整備により、本庁舎周辺
については改善された。今後、
香北支所、物部支所の改築が進
めば、庁舎関係の改善は修了す
る。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

地域におけるオストメイトの社会
参加を一層促進するため、既存
の公共施設等に設置されている
身体障害者用トイレをオストメイ
ト対応トイレへ改修を行った。
（場所）プラザ八王子、土佐山田
駅、道の駅美良布、奥物部ふれ
あいプラザ駐車場、別府峡温泉
駐車場。
本庁舎の改築及び周辺整備

オストメイト対応トイレ設備緊急基盤整備事業
246万円
本庁舎の改築及び周辺整備。
各支所の改築等

35

⑤
評価

H20
Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

市民や事業所に対して、ユニ
福祉事務所
バーサルデザインの必要性や、
(香北支所)
生活の中でできる工夫等につい
(物部支所)
て、さらに理解を促すこと。

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
２，保健・医療の充実
１，健康づくりの支援

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

今後も「香美市健康増進計画」
の周知を図りながら、住民・関係
機関等との連携により「香美市
健康増進計画」「特定健康診査
等実施計画」に沿って健康づくり
をすすめ、健康寿命の延伸・生 継続
活の質の向上を目指します。ま
た、地元医療機関と連携し、「か
かりつけ医・かかりつけ薬局」を
持つことを推奨し、医療と健康づ
くりの融合を図ります。

H25年度に、第2期香美市健康
増進計画を策定した。生活習慣
病予防（高血圧対策）など8項目
の課題について、地域やボラン
ティア等と協議のうえ具体的な
取り組みを決めて、計画を推進
している。
特定健診について、かかりつ
け医による健診を推奨し医療と
健康づくりとの融合を図ってい
る。
子宮がん・乳がん検診につい
ては、個別検診を推奨しており、
がんの早期発見と受診率向上に
向けて取り組んでいる。

食育や介護予防の推進等、住
民主体の健康づくり事業を推進
し、健康長寿の延伸と介護給付
2，自主的
費や医療費の抑制を図ります。
な健康づく
継続
また、感染症等から健康を守る
りの支援
ため、必要な情報を迅速かつ的
確に提供していけるよう努めま
す。

平成24年度に、「香美市食育
推進計画」を策定した。食生活
改善推進員による食育の推進等
健康づくり事業を実施して健康
寿命の延伸等に取り組んでい
る。また、はつらつ体操の見守り
や運動指導などを行い、介護予
防を推進している。
新型インフルエンザ感染予防
のため広報誌やホームページで
必要な情報を適宜掲載してい
る。

1，香美市
健康増進
計画等に
基づく事
業の実施

現在実施している健康結果分
析だけでなく、医療費分析・介護
３，情報・
保険受給経過分析等が可能とな
通信技術
るシステムを研究・検討し関係機 継続
の活用方
関とも連携を図りながら個別保
策の検討
健指導への活用ができるように
努めます。

健診結果を分析し特定保健指
導を実施している。
医療費分析及び介護保険給付
費分析については、国保連合会
のＫＤＢシステムと連携しながら
分析を進めるよう準備している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

特に高血圧対策、たばこ対策、
こころの健康、お口の健康の4つ
の項目を重点対策として、取り
組んでいる。
かかりつけ医にかかわらず集
団健診も含めて特定健診の受
診勧奨を行った。
がん検診に関しても、未受診
者に対して、年に2～3回個別通
知による受診勧奨を行った。

●高血圧対策として、アンケートを実施して実態を把
握するとともに、健康づくり団体に対して講演会を実施
した。また、血圧計の貸与や、モデル地区で健康教育
を行った。
●健康まつりで「健康増進計画
ＰＲコーナー」や、血圧測定や減塩に関するコーナーを
設けて住民に周知を図った。
●「香美市健康増進計画」の冊子を関係機関に配布
するとともに、リーフレットを全世帯に配布して健康づく
りに関する啓発を行った。
●健康づくり関係団体の会などで、健康教育を実施し
た。

Ｂ

健康寿命延伸のため、各種が
ん検診の受診率向上への取り
組みや、香美市健康増進計画に
基づき各種健康づくり団体、地
域での集い、広報への連載など
でその周知をはかり、主体的な
健康づくりへの取り組みを進め
ることができた。
また、感染症予防では予防接
種等の必要な情報を対象者個
別通知ほか広報誌、ホームペー
ジ等で提供している。

Ｃ

特定健診結果分析から特定保
健指導を実施。その他、異常結
果が出た方には受診勧奨や、個
別に保健指導を実施している。
医療費分析については、今後 特定保健指導を行った。
国保連合会のＫＤＢシステムと
連携しながら取り組んでいく。
介護保険の、給付適正化の分
析には至っていない。
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●各地区で行なわれている自主的な集いの場で、は
つらつ体操の見守りや運動指導等を行った。
●「香美市健康づくり地域ネットワーク推進事業補助
金」を創設して、自主的な健康づくりをしている地域の
グループに対して補助金を交付した。
H26・・・8団体 80万円
●各種がん検診の受診率向上のため、年度内未受診
者に対し受診勧奨や未受診調査を行った。
●食生活改善事業を食生活改善推進協議会に委託
するなど健康づくり事業を実施した。
●予防接種事業を行った。

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

効率的に推進するため、各項
目で担当者を決めてそれぞれの 健康介護支
計画を推進することなど、住民に 援課
伝えていくことが必要である。

Ｂ

今後も各種検診の受診率向上
に向けての取り組み、健康増進
計画に基づき、各種健康づくり団
体及び関係機関との連携を深 健康介護支
め、さらに市民ひとりひとりが健 援課
康づくりを進められるよう地域の
実情を踏まえた事業を展開して
いく。

Ｂ

関係機関との連携が必要であ 健康介護支
る。
援課

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
２，保健・医療の充実
２，医療体制の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

大栃診療所・物部歯科診療所
を開設し、僻地医療の確保をし
中山間地域の多い本市にあっ
ている。佐岡・繁藤診療所は、地
ては、適正な医療サービスの提
域人口の減少に伴う受診者の減
１，医療
供が必要であり、関係機関と協 前期を拡 少により、平成２５年度末で廃止
サービス
議・連携しながら是正に努めま 充して継 となった。
の格差是
す。また、市内に専門医のいな 続
また、小児科医の確保につい
正
い小児科医については、関係機
ては、市内病院に週に何回かの
関に相談し確保に努めます。
開設を打診したが、小児科を開
設する意向のある医師が現れた
ため状況を見守っている。
休日等の初期緊急医療の受信
体制整備のため、香美郡医師会
２，休日・
と連携して在宅当番医制による
夜間診療
体制の継続・確保とともに、高知 継続
体制の確
県救急医療情報センターなどの
保
広域的な情報を市民に提供でき
るよう努めます。

休日等の初期緊急医療のた
め、香美郡医師会と連携して在
宅当番医制による体制の継続・
確保を実施している。広域的な
情報を市民に提供できるよう広
報に掲載している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

指定管理により2箇所の診療 ●年間指定管理委託料
所を開設している。
H25 4箇所 474万円
大栃診療所は、施設が老朽化
H26 2箇所
87万円
しており随時修繕をして、良好な ●診療機材・医薬備品購入
診療体制を整えた。大栃・物部
H25 物部歯科 集塵機等 44万円
歯科診療所は、診療機材や医薬
H26 物部歯科 高温オイル消毒器等
備品の購入をした。
大栃診療所 薬用保冷庫 80万円

Ｂ

今後も医療備品の購入、施設・ 健康介護支
備品の修繕をして、良好な診療 援課
体制を保つ必要がある。
(物部支所)

Ｂ

休日等の初期緊急医療のた
め、香美郡医師会と連携して在
香美郡医師会と連携し、毎年委託契約を締結、在宅
宅当番医制による体制の継続・
当番医制度の継続・確保を行うとともに、市民カレン
確保を実施した。広域的な情報
ダーに掲載し周知に努めてきた。
を市民に提供できるよう広報に
掲載した。

Ｂ

２４時間体制で医療機関の紹
介を行っている、高知県救急医 健康介護支
療情報センターの周知に努め
援課
る。

高知県が運営する高知県救急
医療・広域災害情報システムに
具体的な取り組みはないが、課内で今後の取り組み
より、インターネットでの救急医 について検討した。
療等の情報提供を行っている。

Ｂ

搬送体制については、消防の
健康介護支
救急搬送体制のスムースな運用
援課
が図れるよう連携を図っていく。

Ａ

救急車の不適正利用を防ぐた
め、適正利用のさらなる普及啓 消防課
発が必要である。

Ａ

救急救命士については、目標
人数を定め、計画的に養成して
いく必要がある。
消防課
また、救急車の不適正利用を
防ぐため、適正利用のさらなる
普及啓発が必要である。

高度医療等を行う高知大学医
学部付属病院や高知赤十字病 前期で終
院、高知医療センター等への搬 了
送体制の強化を促進します。

高規格救急自動車の更新によ
り、医療機関への搬送体制を強
化することができた。

３，搬送体
制の強化
救急救命士を計画的に養成す
医療行為も含め救急救命士の
ると共に、各種研修、実習等へ
専門的知識、技術の向上と高度
積極的に参加している。
救命処置が行える高規格救急 後期から
また、更新計画に基づき高規
自動車の更新を図り、高度医療 新規
格救急自動車及び高度救命処
機関への搬送態勢を強化しま
置用資機材の更新を行ってい
す。
る。

③取組み状況（成果）

Ａ

●高規格救急自動車整備
（高度救命処置用紙機材を含む）
Ｈ20→3,056万円（1台 国庫補助事業）
Ｈ21→3,290万円（1台 交付金事業）
Ｈ24→（1台 寄贈）

●救急救命士資格取得
救急救命研修所等での研修及
Ｈ20～Ｈ25→6名
び病院実習等により、救急救命
Ｈ26～Ｈ28→3名
士としての専門的知識、技術の
●高規格救急自動車整備
向上が図られた。
（高度救命処置用紙機材を含む）
また、高規格救急自動車の更
Ｈ20→3,056万円（1台 国庫補助事業）
新により、医療機関への搬送体
Ｈ21→3,290万円（1台 交付金事業）
制を強化することができた。
Ｈ24→（1台 寄贈）
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３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
２，保健・医療の充実
２，医療体制の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

へき地医療拠点病院（国立高
知病院、高知医療センター）との
連携による医療サービスの向上 前期で終
については、情報・通信技術を 了
４，情報・ 活用のできる基盤整備を推進し
通信技術 ます。
を活用し
た病院と
救急搬送車内の患者画像を病
の連携
院の医師が見ることのできるシ
後期から 試験運用から、県下的に整備の
ステムが試験運用されている
新規
方向性が出されている。
が、実用化になれば整備に努
め、病院との連携を図ります。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

僻地医療拠点病院との連携体 具体的な取り組みはないが、課内で今後の取り組み
制はとれていない。
について検討した。

Ｄ

情報・通信技術を活用できる基
盤整備については、多額の経費 健康介護支
が伴うと思われるので、必要性 援課
を含めて検討が必要です。

Ｂ

平成27年度に整備予定であり、 高知県救急医療・広域災害情報システムとして、救急
予算を計上している。
車3台すべてに導入がされる。

Ａ

有効に活用を図っていく。

Ｂ

救護病院の指定について、県の
支援を受けながら医師会と検討
健康介護支
していく。、計画にもとづいた医
援課
療救護体制について、関係機関
と連携を図り訓練を行う。

Ｂ

国の療養病床再編の動向を見
ながら検討する。

医療機関や消防・警察等の関
係機関や自主防災組織を中心と
５，災害医 した住民組織と連携しながら、災
療救護体 害時における医療救護活動とし 継続
制の確立 て実効性のある活動が行えるよ
う、具体的な行動計画の確立に
努めます。

災害医療救護計画の見直しを進
めているが、救護病院等の位置
付けにおいて検討が必要となっ
ている。

Ｃ

◎県の協力を得て図上医療保
健訓練の実施した。
◎災害時保健活動マニュアルを
新たに策定し、地域防災計画に
位置づける予定。（H27.3末）

庁内に設置した香美市医療制
６，医療機
度改革等対策本部（平成19年度
関と介護
設置）で、医療機関と介護保険 継続
保険施設
施設等の連携を協議、検討しま
との連携
す。

国の療養病床の再編に関して
は、介護療養病床の転換期限が
6年間延長され平成29年度末と
なったことから、大きな変動が無
いため状況を見守っている。

Ｂ

大きな変動が無いため、今後の
動向を見ながら対応していく。
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救護病院の役割を明確にして、災害医療救護計画の
見直しを進めていたが、指定病院の辞退があり、また
県下の救護病院の役割や体制が決まっておらず、計
画が策定できていない。

健康介護支
援課

健康介護支
援課

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
３，高齢者福祉の充実
１，介護予防の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

地域包括支援センターを中心
に、高齢者の健康づくりや介護
予防にかかわる事業を包括的・
継続的なマネジメントの下で効
果的に実施していきます。特定
高齢者把握事業（生活機能低下 前期で終
対策）の実施や、高知大学医学 了
部等と連携した効果的な健康増
進の推進を図るとともに、地域と
１，積極的 連携して生涯学習・生涯スポー
な介護予 ツ活動の促進、高齢者の場づく
防事業の り等を進めます。
推進
骨折、認知症予防を重点に置
き、各ライフステージごとに必要
運動の継続と前期高齢者にも事
な取組を進めていくことができる
業参加を促す取り組みを実施。
よう、市民、地域、関係機関と連 後期から 認知症においては認知症サポー
携し、啓発に努めます。高齢期 新規
ター養成講座とあわせた健康教
においては転倒予防および認知
育、認知症の啓発事業等を実施
症理解とあわせた脱水予防など
している。
の啓発を継続して進めます。

高齢者等が、地域の中で日ご
ろから健康づくり活動に取り組め
介護予防事業では、住民の自主
るよう、地域の自主グループ活
活動支援、介護予防講座、生き
２，市民主 動や公民館活動などの支援を継
がいづり講座、健康づくりを４本
前期を拡
体の介護 続します。また、前期高齢者の
柱とした取り組みを行っている。
充して継
予防活動 活動への参加、推進のため、教
介護予防事業のほか、あったか
続
の推進
育委員会や社会福祉協議会等
ふれあいセンター事業における
と協力し、ボランティア育成や
サロン活動やボランティア活動な
コーディネート機能の取組を進
ども徐々に広がっている。
めます。

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

地域包括支援センター・社会福
祉協議会と連携し、地区での自
主的な集いの立ち上げ・見守り
支援を行った。自主グループ
地域支援事業（包括の予算） を行った。
H19：32ヶ所、H20：46ヶ所、H21： 健康教育。
46ヶ所、H22：48ヶ所。また、健康 健康相談。
に関する講話を行うなど高齢者
の健康づくりに関する知識の普
及・啓発に努めた。

Ａ

約５０ヶ所の地域の集いが継続
しており、香美はつらつ体操やリ
ズム体操などに取り組んでいる はつらつ体操、わかわか塾（H24～25）、おひさま教室
ところも多い。介護予防講座で （H26～）、リズム体操の普及、ポールウォーキング講
は前期高齢者の参加を促すこと 座、認知症サポーター養成講座等。
ができた。全体に市民の認知症
に関する関心は高くなっている。

Ａ

前期高齢者の参加が増えてい
る。あったかサロンボランティア
活動が始まった。
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地域支援事業介護予防事業 自主グループ支援「集
い訪問」「リーダー研修会」「集い交流会」、介護予防講
座「未来のはてなを学ぼう」「香美笑楽塾」、生きがい
づり講座「パソコンクラブ」「菜園クラブ」、健康づくり「体
操クラブ」「ポールウォーキング」／あったかふれあい
センター事業

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

高齢者が日ごろから自主的に健康
づくり活動に取り組むことができるよ
う知識普及を行うと共に、地域や関 健康介護支
係機関とも連携し、地域全体で介護 援課
予防事業に取り組んでいく必要があ
る。

Ａ

できるだけ早く健康づくりに取り
組めるよう、生活習慣病予防、
重症化予防、認知症予防の啓
発。運動習慣つくりへの機会提
供をおこなう。

健康介護支
援課

Ａ

住民主体の活動支援に向けた
啓発、機会提供。

健康介護支
援課

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
３，高齢者福祉の充実
２，安心介護の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

地域包括支援センターを中心
に、自立した生活の継続、サー
ビス利用等にかかわる情報提
供、相談支援体制を確保すると
ともに、日常生活圏における生
活支援体制を充実します。また、
社会福祉協議会と連携した権利
１，自立を 擁護の推進（日常生活自立支援
支える体 事業等の活用）に努めます。ま 継続
制の整備 た、事業者に対する指導監督、
サービスに対する評価の実施、
適正な介護給付・予防給付を進
めるための保険者機能の強化に
努め、良好なサービス提供体制
の構築に努めながら、介護保険
制度の適切な運用を目指しま
す。

地域包括支援センターにおける
高齢者の相談業務に取り組んで
いる。地域のニーズ、資源把握
のため平成26年度は物部町で
地域ケア会議を実施。平成27年
度は香北町、物部町で実施予
定。認知症早期発見早期対応に
向けた啓発。成年後見制度の啓
発。介護予防ケアマネジメントお
よび介護予防給付ケアマネジメ
ント。

介護が必要な高齢者の在宅で
の生活を支える各種支援サービ
スの充実を図ります。高齢者福
祉施設の充実と広域的利用体
２，介護
制の確保に努めるとともに、介
サービス
継続
護支援と住み慣れた地域の中で
等の充実
訪問、通い、泊まり等のサービス
を総合的に利用していくことがで
きるような環境づくりを進めま
す。

介護家族支援。介護用品支給事
業の継続。認知症個別支援の体
制作り。介護保険サービスでは
グループホーム１ユニットの増
床、２圏域において小規模多機
能居宅介護事業所を公募した。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

地域包括支援センター相談延件
数：23年度4,743件、24年度4,693
件、25年度4,275件。物部地区地
域ケア会議開催（５回）。認知症
健康教室成年後見制度勉強会
や個別相談の実施。

地域支援事業 包括的支援事業（総合相談、介護予
防ケアマネジメント、権利擁護事業（認知症支援、成年
後見制度啓発等）、包括的継続的ケアマネジメント（ケ
アマネージャ支援や事業所連絡会、地域ケア会議
等））／介護予防支援事業所（要支援１，２のケアプラ
ン作成）

Ｂ

介護者の会陽まわりの集いの発
足。要介護4・5の認定者に、お
むつ代等の費用を助成すること
によって在宅介護の一助となっ 地域支援事業 任意事業（介護用品支給事業） ／介
た。認知症支援推進協議会の設 護保険給付
置。
小規模多機
能居宅介護事業所が平成27年
度開始の予定。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

高齢化に伴う認知症高齢者や単
身世帯の増加が見込まれる。地
域包括支援センターの機能強化
が必要といわれており、センター
健康介護支
の圏域ごとの設置が望まれる地
援課
域ケア会議の充実や生活支援
体制づくり（生活支援コーディ
ネーターの配置や協議体の設置
の義務化への対応。）

Ｂ

現在の資源を効果的に活用でき
るよう、今以上の医療介護連携
が求められている。（平成２７年
度より、介護保険地域支援事業 健康介護支
により医療介護連携事業が義務 援課
付けられた。今後ますます医師
会等との連携が重要となり、広
域での取り組みも必要となる。）

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
３，高齢者福祉の充実
３，地域ぐるみの支え合い体制の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

１，緊急通 緊急通報装置については、個
報装置に 人負担金の徴収も含め、対象
前期で終
ついての 者・制度の内容等の見直しを
了
見直し
図っていきます。

１，緊急通
報システ
ムを支え
る協力員
の確保

緊急通報システムを支える協
力員を確保することにより地域で
民生委員や保健師等によって、
後期から
高齢者が孤立することを防ぎ地
地域住民へ制度の周知をし、協
新規
域とのつながりの確保に努めま
力員の確保に取り組んだ。
す。

Ｃ

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

H21年度にプロポーザルを実
施し、委託業者の統一を図った。
また、個人負担金の徴収および
老朽化の機器の更新方法につ
いては、高齢者福祉計画幹事会
を開催し、検討を行った。
結果、個人負担金について
は、高知県の市町村の9割以上
が個人負担金を徴収していない
ことから、当面、「個人負担な
し」、機器の更新については、既
存機器での対応が困難となった
場合には、リース端末の導入を
検討する。

Ａ

協力員の高齢化により、確保が
難しくなっている。また、協力員
宅から高齢者宅まで距離があ
り、対応が遅れる場合がある。

Ｃ
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⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

老朽化への対応

健康介護支
援課

協力員を確保できない場合の対 健康介護支
策を考える必要がある。
援課

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
３，高齢者福祉の充実
３，地域ぐるみの支え合い体制の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

既存の地域見守り名簿を基礎
に関係課の情報を整理して、災
害時に援護が必要な人の条項
を把握し、安否確認名簿の充実
に努めます。また、社会福祉協
２，高齢者 議会や民生委員児童委員協議
の安否確 会をはじめ、訪問活動を行って
継続
認体制の いる団体・個人等と連携して見
充実
守り活動の輪を広げるとともに、
見守り関係者協議機関の設置を
推進します。安否確認手段とし
ての通信手段やコールセンター
の設置等についても検討しま
す。

３，地域の
中での交
流や自主
活動の推
進

自治会・町内会、老人クラブ、
文化・スポーツ団体等と連携し、
高齢者が参加・交流する場所・
前期で終
機会の充実を図ります。また、高
了
齢者を支える、あるいは、高齢
者が参加するボランティア活動
を促進します。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

毎年の地域支援事業介護予防2
次予防（特定高齢者）事業対象
者把握事業と平成23年度日常
生活圏域ニーズ調査による65歳
以上アンケート調査により台帳
整備に取り組んだ。災害時に向
けては福祉事務所を中心に災害
時要配慮者対策検討の中で取り
組んでいる。関係機関と協力し
た個別支援やあったかふれあい
センター事業で地域の訪問を行
うなど、見守り活動の輪を広げる
よう努めている（包括）
社会福祉協議会により年１回の
地域見守り名簿の更新を連携に
より行い管理しています。
災害発生時に自力で避難が困
難な災害時要配慮者及び要支
援者台帳の整備を進めるため関
係課と連携し担当者会を開催し
ています。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

緊急時や災害時に備えて高齢
H23年度高知県地域支え合い事業4,620千円（日常生
者台帳を整備しており現在5,566
活圏域ニーズ調査による65歳以上アンケート調査およ
件ほどの台帳整備ができてい
び台帳整備）（包括）
る。

Ｂ

災害時要配慮者対策の中で、災
害時要支援者についての把握 健康介護支
や情報更新、支援方法等につい 援課
て検討していく必要がある。

Ｂ

社会福祉協議会により年１回の
地域見守り名簿の更新を連携に
より行い民生委員等による見守
り活動を行なっています。また、
災害時要配慮者及び避難行動
要支援者の名簿を整備し避難支
援者等と共に避難活動に活用し
ます。

Ｂ

社会福祉協議会の実施している
地域の見守り活動と災害時にお
ける避難行動要支援者に対し連
携した平常時からの取り組み。

３－１－１、３－１－２と同様

３－１－１、３－１－２と同様

【老人クラブ】１－１－４と同様
【老人クラブ】１－１－４と同様
【長寿手帳】広報やホームペー
ジを活用し、周知することで高齢
者の幅広い公共文化施設利用
や外出支援につながった。
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健康介護支
援課
福祉事務所
各支所

３－１－１、３－１－２と同様
Ｂ

継続していく

健康介護支
援課
各支所

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
４，障害者福祉の充実
１，障害者福祉の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

かかりつけ医を中心に健康づく
り、健康相談、緊急対応体制の
確保を図るとともに、年齢や心身
状況、本人の希望に応じて充実
した生活を営んでいくことができ
るよう、機能訓練や日常生活訓 継続
練、様々な学習活動が円滑に実
施できるよう支援します。住宅改
修や日常生活用具の導入等に
ついても、リハビリテーション支
援の視点から進めます。

相談支援部会における連絡や
一般相談事業所からの情報提
供などで各サービス利用者の状
況を把握し、希望に応じて充実し
た生活が営むことができるよう対
応している。
障害者の生活機能支援から住
宅改修や生活用具の支援を図っ
ている。

「香美市障害者計画及び障害
福祉計画」に基づき、ノーマライ
ゼーションの実現を目指します。
２，地域に
そのため、香美市自立支援協議
おける自
会を中心に、市民参加（自助、共 継続
立支援体
助、公助）と民間活力の活用、人
制の確立
材の育成・確保、保健・医療・福
祉・教育施設等の連携強化を図
ります。

香美市障害者自立支援協議会
（年３回開催）及び各専門部会に
おいて、県福祉保健所、医療機
関、社協、サービス事業所など
の関係機関と定期的に障害相
談検討会や緊急課題について
協議している。
近隣市とも定期的に意見交換を
行っている。

１，心身状
況の維
持、リハビ
リテーショ
ンへの支
援の充実

障害者自立支援法に基づき、
居宅介護、短期入所サービス等
の充実、憩いの場（デイサービ
ス、デイケア、その他）や生活施
設（グループホーム等）、移動や
３，障害福 コミュニケーションにかかわる支
祉サービ 援の充実を図ります。また、多様
継続
ス等の充 なニーズに対応し、より豊かな自
実
立生活の実現を支援していくた
め、市民によるボランティアや支
え合い活動の充実を促進しま
す。施設・サービス等の提供に
あたっては、既存施設の有効利
用を進めます。

障害者自立支援給付サービ
ス、地域生活支援事業など多様
なニーズに対応し、不足する
サービスについては中央東保健
圏域内の近隣市と情報交換会を
開催し、ニーズ量やサービス内
容の均一等など協調して取り組
んでいる。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

障害者の日常生活を支援するた
●日常生活用具給付事業、補装具給付事業、住宅改
め、障害に応じ、自立支援サー
修助成事業
ビスの紹介、必要な日常生活用
H19:1,292万円、H20：923万円、H21：1,179万円
品や補装具の支給を実施。また
H22：949万円、Ｈ23：1,132万円、Ｈ24：1,278万円
在宅生活に必要な住宅改修費
Ｈ25：1,107万円、Ｈ26～Ｈ28：1,200万円（見込）
の助成。

Ａ

対象者を把握するとともに、制度
福祉事務所
の内容について、広く周知する
各支所
必要がある。

Ａ

香美市障害者自立支援協議会
の専門部会である相談支援部
会を月1回の頻度で開催し、各
関係機関からの報告を元に香美
市の課題を抽出、解決に向けて
検討し、場合によっては協議会
全体会での協議したり、近隣市
と共同で事業を実施している。

Ａ

相談支援部会における障害者
の課題抽出機能の向上と、その
福祉事務所
課題を協議する部会の活動強化
が必要である。

Ａ

障害福祉サービス、地域生活
支援事業など多様なニーズに対
応し、不足するサービスについ ●移動支援事業
て県をはじめ、近隣市町村と情
H19：75万円、H20：129万円、H21：215万円
報交換会を開催しニーズ量や
H22：233万円、H23：216万円、H24：87万円
サービス内容の均一等など協調
H25：99万円、H26～H28：110万円（見込）
して取り組んでいる。
また、地域生活支援事業により、 ●香美市声の広報発行事業
移動支援、手話通訳者派遣や声
H20：42万円、H21～H25：63万円
の後方発行など、障害者の生活
H26：63万円（見込）、H27・H28：86万円（見込）
の充実を図る支援を実施してい
る。

Ａ

障害者に対し必要なサービスが
提供できるよう、ニーズの抽出と 福祉事務所
支援実施に向けた調整の強化 各支所
が必要である。
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●香美市障害者自立支援協議会の開催（年3回）
●相談支援部会の開催（月1回）
●障害者長期休暇支援事業（南国市を共同実施）
H22：78万円、H23：42万円、H24：49万円、H25：34
万円

３，やすらぎを守る

３，やすらぎを守る

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

３，やすらぎを守る
４，障害者福祉の充実
１，障害者福祉の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

様々な施設やサービスを効果
的に利用していくことができるよ
う、サービスの選択や利用上の
問題解決に必要な情報提供と相
談体制の充実を図ります。本人
の意思判断が難しい場合は、そ
の人の立場に立って金銭管理や
４，情報提 サービス利用を支援し、権利を
供・相談体 保護する権利擁護、成年後見制 継続
制の確立 度の活用支援等を行います。ま
た、本人・家族のみならず、学
校、職場、地域においてノーマラ
イゼーションやユニバーサルデ
ザイン化を進めるための相談支
援体制の構築、障害や病気に対
する理解を深めるための情報提
供等も充実させます。

障害者自立支援事業、地域生
活支援事業の各サービスについ
て「香美市障害福祉しおり」を発
行し、全障害児・者を対象にして
配布している。また、民生委員、
福祉サービス事業所にも周知を
図り、障害者の利用へとつなが
れるように取り組みをしている。
Ｈ21年度よりプラザ八王子内に
障害者相談支援室を設営し、社
会福祉協議会と連携を図ってい
る。

県立山田養護学校や障害者施
設等と連携を図りつつ、障害者
(児）が、地域の一員として、地域
活動や文化・スポーツ活動等
５，社会参 様々な活動に参加していくことの
加と交流 できるまちづくりを進めます。ま 継続
の促進
た、保育園や学校における統合
教育・交流教育、福祉教育の推
進、農林業や商工業等の事務所
における障害者の雇用促進を図
ります。

土佐山田まつりや市芸術祭など
のイベントに参加し、作品出展、
小物商品などの販売を通じて地
域住民との交流やコミュニケー
ションを図っている。また、各福
祉サービスによって祭や運動会
を開催し、周辺の保育園、一般
住民と交流を行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

土佐山田町、香北町、物部町
の民生委員会へ出席し、「香美
市障害福祉のしおり」を紹介、説 ●視覚障害者情報緊急基盤整備事業
明し、障害者の方に利用できる
H20：90万円
障害福祉サービス等の斡旋協 ●相談支援充実強化事業
力を行った。また、市内図書館
H20：164万円
及び、香美市社会福祉協議会へ ●障害者自立支援相談体制強化事業
拡大読書機や障害者支援用具
H21：216万円
を配備した。
（障害者相談
支援）1-1-3と同様

Ｂ

土佐山田まつりや市芸術祭な
どのイベントに参加し作品出展、
小物商品などの販売、また、香
美市福祉体育大会へ参加し地
域住民との交流やコミュニケー
ションを図っている。
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●社会福祉協議会と共に、香美市福祉体育大会を年1
回実施。障害者の方のスポーツ活動をはじめ、地域住
民との交流を促進した。
●福祉事務所、支援センター、障害者就業・生活支援
センター、山田養護学校が連携して、養護学校の生徒
の進路について検討会を定期的に実施。本人の特性
に応じた進路先について、本人及び家族に情報を提
供している。

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

「香美市障害福祉のしおり」の改
訂版の作成やホームページの
充実を図ることで、障害について 福祉事務所
の理解を求めていくとともに、
各支所
サービスや事業所について広く
PRしていく必要がある。

Ｃ

事業主に障害について理解して
もらい、障害者の雇用枠の拡大 福祉事務所
を図る必要がある。

３，やすらぎを守る

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
１，交流によるまちづくりの推進
１，シティーセールスの推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

市の企画・渉外機能を強化す
るとともに、商工会、観光協会、
国際交流協会等と連携して協働
によるシティセールス体制を確
立します。観光協会や国際交流
１，交流を推 協会については、民間の柔軟で
進する総合 活発な交流を促進するため、民
継続
的な体制づ 間主導の組織として育成し、行
くり
政との役割分担関係を築いてい
きます。その上で、市内の教育・
研究機関、集客施設、香美市に
ゆかりのある市外の機関や人材
等と広く連携し、総合的な地域Ｐ
Ｒ戦略を展開していきます。

香美市をPRしていくためには、
市民一人ひとりが自分の住む地
域を知ることが必要であるため、
２，香美市を
情報の提供、歴史、文化などを
知る機会の
継続
学ぶ講座やツアーなどの開催に
充実
より香美市の持つ魅力を知るこ
とのできる機会の充実を図りま
す。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

●H19～28姉妹都市交流事業での特産品の販売・ＰＲ
活動
●H19～28都市圏での物産展の開催
●H19～28旅行業者への観光プロモーションの実施

●関西香美市ふるさと会や姉妹
都市交流事業などに参加し、特
産品を販売・ＰＲしている。
●高知中央広域観光協議会の
構成市として、観光協会とともに
物産展や旅行業者へのプロモー
ションなどに参加している。

Ｂ

観光協会等と連携して、都市
圏や姉妹都市等での観光PRや
物産販売などを積極的に展開し
た。

国際姉妹都市である、ラーゴ市
の訪問予定時期の平成27年3月
～4月に向けて準備を行ってい
る。

Ｂ

実行委員会を立ち上げ、準備を Ｈ26～Ｈ27香美市国際交流協会補助金
行っている。
円

Ｂ

●香美市雇用創造協議会と連
携して香美市内でのセミナーを
実施し、3年間で延べ約2,100名
の参加があった。
●香美市観光協会と連携して、
香美市内でのモニターツアーや
イベントを実施した。

H21～23年度に香美市地域雇
用創造協議会や観光協会と連
携して、勉強会やモニターツアー
を開催した。
H23年度には香美市観光協会
が一般社団法人化されたことに
より、今後は、観光協会が開催
するツアー企画等に協力し、香
美市の魅力のＰＲに努めていく。

⑤
評価
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170万

●H19～23年度旅行エージェントに対するモニターツ
アーの実施、市民や市外住民対象の山岳・歴史の旅
などのツアーを実施した。
●公共宿泊施設に対し、お客様おもてなし研修などを
実施した。
●観光協会が主催するイベント等（香美バル、龍河洞
クリスマスキャンドルナイト等）に協力し実施した。

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

移住・定住政策とも関連付けた
産業振興課
ＰＲの実施。

Ｂ

特になし。

まちづくり推
進課

Ａ

今後も関係団体と連携して実
施していく。

産業振興課

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
１，交流によるまちづくりの推進
２，多様な地域間交流の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

香美市国際交流協会を中心
1，国際交流 に、姉妹都市交流を推進すると
継続
の推進
ともに、民間の国際交流事業を
支援していきます。

物部川地域でつながる地域間
2，地域間交 交流を一層促進するとともに、国
継続
流の推進
内の姉妹都市との交流を促進し
ます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

国際姉妹都市である、ラーゴ市
の訪問予定時期の平成27年3月
～4月に向けて準備を行ってい
る。

物部川流域ふるさと交流推進
協議会を中心として、物部川の
環境保全について、南国市・香
南市と交流をしながら、活動して
いる。
また、国内姉妹都市である、福
井県あわら市や北海道積丹町
と、各種イベントを通じた交流を
行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

実行委員会を立ち上げ、準備を
Ｈ26～Ｈ27香美市国際交流協会補助金
行っている。

物部川流域ふるさと交流推進
協議会を中心として、アクア・リ
プル・ネットワークでの活動や、
物部川に感謝する実行委員会で
の活動を行い、南国市・香南市
と連携して、物部川の環境問題
に取り組むことができた。
Ｂ

④取組んだ主な事業

170万円

⑥第2次振興計画に向
けての課題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、
課題とともにその理由も記載）

Ｂ

特になし。

まちづくり推
進課

Ｂ

特になし。

まちづくり推
進課

Ｈ19年～Ｈ24年度物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
53.3万円
Ｈ25年～Ｈ28年度物部川流域ふるさと交流推進協議会負担金
63.3万円

Ｈ19年度香美市姉妹都市友好都市交流推進協議会補助金□□
55万円
Ｈ20年度香美市姉妹都市友好都市交流推進協議会補助金□□
75万円
また、国内姉妹都市である福 Ｈ21～22年度香美市姉妹都市友好都市交流推進協議会補助金
56万円
井県あわら市とは、刃物まつり
や観月の夕べで交流を行い、北 Ｈ23年度香美市姉妹都市友好都市交流推進協議会補助金□□
112.3万円
海道積丹町とは、ＹＯＳＡＫＯＩ
Ｈ24～26年度香美市姉妹都市友好都市交流推進協議会補助金
ソーラン祭りや味覚祭り、土佐山
76万円
田まつりや刃物まつりを通じて Ｈ27～28年度香美市姉妹都市友好都市交流推進協議会補助金
交流を行った。
70万円

46

⑤
評価

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
１，交流によるまちづくりの推進
３，市内の交流促進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

１，土佐山
田まつり、川 夏の３大まつりは、市の祭りと
上様祭り、 して全市体制で今後も継続して 継続
奥物部湖湖 開催していく方向で検討します。
水祭の継続

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

H26年の土佐山田まつりは台風
等豪雨のため中止となったが、
概ね無事開催できている。
今後も継続していきたい。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ａ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

天候に左右されることもある
が、３つの祭りとも地域に支えら
れ実施でき、地域活性化が図ら
れた。そのため、年々来場者が
増えている。

●毎年度香美市３大夏祭りとして開催。
H19→6,950千円、H20→6,660千円、H21→6,019千円、
H22→5,996千円、H23→5,951千円、H24→5,974千円、
H25→5,992千円、H26→4,239千円、H27→6,250千円、
H28→6,250千円)
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⑤
評価

Ａ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

今後継続して開催するうえで、
規模や内容についても検討して
いくことが必要。土佐山田まつり 産業振興課
は地元に１社しかない花火を除 (香北支所)
き、競争入札による委託事業に (物部支所)
全てを切り替え経費の節減を
図った。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
１，特産物のブランド維持向上と多様な販路確保

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

レンタルハウス整備事業では、生
産資材の高騰に対応するためＨ21
年度に補助限度額・補助率を見直
し、計画的に実施している。また、施
設の近代化等に対する制度資金に
関しても、Ｈ19～21年度は無利子化
措置が取られており、農家負担の軽
減等、一定効果を上げている。
ＪＡ主体の地域営農検討会におい
て、生産履歴記帳提出率の向上、生
産工程管理などの重点取り組み事
項を推進することにより、産地ブラン
ドの維持向上や生産者の意識向上
が図られている。
また、物部町地区を中心に、ユズブ
ランドの維持、向上のため新植への
支援を行っている。
香北町地区ではフェロモントラップ
を設置し、減農薬栽培を支援してい
る。

Ａ

付加価値を高めるため、各地
２，農産物 域にある直販所や加工施設との
継続
加工の推進 連携により、加工による特産品
の販売力の強化を図ります。
地産地消の拡充、少量多品目
の販売機会の確保を進めるた
３，地産地
め、農業に対する市民の理解を
消、直販事
継続
深め、他事業者等と連携し多様
業の促進
な販路の確保と直販事業の充実
を図ります。

県産業振興計画において商業者等
と連携し地域特産の農産物加工品
の開発及び販路確保拡大に取り組
んでいる。

Ｂ

県産業振興計画において商業者等
と連携し地域特産の農産物加工品
の開発及び販路確保拡大に取り組
んでいる。

Ｂ

Ｂ

JA青壮年部や集落協定の協力を ●地産地消促進事業
H19→35万円 H20→32万円
得た農作業体験と自作米の消費に
H21→34万円 H22→16万円
より、農業に対する関心及び意欲を
得たと思われる。次年度以降につい
H23→19万円 H24→19万円
ても、両団体の協力て事業を継続す H25→19万円 H26→19万円
る。
H27→19万円 H28→19万円

Ｂ

今後とも、香美市営農対策推
４，技術指
進協議会等と連携し、各機関の
導・特産品
広報機能や支援機能を有効に 継続
開発・広報
活かしつつ、農業の振興を図り
体制の確立
ます。

香美市営農対策推進協議会では
試験栽培や特産品開発に取り組ん
でおり、その状況等については、農
業関係機関で構成する農政部会の
定例会にて情報を共有し普及に取り
組み農業振興を図っている。

Ａ

香美市営農対策推進協議会では
試験栽培や特産品開発に取り組ん
でおり、その状況等については、農
業関係機関で構成する農政部会の
定例会にて情報を共有し普及に取り
組み農業振興を図っている。

市場の信頼性向上のため、安
定した出荷量の確保を図るとと
もに、併せて収益性の高い営農
への誘導、新規就農者の支援の
ため、レンタルハウス事業等を
１，ブランド
実施することにより、園芸作物の
の維持、向
継続
産地形成の確立に一定の効果
上
を上げてきました。今後も、施設
の近代化、産地ブランドの維持
や新規就農者等の負担を軽減
し、生産者の意識向上等を図る
ため、継続、拡充していきます。

JA青壮年部や集落協定等と委託
契約を締結し、小学校生を対象に農
業体験を通じた地産地消・食農食育
授業を行っている。
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●営農対策推進協議会補助金（H19→39万円，H20→
55万円，H21→39万円，H22→45万円，H23→56万円，
H24→41万円，H25→50万円，H26→50万円，H27→50
万円，H28→50万円）

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

今後、農業者の高齢化と減少
による生産構造の脆弱化が進
み、特産物のブランド維持向上
が困難になることが懸念される。
新規就農者を一人でも増やして
いく努力が必要。

レンタルハウス整備事業では、新
規就農者や施設園芸への品目転換
及び規模拡大する農家のハウス整
備に関する初期投資の軽減を図るこ
とができた。また、制度資金について
は、平成２２年度以降においても借
入後５年間に限り無利子化措置が継
続されており、資金を借り入れた農
業者の負担を軽減することができ、
効率的かつ安定的な農業経営につ
なげていくことができた。
ＪＡ主体の地域営農検討会におい
て、生産履歴記帳提出率の向上、生
産工程管理などの重点取り組み事
項を推進することにより、産地ブラン
ドの維持向上や生産者の意識向上
が図られている。
また、物部町地区を中心に、ユズブ
ランドの維持、向上のため新植への
支援を行っている。
香北町地区ではフェロモントラップ
を設置し、減農薬栽培を支援してい
る。

●ﾚﾝﾀﾙﾊｳｽ整備事業補助金
（H19→3769万円，H20→3349万円，H21→2410万円，
H22→2850万円，H23→7173万円，H24→2532万円，
H25→2764万円，H26→4989万円，H27→3000万円，
H28→3000万円）
●農業経営基盤強化資金利子補給金
（H19→49万円，H20→53万円，H21→63万円，H22
→84万円，H23→122万円，H24→113万円，H25→92
万円，H26→85万円，H27→85万円，H28→85万円）
●特産物育成事業補助金
（H20→62万円，H21→56万円，H22→35万円，H23→
110万円，H24→43万円，H25→78万円，H26→83万
円，H27→83万円，H28→83万円）
●ﾌｪﾛﾓﾝﾄﾗｯﾌﾟ設置事業補助金
（H19～H23→50万円 H24～H28→40万円）

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

産業振興課
(香北支所)
(物部支所)

Ａ

Ａ

生産規模が零細なため安定し
た販路の確保が難しい。また、
後継者不足もあり、継続が困難
となっている例もある。
平成２２年度から県補助金が
廃止され市単独事業となり事業
規模を縮小している。道の駅建
設による直販所設置を検討して
いく事も必要と考える。

産業振興課
(香北支所)
(物部支所)
産業振興課
(香北支所)
(物部支所)

協議会で取り組んだ結果を農
家に伝え営農に役立てもらうこと
が重要である。現在は県農業改 産業振興課
良普及員の直接指導に頼ってい (香北支所)
る。
(物部支所)

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
２，農業の担い手・後継者の確保と育成

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

専業農家数に対する認定農業
者比率を高めるよう積極的な確
１，新たな担 保に努めます。そのため、香美
い手や後継 市認定農業者連絡協議会及び 前期で終
者の確保と 香美市担い手育成総合支援協 了
育成
議会を通じ、熟度の高まった地
域への支援を実施していきま
す。

認定農業者については、農業
関係機関と連携し、農業経営改
善計画認定申請作成講習会を
●新規就農研修支援事業 （H22→238万円，H23→
開催し、確保に努めている。ま
300万円）
た、認定期間の中間年及び５年
目には経営改善状況を調査し、
フォローアップを実施している。

Ｂ

新規就農の希望者はいるが、
産業振興課
担い手農家の高齢化により、受
(香北支所)
入農家を確保することが困難に
(物部支所)
なっている。

認定農業者については、農業
関係機関と連携し、農業経営改
善計画認定申請作成講習会を
新規就農に関する相談や情報
開催し、確保に努めている。ま
１，新たな担 提供を充実させるとともに、研修
た、認定期間の中間年及び５年
後期から
い手の確保 事業等の補助事業を積極的に
目には経営改善状況を調査し、
新規
と育成
活用し、新たな担い手の確保・
フォローアップを実施している。
育成に取り組みます。
新規就農者については、新規
就農支援事業を実施し、研修機
会を増やし、新規就農者の確保
を図っている。

認定農業者については、農業
関係機関と連携し、農業経営改
善計画認定申請作成講習会を
開催し、確保に努めている。ま
た、認定期間の中間年及び５年 ●新規就農研修支援事業 （H24→100万円，H25→
目には経営改善状況を調査し、 7.5万円，H26→260万円，H27→326万円，H28→326
フォローアップを実施している。 万円，）
新規就農者については、新規
就農支援事業を実施し、研修機
会を増やし、新規就農者の確保
を図っている。

Ａ

新規就農の希望者はいるが、
担い手農家の高齢化により、受
産業振興課
入農家を確保することが困難に
なっている。

Ｂ

後継者を育成するため各種団
体の活動支援を行い、安心して 産業振興課
農業に従事できる環境づくりを関 (香北支所)
係機関が連携し実施する必要で (物部支所)
ある。

２，生産者
グループの
育成・充実
や農業公社
設立等の検
討

今後とも、後継者の意欲につ
ながる情報提供、４Ｈクラブや青
壮年部の活動支援、視察研修や
試験栽培、農業の魅力や地場農
前期で終
産物の啓発のため学童農園等
了
の支援を継続するとともに、作業
受委託等生産者グループの活
動や法人化等も検討していきま
す。

Ａ

香美市認定農業者連絡協議会
を設立し効率的かつ安定的な農
業経営を目指すため会員相互
の情報交換や各種研修を行って
いる。 また、香美市営農対策推
進協議会においては試験栽培・
研修を実施し生産者に情報を提
供している。
ＪＡ青壮年部等との連携により
学童農園の支援は継続してい
る。
作業受託については集落営農
組織を中心に働きかけ法人化等
の支援も行う。
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●認定農業者連絡協議会補助金（H19→25万円，H20
→25万円，H21→20万円，H22→20万円，H23→20万
円）
●営農対策推進協議会補助金（H19→39万円，H20→
55万円，H21→39万円，H22→45万円，H23→56万円）

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
２，農業の担い手・後継者の確保と育成

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

今後とも、認定農業者連絡協
議会への支援を継続し、生産意
香美市認定農業者連絡協議会
２，認定農 欲につながる情報提供、視察研
への補助金を継続し、効率的か
業者や集落 修など活動を充実させるととも 後期から
つ安定的な農業経営を目指すた
営農組織の に、集落営農組織の育成や新規 新規
め会員相互の情報交換や各種
育成・充実 設立に対するフォローアップなど
研修を行っている。
農業関係機関が一体となった支
援体制を充実させます。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

香美市営農対策推進協議会に
おいては試験栽培・研修を実施
し生産者に情報を提供してい
る。
香美市認定農業者連絡協議会
への補助金を継続し、効率的か
つ安定的な農業経営を目指すた
め会員相互の情報交換や各種
研修を行っている。

●認定農業者連絡協議会補助金（H24→10万円，H25
→10万円，H26→10万円，H27→10万円，H28→10万
円）
●営農対策推進協議会補助金（H24→41万円，H25→
50万円，H26→50万円，H27→50万円，H28→50万円）
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

後継者を育成するため各種団
体の活動支援を行い、安心して 産業振興課
農業に従事できる環境づくりを関 (香北支所)
係機関が連携し実施する必要で (物部支所)
ある。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
３，農業基盤等の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

ほ場、農道、用排水路等の整
備及び保全は「香美市農村振興
総合整備計画」、「農業振興地域
１，農業生
整備計画」に基づいて推進しま
産基盤等の
す。緊急かつ重要で効果の見込 継続
整備、維持
まれる事業については、国・県の
及び保全
補助事業等の活用を図りなが
ら、地域住民・農業者が一体と
なって実施します。

農作業の効率化による受益者負
担の軽減及び農業施設の機能
維持により、生産性の向上を図
るとともに、耕作放棄地の抑止を
目的に国・県等の補助事業を導
入し、基盤及び施設整備を実施
している。

集落営農組織の育成、担い手
の育成・確保、農地の保全や農
業生産基盤の整備を進めるた
２，集落機
め、将来に向けての集落機能の
能活性化の
継続
維持・活性化の在り方について、
促進
積極的な対話を通じて地域住民
による主体的な協議が行われる
よう図ります。

中山間地域直接支払制度を継
続して活用することにより、棚田
等の保全や農業生産基盤の整
備や将来に向けての集落機能
の維持・活性化について、地域
が主体となり取り組まれている。
集落営農組織は、現在１６組
織（準じる組織、３組織含む）あ
り、中山間地域集落営農等支援
事業等により基盤整備の支援を
行っている。
多面的機能支払交付金制度
（旧農地・水保全管理支払交付
金制度等）に取り組むことによ
り、農業者と地域住民が連携し、
農業・農村の有する多面的機能
の維持・発揮を図るために地域
資源の適切な保全管理を推進し
ている。

農業基盤及び農産物への被害
は、有害鳥獣の分布域拡大や生
３，有害鳥 息頭数の増加に伴い、広域に拡
獣被害対策 大し被害金額及び捕獲頭数も依 継続
の推進
然として高い水準にあるため、関
係機関と連携をとり被害防止に
努めます。

香美市では、防護柵設置の経
費に対し補助を行い、有害獣に
よる被害に対して一定の成果が
でているが、防護柵を設置して
いない地区は依然被害がでてい
る。また、鳥獣害の被害防止の
ため集落ぐるみでの被害防止活
動等の講習会を開催し、被害防
止対策の普及に努めている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

●H20地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金事
業1164万円
●H21農地有効利用支援整備事業2032万円
集落道及び農業用排水路整備
●村づくり交付金（H20→4500万円，H21→4600万円，
を実施し、維持管理の軽減と施
H22→4800万円）
設の延命化を図ることができた。
●H22繰り村づくり交付金5540万円
次年度以降においても、施設整
●H22繰り小規模農業水利施設保全緊急対策事業
備を計画している。
2329万円
●H27農業基盤整備促進事業5,400万円
●H28農業基盤整備促進事業600万円

Ｂ

中山間地域直接支払制度を活用
することにより、農地の保全、農業生
産基盤の整備及び将来に向けての
集落機能の維持・活性化について、
集落協定により取り組まれている。
集落営農組織は、現在16組織（準
じる組織、３組織含む）あり、中山間
地域集落営農等支援事業等により、
組織の育成を図ることができた。
多面的機能支払交付金制度（旧農
地・水保全管理支払交付金制度等）
に取り組むことにより、農業者と地域
住民が連携し、農業・農村の有する
多面的機能の維持・発揮を図るため
に地域資源の適切な保全管理がで
きた。
また、各集落については、香美市
地域活性化総合補助金（旧香美市
集落営農パワーアップ事業）により、
農道・用排水路の補修等を行うこと
ができた。

●中山間地域等直接支払制度（H19→9,965万円，H20
→10,084万円，H21→10,144万円，H22→9,684万円，
H23→10,026万円，H24→10,035万円，H25→10,277万
円，H26→10,294万円）
●中山間農業活性化事業（H19→400万円）
●中山間地域等集落営農等支援事業（H20→145万
円，H21→986万円，H22→1,582万円）
●集落営農・拠点ビジネス支援事業（H23→72万円）
●多面的機能支払交付金制度（旧農地・水保全管理
支払交付金事業（H19→277万円，H20→391万円，
H21→561万円，H22→561万円，H23→561万円，H24
→506万円，H25→465万円，H26→1,379万円）
●香美市地域活性化総合補助金（旧香美市集落営農
パワーアップ事業）
（H19→112万円，H20→107万円，H21→84万円，H22
→145万円，H23→107万円，H24→104万円，H25→79
万円，H26→102万円）

Ｂ

香美市鳥獣被害防止計画に基づ
き、農林水産省、高知県、市単独事
業を活用して、被害防護柵の設置を
推進し、年間10km以上の防護柵が
設置された。これにより、被害面積、
被害金額共に計画策定前に比べ
て、減少した。また、環境省のモデル
事業により被害防止活動等の講習
会を開催し、被害防止対策の普及に
努めた。

●鳥獣被害防止総合対策事業(農林水産省)
●鳥獣被害緊急対策事業(高知県)
●シカ被害特別対策事業(高知県)
●シカ個体数調整事業(高知県)
●サル捕獲事業(高知県)
●新規狩猟者確保事業(高知県)
●有害獣被害防止事業（市）
●地域ぐるみの捕獲推進モデル事業(環境省H24～
H26）
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

農業者の高齢化により、今後は
地形的条件の悪い地域におい
ては耕作放棄地の発生が懸念さ 産業振興課
れることから、地域内の担い手 (香北支所)
や集落協定・営農組織と連携し (物部支所)
効率的な施設整備の推進が必
要である。

Ｂ

今後も引き続き、農地の保全、
農業生産基盤の整備及び将来 産業振興課
に向けての集落機能の維持・活 (香北支所)
性化について、集落として取り組 (物部支所)
む必要がある。

Ｂ

有害鳥獣による被害は一向に収
まる気配がないため、被害対策
の普及啓発を含めて、総合的な
防除体制を確立していく必要が
産業振興課
ある。
(香北支所)
環境省のモデル事業は、平成２
(物部支所)
６年度で終了したが、市単独事
業として継続及び新規地域の選
定を行い、続けていく必要があ
る。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
４，林業の振興

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

林業は厳しい状況にあります
が、森林は水源かん養としての
重要な役割を担っており、森林
組合を中心に、県や流域圏市町
とも連携しながら担い手・後継者
の確保に努めます。また、情報
１，担い手・
の取得、ネットワークによる連携
後継者の確
継続
を支援することで、事業者の相
保と育成
互交流と情報交換を促すととも
に、若手技術者集団の育成も検
討します。また、森林や林業へ
の関心を育むため、幼少時から
地域の森林とのふれあいを推進
します。

経営体制の強化支援について
は、林業のＰＲや労働力の確
保、林業技術の向上に努めると
ともに、高性能林業機械の導入
２，林業経 を推進する等、効率的な経営・
営基盤の強 作業システムについての研究を 継続
化
進めます。また、林業振興と山
間地集落の暮らしの安心確保の
ため、森林資源を適切に管理
し、林道・作業道等の整備を推
進します。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

森林整備担い手確保育成事業
を実施し林業技術者の確保と育
成に努めるとともに、中央流域
林業活性化センター活動や振動
病２次検診促進のための活動に
取り組んでいる。また、地元の
小・中学生を対象とした森林学
習や間伐などの体験教室を実施
することで森林、林業への関心
を育めた。

国、県の補助事業を活用し、高
性能林業機械の導入、林道、作
業道の開設を推進し、森林整備
を進めてきた。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む
○緊急雇用創出臨時特例基金事業（H21～H26）
H21年度633万円 H22年度633万円 H23年度686万円
H24年度717万円 H25年度160万円 H26年度597万円
○ふるさと雇用再生特別基金事業（H21～H28）
H21年度915万円 H22年度3643万円 H23年度4070万円
H24年度3266万円 H25年度1585万円 H26年度1670万円
H27年度200万円 H28年度200万円
○香美市森林整備担い手確保育成対策事業（H19・H21・
H23）
○香美市振動病受診促進事業（H19～H22、H24～H28）
H19年度1万円 H20年度1万円 H21年度1万円
H22年度1万円 H24年度1万円 H25年度2万円
H26年度4万円 H27年度2万円 H28年度2万円
○香美市体験林業教室（H19～H28）
H19年度4万円 H20年度2万円 H21年度7万円
H22年度6万円 H23年度5万円 H24年度6万円
H25年度6万円 H26年度10万円 H27年度10万円
H28年度10万円

Ｃ

緊急雇用創出臨時特例基金事
業、ふるさと雇用再生特別基金
事業による委託事業、雇用の確
保森林整備担い手確保育成事
業を実施し林業技術者の確保と
育成に努めるとともに、中央流
域林業活性化センター活動や振
動病２次検診促進のための活動
に取り組んでいる。また、地元の
小学生を対象とした森林学習や
間伐などの体験教室を実施する
ことで森林、林業への関心を育
めた。

Ｃ

○香美市間伐実施事業（H19～H25）
H19年度10044万円 H20年度10116万円
H21年度13207万円 H22年度17309万円
H23年度8738万円 H24年度12447万円
H25年度20247万円
○香美市森林整備事業（H26～H28）
H26年度20000万円 H27年度20000万円
H28年度20000万円
○香美市緊急間伐総合支援事業（H19～H28）
H19年度4345万円 H20年度3109万円
国、県の補助事業を活用し、高 H21年度3371万円 H22年度2719万円
性能林業機械の導入、林道、作 H23年度1086万円 H24年度2897万円
業道の開設を推進し、森林整備 H25年度1405万円 H26年度1400万円
H27年度1400万円 H28年度1400万円
を進めてきた。
○森の腕たち育成事業（H19～H20）
H19年度4095万円 H20年度5397万円
○木材加工流通施設整備事業（H23・H25）
H23年度2099万円 H25年度10967万円
○香美市高性能林業機械等整備事業（H19～H20、H22～
H28）
H19年度4095万円 H20年度5397万円
H22年度2142万円 H23年度4021万円
H25年度3987万円 H26年度2376万円
H27年度2592万円 H28年度5832万円
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

他産業と同等以上に魅力のある
林業としていく為、労働強度を低
減するための林内路網の整備、
高性能林業機械の導入はもとよ
産業振興課
り、労働安全の確保、月給制度
の導入等の勤務体系・給与体系
の改善を図り、労働者の経済基
盤を確保することが必要である。

Ｂ

今後も林道、作業道の開設、高
性能林業機械の導入による効率
産業振興課
的な作業システムの構築が必要
である。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
４，林業の振興

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

効率的な施業を推進し、間伐
材の有効活用を図る等、植付け
から収穫までの資源循環的林業
を推進します。そのため、林業生
産性の向上や良質材の生産を
支援しながら、木材の生産・流通
３，木材の
の拠点化を目指します。また、林 継続
生産と活用
地残材や端材等の有効活用を
図るため、木質バイオマスの研
究（循環型社会の構築）を研究
機関等と連携して進めるととも
に、木材加工品の開発や特用林
産物の販売を支援します。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

作業道の開設と高性能林業機
械の導入を促進し、利用間伐
（列状間伐）による木材の有効活
用に取り組んだ。また、平成21
年度香北町谷相の公団造林地
で全国初となる小面積分散伐採
（複層林誘導伐採）を行うことを
協議し、資源循環的林業の推進
を図った。素材生産量の増大を
図るため、平成26年度竣工に向
け、森林組合の繁藤ストックヤー
ド整備を支援している。

被害対策協議会を設置し被害
有害鳥獣被害対策協議会にお
防止に努めてきましたが、有害
ける協議で、平成２０年度から予
鳥獣の分布域拡大や生息頭数
察捕獲中心の捕獲体制に改め
の増加に伴い、被害は広域に拡
た。その結果、近年にはニホン
大し被害金額及び捕獲頭数も依
ジカの捕獲頭数が２，０００頭前
４，有害獣
然として高い水準にあります。新 前期を拡 後となっている。現在、生息頭数
被害・病害
規狩猟者の確保に努め、鳥獣捕 充して継 を５，８６３頭と推定し、推定適正
虫被害対策
獲による個体数調整を図りなが 続
頭数の１，０３１頭に近付けるた
の推進
ら、防護柵・防護ネット等の設置
め積極的に捕獲を行っている。
を推進し被害防止に努めます。
また、銃猟免許保有者の高齢化
また、病害虫による被害拡大を
が進んでおり、新規取得者を増
防ぐため、関係研究機関等と連
やすため、狩猟免許取得費用の
携して対策を進めます。
補助を行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

Ｃ

作業道の開設と高性能林業機
械の導入を促進し、利用間伐に
よる木材の有効活用に取り組ん
だ。平成22年度（平成21年度繰
越事業）には、林野庁が公募し
た森林・林業再生プラン実践事
業に管内の香美森林組合・物部
森林組合が全国5地域の一つに
選ばれ、新たな路網開設技術や
欧州のタワーヤーダ等を導入し
ての作業システムの構築に取り
組んだ。また、同じく平成22年度
総務省の緑の分権改革推進事
業を導入し、高知工科大学に
再々委託して木質ペレット（木質
バイオマス）のハウス加温実証
実験などを行い、有効性につい
て調査を実施した。平成25年度
木材加工流通施設整備事業に
より、香美森林組合の繁藤ストッ
クヤード整備を支援した。

Ｂ

平成２０年度から継続して、ニ
ホンジカを中心とした鳥獣の予
察捕獲を実施すると共に、香美
市年間捕獲計画に基づいた積
極的な捕獲を行った結果、捕獲
頭数が２１年度１，６３４頭、２２
年度１，４８８頭、２３年度１，５９
９頭、２４年度１，９８７頭、２５年
度２，０６５頭となった。被害対策
については、香美市鳥獣被害防
止計画に基づき、計画的な防護
柵の設置を推進すると共に、効
果的な被害防止対策の普及啓
発に努めた。その結果、被害面
積、被害金額共に計画策定前に
比べて、減少した。
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④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む
○香美市間伐実施事業（H19～H25）
H19年度10044万円 H20年度10116万円
H21年度13207万円 H22年度17309万円
H23年度8738万円 H24年度12447万円
H25年度20247万円
○香美市森林整備事業（H26～H28）
H26年度20000万円 H27年度20000万円
H28年度20000万円
○香美市緊急間伐総合支援事業（H19～H28）
H19年度4345万円 H20年度3109万円
H21年度3371万円 H22年度2719万円
H23年度1086万円 H24年度2897万円
H25年度1405万円 H26年度1400万円
H27年度1400万円 H28年度1400万円
○森の腕たち育成事業（H19～H20）
H19年度4095万円 H20年度5397万円
○木材加工流通施設整備事業（H23・H25）
H23年度2099万円 H25年度10967万円
○香美市高性能林業機械等整備事業（H19～H20、H22～
H28）
H19年度4095万円 H20年度5397万円
H22年度2142万円 H23年度4021万円
H25年度3987万円 H26年度2376万円
H27年度2592万円 H28年度5832万円
○緑の分権改革推進事業（H22）
H22年度3010万円

●鳥獣被害防止総合対策事業(農林水産省)
●鳥獣被害緊急対策事業(高知県)
●シカ被害特別対策事業(高知県)
●シカ個体数調整事業(高知県)
●サル捕獲事業(高知県)
●新規狩猟者確保事業(高知県)
●有害獣被害防止事業（市）
●地域ぐるみの捕獲推進モデル事業(環境省H24～
H26）

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

増加が見込まれる県内の原木
需要に対応した、素材生産量の
増大及び安定供給を図るため 産業振興課
に、今後も効率的な施業を推進
する必要がある。

Ｂ

香美市内におけるニホンジカの
生息頭数は現在の推計では約
５，８００頭余りになっている。こ
の頭数を適正頭数に近づけるべ
く、一斉捕獲等を含めて継続的
な捕獲施策を行っていく必要が
ある。そのため現在の捕獲圧を
産業振興課
掛けられなくなれば、シカの個体
数はすぐに増えると考えられる。
高齢化が進み狩猟者がいなく
なってからでは、対応が遅くなる
ため指導者になれる狩猟者のい
る今から新しい人材を確保・育
成する必要がある。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
４，林業の振興

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

林地の荒廃による水源かん養
機能や土砂の流失防止といった
公益的機能の維持と向上を図る
ため、森林区分に応じた適正な
森林整備への誘導や、被災林地
５，林地保
の復元に努めます。また、資源と
全と多面的
継続
しての利用を考慮しつつ、森林
機能の維持
の有する多面的機能に着目し、
景観の保全、環境教育・健康づ
くりの場としての機能を充実させ
るため関係機関と連携を図りま
す。

森林組合などと森林整備計画や
森林施業計画など計画を樹立
し、適正な森林管理に取り組ん
でいる。

国有林の管理手法や自然環境
６，国有林 を活用し、森林管理の研究や山
野事業との 地災害の防止、森林環境教育 継続
連携
等、国と連携した取組みを推進
します。

協働の森地域間交流において、
森林の重要性についての啓発、
木工クラフトの開催等や、国有
林内での森林活動を通じて連携
した取組を行っている。

美しい森づくりの推進、森林の
魅力に触れる機会の拡充を目的
７，民間との として、関係機関と連携し、民間
継続
協同
企業や市民ボランティア、子ども
達の積極的な参画を促進しま
す。

ルネサステクノロジ高知事業所
及び高知工科大学とパートナー
ズ協定を結び、森林の保全と、
地域間交流を行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

○香美市間伐実施事業（H19～H25）
H19年度10044万円 H20年度10116万円
H21年度13207万円 H22年度17309万円
H23年度8738万円 H24年度12447万円
H25年度20247万円
○香美市森林整備事業（H26～H28）
H26年度20000万円 H27年度20000万円
H28年度20000万円
各種補助事業の実施及び市町
○香美市緊急間伐総合支援事業（H19～H28）
村森林整備計画や森林施業計
H19年度4345万円 H20年度3109万円
画の認定により、適正な森林管
H21年度3371万円 H22年度2719万円
理に取り組んでいる。
H23年度1086万円 H24年度2897万円
H25年度1405万円 H26年度1500万円
H27年度1500万円 H28年度1500万円
○香美市間伐推進事業（H19～H28）
H19年度31万円 H20年度30万円 H21年度30万円
H22年度15万円 H23年度15万円 H24年度15万円
H25年度15万円 H26年度30万円 H27年度30万円
H28年度30万円

Ｂ

協働の森地域間交流において、
森林の重要性についての講話、
木工クラフトの指導等や、国有
林内でのシカの防護ネット設置
を通じて連携した取組を行って
いる。

Ｂ

ルネサスエレクトロニクス高知事
業所、セントラルグループ、高知
工科大学と協働の森パートナー
ズ協定を結び、森林の保全と、
地域間交流を行っている。
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○協働の森交流事業（H20～H2）
H19年度100万円 H20年度180万円 H21年度210万
円
H22年度210万円 H23年度180万円 H24年度180万
円
H25年度200万円 H26年度180万円 H27年度180万
円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

森林整備の推進を図るため、
各種補助事業実施に必要な計
産業振興課
画等の樹立、認定を円滑に行う
必要がある。

Ｂ

協働の森事業を通じて、間伐
体験等を含めた国有林野等での
産業振興課
森林管理教育を行い、国との連
携を深めていく必要がある。

Ｂ

今後も、パートナーズ協定を継
続・拡大し、森林の保全と地域 産業振興課
間交流を図っていく必要がある。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
２，農林業の振興
５，第１次産業の多面的な振興

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

地産地消や各種イベントの推
進、グリーンツーリズム等への
１，第一次
取組みを展開します。そのため、
産業の多面
商工業、観光、教育、健康関連 継続
的な役割の
の様々な団体との連携体制を確
活用
立し、各地域で効果的な事業を
進めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

JA青壮年部や集落協定等と委
託契約を締結し、地元小学校で
米つくり体験による地産地消・食
農食育授業を行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

JA青壮年部や集落協定の協 ●地産地消促進事業
力を得た農作業体験と自作米の H19→35万円 H20→32万円
消費により、農業に対する関心
H21→34万円 H22→16万円
及び意欲を得たと思われる。次
H23→19万円 H24→19万円
年度以降についても、両団体の H25→19万円 H26→19万円
協力て事業を継続する。
H27→19万円 H28→19万円
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

平成２２年度から県補助金が
廃止され市単独事業となり事業
規模を縮小している。様々な要
産業振興課
因により米を始めとする農作物
(香北支所)
の価格破壊が起こってきており、
(物部支所)
農家の経済状況から、多面的活
動に向ける時間の確保が困難と
なってきている。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
３，商工業の振興
１，地場産業の振興

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

刃物まつりは、刃物研ぎや伝
統工芸士による「鍛造体験教室」
１，刃物まつ 等のＰＲ効果が大きいことから、
継続
りの継続
今後も継続し、優れた郷土の技
術を間近にふれる機会として販
路拡大につなげていきます。
土佐打刃物製造の実演が見学
できる施設が整備されましたが、
体験施設等は未整備です。今後
は製造業者の理解と協力を得な
がら、県内外の多くの人々が土
２，見学や 佐打刃物、フラフをはじめとする
製造体験機 伝統産業の魅力にふれることが 継続
会の拡充
できるよう、ホームページ等で製
造の現場を紹介する情報を充実
するとともに、見学や製造体験
ができる施設や機会を確保し、
産業観光や体験学習のシステム
を確立します。
地域の特徴的な資源を活かし
た特産品の開発を促進するた
め、必要な情報、人材、施設・設
備の提供等、支援の在り方につ
いて商工会や観光協会と連携を
図りながら検討を進めます。香
３，特産品
美市を代表する特産品づくりに
開発の支援
ついては、農業関係者や高知工 継続
制度や体制
科大学など地域内外の専門的
の検討
な人材・機関の参加・協力を得な
がら進めます。また、食に対する
観光客のニーズは高く集客効果
が期待できることから、観光協会
等と連携しながら新商品の開発
や販路開拓を進めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

継続して毎年度実施。２日間で５
万人の集客がある。（連携して高
知工科大学学園祭を実施。平成
24年度からは土佐の豊穣祭イベ
ントの１つになっている。）

土佐山田町逆川地区の土佐打
刃物製造の実演が見学できる施
設が整備された。

２０年度は、商工会等の連携で
鹿バーガーの開発を行い、好評
を得ている。２１年度は同じ鹿肉
製品の開発や、ユズ製品の開
発、２２年度は打刃物の販売促
進、２３年度はユズ製品、２６年
度は鹿肉製品の販売促進に支
援をした。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ａ

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

毎年無事開催できている。
今後も継続していきたい。

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

●刃物まつりの開催
H19→500千円、H20→500千円、H21→500千円、H22
→500千円、H23→500千円、H24→470千円、H25→
600千円、H26→600千円、H26→600千円、H27→600
千円、H28→600千円

Ｃ

今後、土佐山田町逆川地区の
鍛造団地が安定して施業できる
ように龍河洞観光見学ルートの
中に鍛造団地見学を組みいれる
など、環境整備と産業観光として
の受入態勢づくりに力を入れて
いきたい。

●H23逆川地区の農業集落排水事業により、鍛造団
地への水道管布設工事補助金
（1/2 限度額500千円）
●不定期ではあるが、楠目小学校及び市内外の団体
がフラフ作りの体験を行なっている。

Ａ

鹿肉やゆずの加工品、パウン
ドケーキなど数多くの開発品が
誕生した。さらに品数を多くし、
関係団体との連携により販売
ルートの拡充を図っている。

●Ｈ21～２３鹿肉特産品開発・販路拡大事業
10,559千円
●特産品振興事業
H20→200千円、H21→200千円、H22→200千円、H23
→200千円、H26→189千円、H27→200千円、H28→
200千円

ゆず皮を利用した商品開発、販
・Ｈ24産業振興推進総合支援事業費補助金
売促進活動及び施設整備を実
900千円
施した。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

マンネリ化しないよう各種イベ
ントでの創意工夫による実施を 産業振興課
図っていく。

Ｃ

地場産業として、土佐打刃物・
フラフの体験施設として拡充して
いく必要がある。
海外からのクルーズ旅行者の 産業振興課
旅程に土佐打刃物、フラフの体
験を入れ、販売を拡大する等、
新たなチャレンジが必要。

Ａ

今後も地域に眠った特産品の掘
り起こしを進めながら、関係団体 産業振興課
と協力し、既存の特産品の販路 (香北支所)
拡大を積極的に行い、香美市を (物部支所)
PRしていく。

物部支所

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
３，商工業の振興
２，商店街の活性化

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

商業まつりや商店街における
同時開催イベントを支援します。
各商店街の共同事業において
１，魅力的な
は、共通テーマによるイベント開
共同事業づ
継続
催、商業者間の交流、児童・生
くり
徒・学生の商業体験等、商店街
の振興や集客力の向上につな
がる事業を支援します。

商工会・店主等による空き店舗
の利用を促進し、香美市イメー
ジキャラクター等によるＰＲ活
動、レトロな雰囲気を活かした特
２，魅力ある 徴ある商店街の景観づくり等を
商店街の形 促進します。商店での特産品の 継続
成
販売、農林業と連携した地産地
消型の飲食メニューの提供等、
観光交流客や市外からの買い
物客にアピールする商品・商店
づくりを支援します。

商店街のユニバーサルデザイ
３，高齢者
ン化、宅配、移動商店、日中を
等にやさし
過ごす居場所づくり、健康づくり
い商店街・
継続
や自立生活支援等、高齢化先進
買い物環境
地の商店街モデルとしての様々
形成
な取り組みを支援します。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

香美市いんふぉめーしょんの整
備及び情報発信事業を行なっ
た。また、中心商店街拠点整備
及び空き店舗対策事業、商店街
空き店舗対策事業を実施した。

土佐山田駅前の香美市いん
ふぉめーしょんやバス乗り場が
キャラクターにより賑やかになっ
た。商店街イベントとして、えび
す昭和横丁が定着している。ま
た、街路灯の整備を行った。

中心商店街拠点整備及び空き
店舗対策事業、商店街空き店舗
対策事業の展開により、高齢者
にも優しい買い物環境の整備を
行った。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

●H21.いんふぉめーしょん整備事業 22,614千円
●いんふぉめーしょん情報発信事業（H22→5,852千
円，H23→7,767千円）
●いんふぉめーしょん情報発信施設指定管理
香美市いんふぉめーしょんの
H24→4,300千円、H25→4,300千円、H26→4,400千円
整備や中心商店街拠点整備及
H27→4,400千円、H28→4,400千円
び空き店舗対策事業による「ふ
●中心商店街拠点整備及び空き店舗対策事業
らっと中町」の運営、商店街空き
H23→8,691千円、Ｈ24→5,952千円、Ｈ25→5,874千
店舗対策事業による各種新規店
円、Ｈ26→6,456千円
舗の出店準備等に支援した。
●空店舗等利活用助成事業
H23→1,500千円、Ｈ24→1,150千円、Ｈ25→1,500千
円、Ｈ26→1,500千円、H27→1,500千円、H28→1500千
円

Ａ

中心商店街活性事業を視野に、 産業振興課
今後も引き続き商工会や商店街 (香北支所)
との連携強化が必要。
(物部支所)

Ｂ

土佐山田駅前の香美市いん
ふぉめーしょんやバス乗り場など
アンパンマンや香美市イメージ
キャラクターで賑やかなイメージ
となり、「ふらっと中町」の運営に
より特産品の販売等を行い、香
美市の代表的なイベントとして、
えびす昭和横丁が定着し、街路
灯の整備も行った。今後も商店
街や商工会等と連携していく。

●H21.いんふぉめーしょん整備事業 22,614千円
●いんふぉめーしょん情報発信事業（H22→5,852千
円，H23→7,767千円）
●いんふぉめーしょん情報発信施設指定管理
H24→4,300千円、H25→4,300千円、H26→4,400千円
H27→4,400千円、H28→4,400千円
●中心商店街拠点整備及び空き店舗対策事業
H23→8,691千円、Ｈ24→5,952千円、Ｈ25→5,874千
円、Ｈ26→6,456千円
●空店舗等利活用助成事業
H23→1,500千円、Ｈ24→1,150千円、Ｈ25→1,500千
円、Ｈ26→1,500千円、H27→1,500千円、H28→1500千
円
●商店街まちづくり事業（街路灯整備）
H26→4,109千円

Ｂ

情報発信施設の建築や、それ 産業振興課
を中心とした魅力あるソフト事業 (香北支所)
の展開をどうしていくかが課題。 (物部支所)

C

中心商店街拠点整備及び空き
店舗対策事業、商店街空き店舗
対策事業の展開により、高齢者
にも優しい買い物環境の整備を
行う。今後もニーズ等を研究して
いく。

●中心商店街拠点整備及び空き店舗対策事業
H23→8,691千円、Ｈ24→5,952千円、Ｈ25→5,874千
円、Ｈ26→6,456千円
●空店舗等利活用助成事業
H23→1,500千円、Ｈ24→1,150千円、Ｈ25→1,500千
円、Ｈ26→1,500千円
●高知県中山間地域生活支援総合補助金（移動スー
パーへの補助：香北支所）
H22→2,787千円

Ｂ

香美市全体を考えると状況は
厳しい。また、後継者がいない店
産業振興課
舗も多くあるので、さらに空き店
(香北支所)
舗となる可能性も多い。買い物
(物部支所)
難民は山間地のみではなく、中
心街にも拡大している。
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４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
３，商工業の振興
３，新たな商工業の発展機会の創出

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

高知テクノパーク等への企業
誘致については、誘致を推進す
る協議会への参画や、県との合
１，高知テク 同企業訪問、現行の支援体制の
ノパーク等 継続を図るとともに、進出企業に
への企業誘 対する奨励金制度等の支援策を 継続
致の支援体 実施します。また、新たな産業団
制の確立
地の整備について計画や研究を
行い、震災等を考慮した候補地
を探す企業ニーズに応える体制
を確立します。
高知工科大学や市内の事業所
または市民が、地域資源の活
用、地域ニーズへの対応等によ
り、新しい製品やサービスを創り
２，新産業 出そうとする時、施設・設備の確
育成、ベン 保（空き家・空き店舗の活用を含 継続
チャー支援 む）、積極的な情報提供・相談体
制の確保（専門機関・人材の紹
介、経営相談等）、異業種交流
の機会づくり等を通じて新産業
育成、起業支援を図ります。
市内への企業誘致、新産業や
ベンチャー育成にあたっては、快
適な住宅と住環境の確保、便利
な買い物環境、子育て支援や教
育環境の充実、快適な情報通信
を可能とする環境づくりの推進
３，若者の
等により、特に若者の定住につ
ニーズに即
ながる職住環境の充実を図りま 継続
した職住環
す。市内での就業や企業を支援
境等の確保
するため、職業訓練機会の充
実、インターンシップや職業体験
の受入体制の確立、雇用機会の
確保を促進します。また、地域に
おける小規模な製造業等の振興
も図ります。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

テクノパークについては、７区
画中、４区画が売却され、４事業
所が稼動している。

高知工科大学、地域雇用創造
協議会（H21～H23）、商工会等
と連携して取り組んだ。

地域雇用創造協議会（H21～
H23）、商工会等と連携して取り
組んだ。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

４事業所が稼動しているが、残り
の３区画が依然として残ってい ●H26 楠目地区工業団地環境奨励金 ０円
る。今後も県と協力して企業誘 H27年度予算 4,438千円
致に取り組む。

Ｂ

経済状況がよくないこともあり、
すでに誘致している企業のアフ
ターケアーも必要である。県と密 産業振興課
な情報交換を行い、協力して企
業誘致に取り組む必要がある。

Ｃ

高知工科大学との連携はしてい ●空き店舗等利活用助成事業
るが、企業誘致に結びついてい H23→730千円、H24→1,150千円、H25→1,500千円、
ない状況である。
H26→1,500千円、H27→1,500千円、H28→1,500千円

Ｃ

関係団体との協力を進めてい
産業振興課
かなくてはならない。

Ｃ

雇用の機会は、国の事業（雇
用創造協議会や緊急雇用創出
臨時特例基金事業など）により、
雇用拡大に繋げてきた。

Ｂ

国の助成事業が終了した時点
で、失業者が発生することが懸
念される。雇用創造協議会から
発展した（一社）香美市観光協 産業振興課
会の経営再建が図られ、新規雇
用を含めた今後の規模拡大に
期待する。
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●H21～２３ 香美市雇用創造協議会の設立。
●H21～２３ 緊急雇用創出臨時特例基金事業及びふ
るさと雇用再生特別基金事業
●H24～26 香美市産業振興推進ふるさと雇用事業
H24→32,297千円、H25→14,473千円、H26→11,574千
円（計画）

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
４，観光の振興
１，観光魅力の発掘・再生・創造

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

豊かな自然・文化・産業を観光
交流に活用していくため、市民
１，観光資 の参加・協力を得ながら市内の
源の発掘と 自然や文化の把握、観光交流客 継続
再生
のニーズの把握を進めるととも
に、体験型観光の推進等、新た
な魅力の創造を図ります。

●高知中央広域観光協議会（構
成市：高知市、南国市、香南市、
香美市）において教育体験旅行
パンフレットを作成している。
●H20年度から土佐塩の道の整
備・維持管理に補助金を支出し
ている。
●各体験観光の拠点について
は、今後も補助事業等を活用
し、整備を行っていく。

既存の主要な観光地（龍河
洞、アンパンマンミュージアム、
べふ峡等）だけでなく、豊かな自
２，香美市 然と文化、多彩な教育・文化施
観光のス
設、あたたかな地域コミュニティ
継続
トーリー形 が息づく環境そのものが本市の
成・顔づくり 魅力であり、これらを結びつけて
香美市観光のイメージ確立（ス
トーリー形成・顔づくり）を図り、
効果的なＰＲを展開します。

●観光パンフレットを作成・増刷
し、香美市観光をＰＲしている。
●香美市イメージキャラクターを
印刷物や物品（例：広報、原付の
ナンバープレート等）に使用し、
イメージアップに努めている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

●香美市地域雇用創造協議会
と連携して、体験型観光や歴史
コースなど新たなコースづくりを
行った。
●土佐塩の道に多言語観光案
内板を設置した。
●龍河洞の観光拠点としての整
備（洞内照明のLED化、洞内多
言語音声説明アプリの開発な
ど）を行った。
●高知中央広域市町村圏事務
組合（構成市：高知市、南国市、
香南市、香美市）で、体験観光ガ
イドブックを作成しＰＲツールとし
て活用した。
●香美市地域密着型スポーツ観
光メニュー（ものべがわcaféチャ
リ）を開発し、一般企業がツアー
として実施している。

Ｂ

●観光パンフレットを作成・増刷
し、香美市観光をＰＲした。
●H19～26観光パンフレット印刷製本請負業務
●香美市イメージキャラクターを ●H22～23香美市地域特産品カタログと販売所マップ
使用した製作物はH19～26で約 発行事業 567万円
170件。
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●H22龍河洞入り口案内板設置事業 160万円
●H24土佐塩の道多言語案内看板整備事業 32万円
●H25ほっと平山観光案内板整備事業 128万円
●H25龍河洞洞内照明LED化事業 300万円
●H26龍河洞内多言語音声説明アプリ開発事業
●H25～26香美市地域密着型スポーツ観光開発事業
715万円
●H21景観整備事業（アンパンマン方面へのダム湖周
辺、大荒の滝遊歩道、塩の道、龍河洞出口遊歩道）
400万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

地域資源を活かした魅力的な
産業振興課
体験型観光メニューの開発、及
(香北支所)
び受け入れ体制の確立（ガイド
(物部支所)
の養成等）が必要である。

Ｂ

香美市のイメージをＰＲする媒
産業振興課
体（観光パンフレットやイメージ
(香北支所)
キャラクターなど）の、効果的な
(物部支所)
活用が課題である。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
４，観光の振興
２，観光交流の受け皿づくり

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

現有の宿泊施設や観光地を活
かし、新たに発掘・創造する観光
地も加えて、快適な受入れ環境
をつくっていきます。特に主要な
観光地は、体験機会の提供、休
憩・飲食・特産品の充実、周辺の
継続
環境整備、ユニバーサルデザイ
ン化、観光情報の提供等、観光
交流客のための快適な滞留拠
点、地域住民の交流拠点とし
て、地域住民との協働による機
能充実を図ります。

●ゑびす商店街の交流施設「ふ
らっと中町」の運営に対し補助金
を支出している。
●各観光拠点の整備について
は、施設の修繕・改修を含め、今
後も実施していく。

滞在型観光を推進し、リピー
ターを確保していくため、様々な
体験・交流プログラムを開発し、
２，魅力的な
効果的にＰＲしていきます。地域
体験・交流
の魅力に深くふれる機能を提供 継続
プログラム
するため、市民によるもてなしを
の開発
重視し、市民参加による交流や
サービス提供の仕組みづくりを
促進します。

●べふ峡温泉やほっと平山等の
体験型宿泊施設を中心に、香美
市観光協会などと協力して取り
組んでいく。
●高知中央広域観光協議会に
おいて、体験プログラムを多数
掲載した教育旅行ガイドブックを
制作している。

観光協会の観光事業部、イベ
３，食や買 ント部、特産振興部の３部会によ
い物の魅力 り、観光振興を図ります。特産振 継続
づくり
興部では商品開発とともに、販
売を促進します。

H23年度に観光協会が一般社
団法人化し組織再編されたこと
に伴い、各部会は消滅したが、
現在もその役割を引き継ぐ形で
積極的に活動しており、ネット
ショップやイベント等での特産品
の販路拡大に努めている。

１，観光拠
点の充実

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

●ふらっと中町は、地域住民の
交流の場や、イベント会場として
活用されている。
●各観光施設の整備を行い、観
光客の快適な受入れ環境及び
満足度の向上に努めた。

●H22龍河洞入り口案内板設置事業 160万円
●土佐塩の道観光案内板整備事業 32万円
●ほっと平山観光案内板整備事業 128万円
●龍河洞洞内照明LED化事業 300万円
●景観整備事業（アンパンマン方面へのダム湖周辺、
H21大荒の滝遊歩道、塩の道、龍河洞出口遊歩道）
400万円
●ピースフルセレネ改修工事 268万円

Ｂ

●交流施設については、実施主
体の自主財源による存続可能な 産業振興課
運営体制の構築が必要。
(香北支所)
●観光施設の老朽化による修繕 (物部支所)
費の増加。

B

●香美市地域密着型スポーツ観
光メニュー（ものべがわcaféチャ
リ）を開発し、一般企業がツアー
として実施している。
●H25～26香美市地域密着型スポーツ観光開発事業
●高知中央広域市町村圏事務 715万円
組合において、体験観光ガイド
ブックを作成しＰＲツールとして
活用した。

Ｂ

地域資源を活かした魅力的な
産業振興課
体験型観光メニューの開発、及
(香北支所)
び受け入れ体制の確立（ガイド
(物部支所)
の養成等）が必要である。

B

●香美市としての特産品の開発
●H19～26特産品振興事業費補助金
等を実施する団体等に対し、補
●H22～H23地域特産品カタログと販売所マップ発行
助金を支出し支援してきた。
事業
●地域特産品カタログと販売所
567千円
マップを発行し、特産品の販促
ツールとして活用した。

Ｂ

引き続き、特産品の開発等を
実施する団体等に対しての支援 産業振興課
を行うことや、観光協会と連携し (香北支所)
て特産品の販路拡大をしていく (物部支所)
ことが必要である。
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４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
４，観光の振興
２，観光交流の受け皿づくり

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

近隣市町やＪＲ等と連携して観
光ルート・コース等の開発や、充
実した内容の情報提供に取り組 継続
むなど、広域連携による観光振
興を促進します。

●高知中央広域観光協議会で
は、広域観光をPRするポスター
やガイドブックの作成、県外での
物産展の開催、旅行業者への観
光プロモーションなどを実施して
いる。
●土佐塩の道に関しては、香南
市と連携した観光振興を実施し
ている。

観光協会の運営を行政主導型
から民間主導型に切り替え、観
５，観光協 光アドバイザー等の専門知識を
会機能の確 持った職員の雇用、市内外の諸 継続
立
機関・団体との連携関係の強化
を図り、企画力の向上、ガイド情
報拠点の形成等を推進します。

H23年度に観光協会を一般社
団法人化したことにより、新たな
イベントの企画、特産品の販路
拡大等を幅広く実施できるように
なった。また、香美市から、べふ
峡温泉と香美市いんふぉめー
しょんの管理運営を受託してい
る。

４，広域観
光の推進

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

高知中央広域市町村圏事務組
合及び高知中央広域観光協議
会において、県外都市圏での物
産販売やプロモーション活動を
実施した。

●H23体験型広域観光推進事業
（三市の観光振興を図るために行動計画作成、プロ
モーションビデオの作成 三市・県広域事業）
●H26教育旅行ガイドブック作成業務（高知中央広域
観光協議会事業）

Ｂ

べふ峡温泉の運営に関して
は、観光協会の自主的な経費の
見直しにより、収支を大幅に改
善することに成功しており、市か
らの借入金を返済した。

●H24～26香美市観光協会運営補助金 3,300万円
●H24～26別府森林総合利用施設指定管理料 5,700
万円
●H24～26香美市情報発信交流施設指定管理料
1,300万円
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

高知中央広域観光協議会の事 産業振興課
業を中心に、広域連携による観 (香北支所)
光振興を実施していく。
(物部支所)

Ｂ

引き続き、べふ峡温泉の収支
を注視していく。また、高知中央
観光協議会などにより、他市観 産業振興課
光協会との連携を深めていく。 (香北支所)
（一社）香美市観光協会では経 (物部支所)
営再建が図られ、新規雇用を含
めた規模拡大が必要。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
４，観光の振興
３，観光情報の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

１，観光情
報の整備

市民や観光交流客の参加に
よって埋もれた観光資源を発掘
し、観光情報の充実を図るととも 継続
に、提供する情報システムの構
築を進めます。

香美市ホームページ、日本観
光振興協会の観光情報データ
ベース等に登録し、観光情報を
整備している。
また、香美市いんふぉめーしょ
んにおいて、観光情報の集約・
整理が行っている。

２，確実に
届く情報提
供の推進

地図、ガイドブック、ホームペー
ジ、市民(ボランティアガイド等）
による案内、案内標識、観光案
内所の設置等を総合的に進め、
分かりやすく魅力的な観光情報
の提供を図ります。また、空港、
鉄道駅、インターチェンジ、道の
継続
駅等によるＰＲ活動及び広域連
携組織による共同ＰＲ等、情報
提供機会の拡充を推進します。
なお、ホームページの活用につ
いては、他の分野とともに検討を
進め、市の重要なＰＲ窓口として
内容等の充実を図ります。

●香美市ホームページの観光
情報の登録を随時行っている。
●観光ガイドブックの改訂及び
新しいパンフレットの作成を予定
している。
●高知中央広域観光協議会で
は、広域観光をPRするポスター
やガイドブックを作成している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

●H22観光資源、施設等のタリフ作成
香美市地域雇用創造協議会に
●H23三市の観光DVD作成（県広域事業）
おいて、観光資源の洗い出しを
●香美市観光案内板設置（2ヶ所）、H20観光地誘導版
行い、施設等の情報をまとめた
設置（17ヶ所） 3,622千円
タリフを作成した。
●高知中央広域観光協議会によるポスターの作成

Ｂ

引き続き観光情報を収集し、香 産業振興課
美市ホームページやデータベー (香北支所)
スに反映させていく。
(物部支所)

Ｂ

●観光パンフレットの改訂・増刷
を行い観光案内所や県外の物
産展等で配布した。
●市及び観光協会のホーム
ページで観光情報を提供してい ●ゑびす商店街交流施設整備工事 924万円
る。
●H19～26観光パンフレット印刷製本請負業務
●香美市いんふぉめーしょんで
は、市内観光の窓口として、観
光案内や商店街情報の発信を
行っている。

Ｂ

イベント情報等、ホームページ
産業振興課
の内容を更に充実させ、より新
(香北支所)
鮮な情報を提供していく必要が
(物部支所)
ある。
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４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
５，地域産業の振興と就業機会確保の総合的な推進
１，各産業の連携による地域産業の魅力の増進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

平成日曜市、ふるさと市、良心
市、美良布直販店等を活用した
異業種間の出会いの場づくり、
観光協会の部会における特産
品の開発、高知工科大学を核と
する新産業育成等、地産業間の
１，産業間 連携を進めるための拠点形成や
の連携機会 相互の情報交換等の活性化を 継続
の拡充
図ります。 また、全市的な規模
での産業間連携を強化し、地域
の特産物を取り入れた食事メ
ニューの開発、地場産品等の販
売ができる共同店舗の設立（地
場産品直販施設整備）、全市的
な産業まつり等を検討します。

地域特産品カタログと販売所
マップを発行し、特産品を使った
食事メニューの開発や市内レス
トランでの販売を進め、インター
ネット販売も行った。

新しい市のアイデンティティ形
成、市民意識の高揚、産業の共
同的な販路獲得を狙い、行政・
産業・市民の協働により、全ての
産業分野を視野に入れた「香美 継続
市ブランド」を確立します。また、
事業所や市民が香美市ブランド
商品を開発・販売するための支
援の在り方を検討します。

平成２０年度まで行ったＪＡＰＡ
Ｎブランド事業で土佐打刃物の
ブランドイメージを向上させた。
またH22～H23地域特産品カタロ
グと販売所マップの発行により
「香美市ブランド」の販売促進が
できた。

２，香美市ブ
ランドの確
立とブランド
商品の開
発・販売支
援

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

B

香美市特産品として、鹿肉の加
工品やゆず製品の開発をしてお
り、地域特産品カタログと販売所
マップの発行、まるごと高知（東
京）や、てんこす（高知市）等の
アンテナショップでの販売や（一
社）香美市観光協会ではイン
ターネット販売も行っている。

Ｂ

商工会とタイアップし、土佐打
刃物のイメージを強化した。香美
市の特産品として鹿肉の加工品
やゆず製品の開発を行い、地域
特産品カタログと販売所マップを
発行でき、「香美市ブランド」を
PRできた。
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④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

●Ｈ21～23鹿肉特産品開発・販路拡大事業
●H20～23特産品振興事業
H20→200千円、H21→200千円、H22→200千円、H23
→200千円、H26→189千円、H27→200千円、H28→
200千円
●H22～H23地域特産品カタログと販売所マップ発行
事業
567万円

●特産品振興事業
H20→200千円、H21→200千円、H22→200千円、H23
→200千円、H26→189千円（シカジャーキー）、H27→
200千円、H28→200千円
●H22～H23地域特産品カタログと販売所マップ発行
事業
567万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

特産品をコンスタンスに製造
し、販売できるシステムづくりが
必要である。

産業振興課
(香北支所)
(物部支所)

Ｂ

地域特産品カタログと販売所
マップの改訂やインターネット販 産業振興課
売等により、今後も「香美市ブラ (香北支所)
ンド」のPRを積極的に行う必要 (物部支所)
がある。

４，賑わいを興す

４，賑わいを興す

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

４，賑わいを興す
５，地域産業の振興と就業機会確保の総合的な推進
２，多様な就業機会の確保

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施策

取組み事項

前期
後期
との
関連

高齢者、障害者、育児・介護等
に携わる市民が無理なく就業を
１，多様な就 継続・再開することができるよ
業機会の確 う、民間の団体・企業等に多様 継続
保
な働き方の確保、育児・介護休
業制度の運用促進等を働きかけ
ていきます。

２，人材の
育成

若者の新規就業、中高年者の
再就職、女性や障害者の就労支
援を助成するためには、各職業
の専門知識を修得した人材の育
成・確保が重要であり、県や教
育機関、民間企業等との連携に
より、市内における職業訓練、人 継続
材育成機能を確立していきま
す。 また、小中学生及び高校
生に対しては、社会見学や職業
体験プログラムの時間を取り入
れる等、就業に対する意識の向
上を図ります。

若者等が、本市に住み多様な
職業に就くことができるよう、県
３，広域連 や近隣市町等と連携しながら企
携による雇 業誘致の推進及び起業者に対
継続
用機会の確 する支援を行います。 また、企
保
業情報・就職情報等の整備を図
り、誰にもわかりやすい情報の
提供を行います。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

経済不況等による多様な就業
機会を作ることができなかった
が、緊急雇用創出臨時特例基金
事業、ふるさと雇用再生特別基
金事業で、失業者対策事業を
行った。

地域雇用創造協議会（H21～
23)や教育関係部署と連携して
推進した。

平成２５年度より高知県教育委
員会の「キャリア教育推進事業」
の３年間指定を受け、市内の全
小中学校が香美市の豊かな教
育資源を活かしながら、キャリア
教育に取組んできた。

高知テクノパークへの企業誘
致を中心に地域就労の場を提供
してきた。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

B

緊急雇用創出臨時特例基金事
業、ふるさと雇用再生特別基金
事業で、失業者対策事業を行っ
●失業対策以外の啓発はなし
た。(H26で終了）今後もポスター
やチラシによる啓発で地道に推
進していく。

Ｂ

国策が終了した段階で、多くの 産業振興課
失業者が発生する懸念が見込 (香北支所)
まれる。
(物部支所)

Ｂ

●H21～23
◇新しい時代の農業講習
介護講習
香美市地域雇用創造協議会に ◇IT・インターネット研修
おいて、人材育成研修メニュー ◇食品加工講座
を多々行った。（H21～23）
◇旅行業専門家研修
◇観光インストラクター養成講座
◇鹿の活用講座
◇起業・マーケティング講座

Ａ

ハローワークや高知県職業訓 産業振興課
練所等と連携し、雇用拡大に繋 (香北支所)
げていく必要がある。
(物部支所)

Ａ

市内全中学校を対象にしたキャ
リアチャレンジデイでは、家庭、
学校、地域の人々の支援協力の
●Ｈ２５～ キャリアチャレンジデイ
もと、香美市内外約３０の個人・
●Ｈ２５～ キッズキャレンジデイ
団体等の様々な業種、職種の方
と交流、体験活動を行うことがで
きた。。

Ａ

チャレンジデイ等の取組におい
ては、各発達段階をつなぎ、、０
～１５歳を見通した教育を行わ
教育振興課
れるよう、各教育機関、関係者
が連携し、共通理解を図る必要
がある。

Ｃ

それぞれの市が工業団地等を
所有しているため、単独で誘致
しており、正規労働者の確保が
難しい。
産業振興課
伝統的工芸品産業である打ち (香北支所)
刃物の後継者育成については、 (物部支所)
県や商工会、市の定住班と連携
し、請け入れ先の確保など、事
前の準備が必要となる。

Ｃ

●H27～ 香美市伝統的工芸品産業等後継者育成対
広域連携における企業誘致の
策事業
推進、支援には至らなかった。
2,700千円（予算）
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４，賑わいを興す

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
１，子育て支援の充実
１，保育サービスの充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

平成１９年度より、１園追加し２
園で「土曜日１日保育」を実施し
ます。平成２３年度より、市立新
前期で終
設園２か所、在来園５か所、委
了
託保育園１か所の計８園体制
で、プランに掲げるサービスを実
施します。
保育士不足からサービスの拡
充が図れなかった。
平日8時間以上、土曜日1日開
所が延長保育とされていたが、
平成27年度から月～土曜日11
時間開所が保育標準時間とされ
後期から た。
新規
子ども・子育て新システムへ移
香美市子ども・子育て支援事
行する際には、現サービスを維
業計画に０歳児保育の拡充を掲
持又は拡充するように計画して
載。
いきます。
7園で保育標準時間以上開所す
るよう事業計画に掲載。

１，保育
サービスの 延長保育及び0歳児保育の拡
充実
充等によりサービスの充実を図
ります。

耐震強化等、安全に十分配慮
した保育環境づくりを目指し、保
前期で終
育園の新設、統廃合の進捗に合
了
わせ、計画的に施設整備を進め
ます。
２，施設環
境の整備

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

平成21年4月になかよし保育
園、平成23年4月にあけぼの保
育園が開園し、8園体制で、「す
こやか子育てプラン」で示されて
いる保育サービスが概ね実施す
ることが出来た。

Ｄ

Ｂ

●H19年土曜日一日保育（拡充）
●H21年 一時預かり保育（拡充）
●H23年 12時間保育
●H23年 0歳児保育（拡充）

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

サービスの完全実施について
教育振興課
は、職員の確保が課題である。

平成27年度 片地・新改保育園で平日保育標準時間
開所予定。
平成28年度 なかよし・大栃保育園で月～土曜日の保
新制度における延長保育は、拡
育標準時間開所予定。
充の見込みなし。
片地保育園で0歳児保育開始予定。
平成29年度 新改保育園で0歳児保育開始予定。
片地・新改保育園で月～土曜日の保育
標準時間開所予定。

Ｄ

保育士不足の解消が課題。
全国的に保育士が不足している
教育振興課
ことと、業務内容からみて保育
士の正規職員増員が必須。

●H19年度 A保育園建設事業 5,878万円、ガラス飛
散防止フィルム設置事業 40万円、空調整備事業
518万円、新改保育園改修事業 608万円
●H20年度 A保育園建設事業 44,944万円、B保育園
なかよし・あけぼの保育園の建 建設事業 91万円、ガラス飛散防止フィルム設置事業
設工事や空調機の全園設置、改 47万円
修工事、ガラス飛散防止フィル ●H21年度 B保育園建設事業 20,543万円、ガラス飛
ム設置工事を実施。安全かつ快 散防止フィルム設置事業 48万円、空調整備事業
1,638万円、新改保育園改修事業 1,406万円
適な施設が整備できた。
●H22年度 B保育園建設事業 40,448万円、美良布
保育園改修事業 271万円、なかよし保育園砂場設置
事業 48万円
●H23年度 大栃保育園改修事業 203万円

Ａ

適正な施設管理（維持補修）を
教育振興課
行っていく必要がある。
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５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
１，子育て支援の充実
１，保育サービスの充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
２，施設環
策
境の整備

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

施設の維持管理については、安
全かつ快適な施設を目指し、不
施設の維持管理を適宜実施す
具合箇所等の修繕及び整備を
るとともに、国の子ども・子育て
実施した。また、幼保一体化に
新システムによる幼保一体化に 後期から ついては、平成26年度開催の香
施設が対応できるよう、住民
新規
美市子ども・子育て会議におい
ニーズを把握しながら、適切な
て、当面住民ニーズは低いとし
整備を進めます。
て現状維持の方針であることか
ら、現時点ではそれに対応した
施設の整備は行っていない。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

施設の維持管理について、安全
かつ快適な施設を目指し、不具
合箇所等の修繕及び整備を毎
年実施していく。また、幼保一体
化については、引き続き住民
ニーズの把握に努め、子ども・子
育て会議の意見を聴きつつ必要
に応じて施設を整備する。

●H24年度 ガラス飛散防止フィルム設置事業 68万
円、美良布保育園プール改修事業 760万円、美良布
保育園遊戯室等改修事業 598万円
●H25年度 なかよし保育園テラス屋根設置事業 484
万円、なかよし保育園・あけぼの保育園駐車場照明設
置事業 79万円
●H26年度 なかよし保育園テラス等塗替え事業 60
万円、なかよし保育園日除け棚設置事業 311万円、
美良布保育園及び子育てセンターびらふ漏水修繕事
業 174万円 あけぼの保育園プール柵等改修事業
62万円、あけぼの保育園砂場改修事業 48万円
●H27年度（予定） なかよし保育園吸音材設置事業
162万円、片地保育園改修事業 340万円、遊具改修
工事 1,000万円、あけぼの保育園テラス床修繕事業
98万円
●H28年度（予定） 新改保育園改修事業 3,500万円
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

今後も継続して適正な施設管理
を行っていく必要がある。
幼保一体化については、引き続
教育振興課
き住民ニーズの把握に努め、必
要に応じて施設を整備する必要
がある。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
１，子育て支援の充実
２，総合的な子育て支援体制の確立

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

保育所機能の拡充を図るとと
もに、父親の育児参加、父親・母
親の柔軟な働き方（育児休業、
１，子育てと
時間短縮、在宅勤務等）の促進
仕事の両立
継続
等、ワーク・ライフ・バランスを含
支援
めた仕事の継続と子育ての両立
支援を企業、地域、個人に呼び
かけていきます。

子育てセンターなかよし、子育
てセンターびらふを中心に親子
で遊べるひろばや子育て講座、
妊婦や中高生の育児体験、一時
預かりや子育て相談など子育て
支援サービスの充実を図り、子
２，地域に 育てに関する情報の広報活動に
おける子育 努め、活用してもらうことにより 継続
て支援
子育てしやすい環境づくりを推
進します。また、保育所や子育て
支援サークルとの連携、地域の
支援団体・人材との連携のほ
か、地域住民の参加・協力を促
進する等、協働による推進体制
づくりを目指します。

①取組み状況

土曜日一日保育を、美良布保育
園、あけぼの保育園で、12時間
保育をあけぼの保育園で継続実
施している。
平成27年度から新制度に基づき
保育所機能を拡充するため、子
ども・子育て会議を開催し、子ど
も・子育て支援事業計画を作成
している。

子育て家庭への支援に加え、
高校生の保育体験や妊婦支援
なども充実させている。
香美市子育てサークル交流会
を開催し地域との連携の強化に
努めている。また、子育て講座を
通して地域の支援団体等と連
携・協働し地域と子育て家庭の
つながりを推進している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｃ

美良布、あけぼの保育園の土曜
日一日保育、あけぼの保育園で
の12時間保育が実施できた。
平成27年度から月～土曜日11
時間開所が保育標準時間とされ
る等、新制度に基づく保育所機
能の拡充を、子ども・子育て支援
事業計画に基づき、順次実施し
ていく。

●H19年～美良布、さくら（→平成23年度からあけぼ
の）保育園で土曜日一日保育を実施
●Ｈ23年～あけぼの保育園で12時間保育を実施
●Ｈ27年～片地、新改保育園で平日11時間保育を実
施予定
●H28年～なかよし、大栃保育園で土曜日一日保育を
実施予定
●H29年～片地、新改保育園で土曜日一日保育を実
施予定

Ｂ

高校生の保育体験の受け入れ
場所を2箇所に増やし多くの生徒
が参加できるようにした。また、
妊婦を対象にした教室を開催す
ることによって妊娠期から子育て
センターを利用する妊婦が増
え、出産後は子育てセンターに
つながっている。
子育てサークル等と協働して
「香美市子育てサークルガイド」
を作成・配布した。また、食生活
改善推進員や民生児童委員、図
書館等と連携し子育て講座を実
施した。

H19 地域子育て支援センター事業 1,179万円 子育てセンターびらふ運営
H20 地域子育て支援センター事業 1,227万円
H21 地域子育て支援センター事業 3,810万円 子育てセンターなかよし設立
H22 地域子育て支援センター事業 3,553万円
大栃保育園園庭開放開始・高校生対象の子育てサポート体験開始
H23 地域子育て支援センター事業 3,221万円
あけぼの保育園園庭開放開始・土曜に「ファミリーデイ」を実施
H24 地域子育て支援センター事業 2,934万円
妊婦教室・子育てサークル対象のサークル交流会開始
H25 地域子育て支援センター事業 3,064万円
香美市子育てサークルガイド発行
H26 地域子育て支援センター事業 3,252万円
思春期事業準備
H27 地域子育て支援センター事業 3,407万円
ファミリーサポート事業準備
H28 地域子育て支援センター事業 3,441万円
思春期事業開始・ファミリーサポート事業準備
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⑤
評価

Ｃ

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

保育サービスの充実には、保
育士等職員の配置が必要であ
るが、不足している。

教育振興課

子育て家庭のニーズの把握に
努め、さまざまな機会を活用して
広報活動を強化する。
子育てサークルや地域支援団 教育振興課
体等と連携し地域全体で子育て 幼保支援班
支援をしていける体制づくり推進
する。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
１，子育て支援の充実
２，総合的な子育て支援体制の確立

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

放課後や土曜日のこどもたち
の健全な育成を図るため、安全
で健やかな居場所、遊び場を提
３，総合的
供します。また、勉強やスポー
な放課後児
ツ、文化活動、地域住民との交 継続
童対策の充
流活動等に取り組み、放課後児
実
童クラブや子ども教室の充実
等、総合的な放課後児童対策を
進めます。

①取組み状況

○放課後の児童の居場所づくり
に取り組むと共に、放課後学び
の場応援事業を活用し、学習指
導員の配置をして学力の向上を
図る取り組みを行った。
○児童クラブ利用者に対して、
就学援助受給者の利用料減免
を行い、利用しやすい児童クラブ
への取り組みができた。
○全ての児童クラブを保護者に
よる運営委員会の運営により実
施した。

土・日・祝祭日を利用して香美
市こども教室を将棋・こーらす・
折り紙等の教材を提供し安全・
安心な居場所として展開してい
る。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

○放課後の児童の居場所づくり
に取り組むと共に、放課後学び
の場応援事業を活用し、学習指
導員の配置をして学力の向上を
図る取り組みを行った。
○児童クラブ利用者に対して、
就学援助受給者の利用料減免
を行い、利用しやすい児童クラブ
への取り組みができた。
○児童クラブ指導員の資質向上
のための研修を実施した。
○全ての児童クラブを保護者に
よる運営委員会の運営により実
施した。

○放課後の児童の居場所づくりに取り組むと共に、放
課後学びの場応援事業を活用し、学習指導員の配置
をして学力の向上を図る取り組みを行った。
○専用施設ではない、施設の規模と比べて児童数が
多い等の児童クラブについて、放課後児童クラブ施設
整備助成事業を利用して、創設等の施設整備を行う。
○児童クラブ利用者に対して、就学援助受給者の利
用料減免を行い、利用しやすい児童クラブへの取り組
みができた。
○児童クラブ指導員の資質向上のための研修を実施
した。
○全ての児童クラブを保護者による運営委員会の運
営により実施した。
○全ての小中学校に放課後子ども・学習教室を設置し
て、体験・交流・学習活動の機会を提供する。

Ｂ

○放課後子ども･学習教室の拡
充には、教育活動推進咽頭の人
材確保が必要となる。
教育振興課
○放課後児童クラブ施設整備年
度計画における児童クラブ毎の
整備順位の策定。

Ｂ

土・日・祝祭日・長期休暇中に
「香美市こども教室」、毎週水曜
日の放課後に「こども公民館｣を
開催し、安全・安心な居場所づく
りができている。

●香美市こども教室
各種教室
野外活動
こどもこーらす
将棋教室
こども公民館等

Ｂ

児童・生徒が参加しやすい教
室を展開する。

68

⑤
評価

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

中央公民館

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
１，子育て支援の充実
２，総合的な子育て支援体制の確立

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

青少年の見守り、居場所づくり
を進めるとともに、青少年による
４，青少年 自主活動や、まちづくりの中で活
継続
の健全育成 躍できる機会づくり等、地域・学
校と連携して青少年の健全育成
を図ります。

【育成部活動】
市子連事業の実施、地域子ども
会活動の支援、
（補導部活動】
早朝・夜間等の補導活動の実
施、子ども見守り隊（やまびこ
会）による登下校時の見守り活
動を実施。

就学前の子どもの医療費支援
５，乳幼児 の継続等、子育て家庭の経済的
継続
医療の充実 負担の軽減を図り、子育てを支
援します。

平成23年7月より、対象年齢を
就学前から小学校卒業までに拡
大し、保険診療の自己負担分を
全額助成している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ａ

市子連事業、地域子ども会事業
や、子ども見守り隊「やまびこ
会」の活動等を通じて、地域住
民とともに、子どもを地域で見守
る意識づくりや体制作りを推進し
た。

Ａ

平成27年４月より、対象年齢を
小学校卒業から中学校卒業まで
中学校卒業までの子どもを対象として、保険診療の
に拡大し実施する。保護者の医
自己負担分を全額助成する。
療費負担を軽減し、子育て支援
の充実を図っている。
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地域子ども会活動への協力と支援
土佐山田まつりへの参加
地域交流夏休みラジオ体操の実施
ピッタリタイムマラソン大会の開催
やまびこ会の登下校時の見守り活動の実施
街頭補導や防犯パトロールの実施

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

多様化する価値観や青少年を取
り巻く環境の変化に対応した子
育成セン
ども会活動への取り組み。生活
ター
スタイルの多様化に対応した地
域での見守り活動の推進。

Ａ

拡大した医療費支援を継続する。市民保険課

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
１，豊かな教育を支える環境の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

こども園についての情報収集
を行う一方、子どもの発達支援
など共通の課題に対して研究会 H19～28年度 教職員、保育所職員合同研修会
を開催し、学習を深めるととも
に、情報交換が出来た。

幼保一元化については、今後
保護者ニーズを把握しながら、 前期で終
就学前教育と子育て支援の両方 了
の視点から検討していきます。

⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

児童福祉に関する国の動向に
教育振興課
より対応を見直す必要がある。

１，幼保一
元化の検討
「教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の提供体制の
整備並びに子ども・子育て支援
給付及び地域子ども・子育て支
幼保一元化については、国の
援事業の円滑な実施を確保する
動向を見定めながら、就学前教
ための基本的な指針」では、現
後期から
育と子育て支援のよりよい方向
状及び利用希望に沿って幼稚園
新規
性を打ち出し、環境を整備してい
及び保育所から幼保連携型認
きます。
定こども園への移行、普及に取
り組むことが望ましいとしている
が、香美市子ども・子育て会議で
は、当面住民ニーズは低いとし
て現状維持を打ち出している。

住民ニーズの的確な把握。
Ｃ

平成26年度 香美市子ども・子育て会議に公立保育所
の認定こども園への移行について諮る。

国の方向性把握

平成27年度以降 状況に応じて検討していく。
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Ｃ

私立幼稚園の意向を踏まえて、
教育振興課
香美市の教育・保育体制を確立
する必要がある。（私立幼稚園
存続について検討）

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
１，豊かな教育を支える環境の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

市学校施設耐震化推進計画に
基づき、平成24年度末までにす
べての小中学校及び寄宿舎に
おいて耐震化を完了しました。
併せて、非構造部材等の耐震
改修についてもすべての小中学
校及び寄宿舎で行いました。引
き続き、各校・寄宿舎において点
学校の耐震化は、基本的に耐
検を行い、不良箇所があれば、
震補強により対策することとし、
随時、改修を行います。
平成24年度を目処に計画的に
また、平成25年度に作成した
施工していきます。また、耐震補
整備計画に基づき、平成26年度
強の必要のない校舎・屋体・
に山田小学校・舟入小学校・香
２，安全で プール等の老朽化への対応や、 前期を拡
北中学校・大栃中学校のグラウ
快適な教育 教室内の高温対策なども講じて 充して継
ンド整備を行いました。平成27年
環境の充実 いきます。土佐山田学校給食セ 続
度以降も屋内運動場を含めて計
ンターについては、衛生管理の
画的な整備を行います。
徹底や環境負荷に配慮したエネ
経年劣化が激しい鏡野中学校
ルギーの導入等を検討するとと
プール及び市立武道館について
もに、食育教育にも対応した施
は、平成26年度に用地測量を行
設への建て替えを進めます。
いましたので、平成27年度から
合築棟として新築施工を行いま
す。
教室内の高温対策として空調
機器の整備や照度不足への対
応として照明設備の整備を行
い、児童生徒の教育環境の向上
に努めます。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

平成20年8月に策定しました香
美市学校施設耐震化推進計画
に基づき、すべての小中学校及
び寄宿舎において年次計画どお
りに構造材及び非構造部材等の
耐震施工をすることができまし
た。
また、平成25年度に小中学校
グラウンド整備計画を作成し、学
校ごとの年次計画どおりに施工
することができました。

◆H19～21 山田小学校耐震化事業 280,894千円
◆H20～21 香北中学校耐震化事業 155,732千円
◆H20～22 繁藤小中学校耐震化事業 71,255千円
◆H20～22 鏡野中学校耐震化事業 360,628千円
◆H20～23 舟入小学校耐震化事業 131,329千円
◆H20～23 片地小学校耐震化事業 92,262千円
◆H23～24 香長小学校耐震化事業 45,314千円
◆H23～24 佐岡小学校耐震化事業 76,890千円
◆H23～24 市立寄宿舎耐震化事業 55,644千円
◆Ｈ27～29 鏡野中学校武道館及びプール施設整備
事業 853,000千円（概算）
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

構造材の耐震化については、
すべての小中学校及び寄宿舎
において完了しましたので、今後
は非構造部材等を定期的に点
検し不良箇所を改修していくこと
で、児童生徒等の安全を守り、
教育振興課
良好な教育環境の確保を図ると
給食セン
ともに地域住民の安全で安心な
ター
学校づくりの確保を行います。
また、グラウンド・屋内運動場
の計画的な整備と空調機器や照
明設備の整備を行うことで、児
童生徒の教育環境の向上に努
めます。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
１，豊かな教育を支える環境の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

小中交流事業は、外部講師を
招いての複数学校合同講演会
３，学校間 等の実施、小規模校同士の合同
の交流授業 授業の実施、クラブ活動等の合 継続
等の実施
同実施等、学校間の交流を促進
し、豊かな学習機会の確保に努
めます。

教職員の交流については、香美
市アドバイザー派遣事業や小中
連携事業で、授業研究や話し合
いを通じて深まっている。
児童生徒の交流については、
キャリアチャレンジデイで市内全
中学生が、ふるさとプログラムで
市内全小学３年生が交流するこ
とができた。
また、市内の小学校同士がお互
いの学校を訪問して共同で学習
をするなど、徐々に交流学習が
広がりつつある。

開かれた学校づくりへの理解
が浸透しつつあります。これを一
層進め、地域住民や高知工科大
４，地域ぐる
学による教育活動への参加、理
みの教育の
継続
解、地域の自然、産業等の体験
推進
的な学習の推進、学校での授業
や活動を支援する市民ボラン
ティアの導入等に努めます。

学校支援地域本部が、学校での
授業や活動を支援する機会が増
えた。また、キャリアチャレンジ
ディでは、学校地域支援本部を
はじめ、工科大生や山田高校生
を含む多数のの市民ボランティ
アがその成功のために活動を
行った。まさに、よってたかって
地域が育てる教育を実施した。

国指定の学校評価システム構
築事業（平成１８～１９年度義務
教育の質の保証に資する学校
５，学校評
評価システム構築事業）を通じ
価システム
継続
て、自己評価書の作成、外部評
の構築事業
価書の作成、評価結果の公開
等、各学校への支援や条件整備
等の改善に努めます。

年間５回の学校関係者評価委員
会を開催し、関係者評価を学校
改善に活かすことができた。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

教職員の交流は授業研修や、各
中学校区ごとの連携事業を通じ
て進んできた。
児童生徒の交流については、Ｈ
２６年度より授業を合同で行うよ
うになり、進んできた。また、児
童生徒の交流も児童会・生徒会
を中心に行われるようになった。

Ａ

学校支援地域本部が市内全小
中学校に設置され、学校での授
業や活動を支援する体制ができ
た。また、キャリアチャレンジディ
では、学校地域支援本部をはじ
め、工科大生や山田高校生を含
む多数のの市民ボランティアが
その成功のために活動を行っ
た。まさに、よってたかって地域
が育てる教育を実施した。

Ａ

Ｈ２１～Ｈ２３香美市授業研究会・Ｈ２４～Ｈ２８香美市
アドバイザー派遣事業
Ｈ２３～小中連携事業。
Ｈ２６～キャリアチャレンジデイ（全中学校）・ふるさとプ
ログラム（龍河洞編・小３）実施

Ｈ１９～Ｈ２３開かれた学校づくり事業
Ｈ２０～学校支援地域本部事業（Ｈ２０：１校、Ｈ２４：２
校、Ｈ２５～：市内全校）
Ｈ２８～コミュニティスクール（片地小）

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

教職員が交流するだけでなく、
児童生徒が交流できる機会を増
やしていく。市内の全学校が合
同で行う授業を行うと同時に、そ
れぞれの小学校・中学校が小
小、小中、中中で交流しあう授業
や行事を進めていく。

Ｂ

学校支援地域本部の支援場面
を更に増やし、学習場面での活
用を増加させる。
コミュニティスクールを増加させ
る。

Ｂ

学校評価が更に学校改善に活
かされるように、評価委員の研
修を行う。

Ｈ２３～工科大生による学校サポーター制度を活用

Ｈ１９年に構築した学校評価シス
テムを元に、Ｈ２０年から学校関 Ｈ１９学校評価システム構築
係者評価を継続している。各校 Ｈ２０～学校関係者評価
では、この評価を元に、学校改
善が進んでいる。
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⑤
評価

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
１，豊かな教育を支える環境の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

障害を理解し、心豊かで強く生
きぬく児童・生徒の育成を図り、
６，特別支
共に育つ仲間づくりを目指しま
援教育の推
継続
す。関係諸機関との連携を図り、
進
適正な教育相談や就学、進路指
導の充実に努めます。

①保・幼・小・中特別支援合同研修
会・・・香美市内の保育園、幼稚園、
小中学校が合同で特別支援教育に
ついての研修会を実施。
②発達障害児支援体制整備・・・個
別支援会議の実施、各学校に対する
校内会での助言・推進、取り組みの
充実。
③特別支援教育学校コーディネー
タースキルアップを目指した研修の
実施。
④家庭、地域、関係機関と連携した
特別支援教育を推進、子どもの健全
な育成。
⑤ユニバーサルデザインに基づく誰
でも「分かる」「できる」授業づくりを通
して、一貫した支援体制を確立させ
ていく研究の充実。
⑥香美市支援ファイルや引継ぎシー
トの活用推進。

７，小中学
香美市小中学校適正規模検討
校適正規模
委員会の提言書を基に、再編計 継続
についての
画を策定します。
検討

香美市学校適正配置審議会の
答申を受けて香美市立小中学
校適正配置計画を策定しまし
た。それにより、繁藤小中学校
及び佐岡小学校を平成２５年４
月１日から休校。コミュニティセン
ターへの用途変更を望む地区の
機運の盛り上がりから、佐岡小
学校を平成２６年１０月２０日付
けで廃校としました。今後も香美
市立小中学校適正配置計画を
基本として、児童及び生徒の教
育環境並びに教育施設のあり方
を検討します。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

①保育士・教職員の特別支援教
育に関する意識が向上し、支援
を要する児童生徒の指導充実が
図られる。
②支援を要する児童生徒に対す
る適切な支援方法が検討され、
当該児・者及び保護者が安心し
て生活できるようになる。
③コーディネーターのスキルアッ
プがなされることで、各校の特別
支援教育の内容が充実する。
④地域社会を巻き込んだ子ども
への支援を行うことで、特別な教
育的支援の必要な子どもの育ち
や環境にあった支援ができる。
⑤ユニバーサルデザインに基づ
く誰でも「分かる」「できる」授業
づくりを通して、一貫した支援体
制を確立させていくよう研究して
きた。

①保・幼・小・中特別支援合同研修会・・・香美市内の
保育園、幼稚園、小中学校が合同で特別支援教育に
ついての研修会を実施。
②発達障害児支援体制整備・・・個別支援会議の実
施、各学校に対する校内委員会での助言・推進、取り
組みの充実を図る（支援ファイルの充実）
③特別支援教育学校コーディネーターのスキルアップ
を目指した研修の実施。
④家庭、地域、関係機関と連携し、特別支援教育を推
進する。
⑤特別支援教育を柱に据えた学校づくり事業の実施。
（H25.26）
⑥気になる子どもの保幼小中高でのきめ細やかな引
き継ぎ。（引継ぎシートの活用）

Ｂ

Ｂ

香美市小中学校適正規模検討
委員会からの提言を受けて香美
市学校適正配置等推進本部会
を計５回開催し、香美市学校適
正配置審議会の答申を受けて
香美市立小中学校適正配置計
画を策定しました。それにより、
繁藤小中学校及び佐岡小学校
を平成２５年４月１日から休校。
コミュニティセンターへの用途変
更を望む地区の機運の盛り上が
りから、佐岡小学校を平成２６年
１０月２０日付けで廃校としまし
た。

●計６回の香美市小中学校適正規模検討委員会を開催
●平成２２年１１月９日に提言書を教育長に提出
●計５回の香美市学校適正配置等推進本部会を開催
●平成２３年１２月２０日の香美市議会定例会において、香美
市学校適正配置等審議会条例を可決制定
●平成２４年２月２２日に繁藤地区、平成２４年２月２３日と平
成２４年８月２日に佐岡地区において地元説明会を開催
●平成２４年６月１３日の第４回香美市学校適正配置等推進
本部会において香美市立小中学校適正配置計画（案）を策定
●平成２４年９月５日の香美市議会９月定例会において、香
美市小中学校適正配置計画（案）を報告
●平成２４年９月１３日の香美市学校適正配置審議会におい
て香美市立小中学校適正配置計画（案）を答申
●平成２４年１０月１１日の香美市学校適正配置等推進本部
会（第５回）において香美市立小中学校適正配置計画を答申
どおり決定
●平成２６年１０月２０日の香美市議会定例会において佐岡
小学校を廃校とする条例改正（案）を可決し廃校

Ｂ
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

①児童生徒理解を深めるため
に、継続的な教職員の特別支援
教育研修の充実と、保護者への
啓発が必要である。
②ユニバーサルデザインに基づ 教育振興課
く誰でも「分かる」「できる」授業
づくりを通し、子どもが安心して
学校生活を送ることができるよう
に、一貫した支援体制を確立さ
せていく必要がある。

小中学校適正規模について
は、地域づくり、まちづくりの観点 教育振興課
から進めていく必要がある。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
２，個性を活かした就学前教育・学校教育の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

後期計画
中間（H26年度）報告
具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

地域及び幅広い年代の方々と
の交流及び体験活動等の種類
や内容を拡充して、就学前教育
継続
の充実を図ります。また、公立の
文化施設と連携して情操を育む
教育を充実させます。

イベント等を通して地域の方々と
の交流及び体験活動等を図って
いる。

食育の推進や生活リズムの確
立を図るため、生活実態調査を
実施し、家庭が中心となって子
どもの生活習慣を見直すことを
広く市民に提案していきます。
２，生活習 また、全般的に児童・生徒の体
慣の確立の 力が低下傾向にあることに対応 継続
推進
し、体力づくりに努めます。保育
所においても、集団生活の中
で、学校生活につながるような
基本的生活習慣を身につけてい
くことができるよう指導していきま
す。

①高知県体力・運動能力、生活
実態等調査を小中学校全学年
において実施し、調査・分析に役
立ててきた。
②市教研や体力アップアクション
プランの活用による授業改善や
相撲、陸上記録会、水泳記録会
等の体育的行事にも力を注いで
きた。
③よさこい健康プランの実施に
より、基本的生活習慣の改善の
推進を行ってきた。
④食育・・・・香美市食育推進計
画に則って食と健康についての
事業を進めてきた。

１，保育所
における体
験学習の充
実

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

平成19～28年度事業
≪地域・幅広い年代との交流≫
・年長児が地域の方に生け花を習い、香美市文化展
に出品
・地域の方や公民館長に凧の作り方や挙げ方を習う
・地域のお年寄りに七夕のいわれを聴き、わら縄の
お供えと笹飾りをする
・工科大学の大学際に参加
・白寿荘と合同で夏祭りや運動会を実施
・介護施設のクリスマス会を年長児が訪問
・季節の園行事へ地域の方や近隣の介護施設の方
を招いて交流
≪体験学習≫
・さつまいもや夏野菜を栽培・収穫し、給食で喫食
・米を栽培・収穫し、脱穀機（民具）で脱穀し、地域の
お米屋さんで精米してもらい、カレーを作ってお世話に
なった地域の方を招いて喫食
・森林組合婦人部と原木に椎茸の菌を打ち栽培
・ヘルスメイトさんの協力を得て調理実習
・青年団の協力を得て餅つき
≪文化施設との連携≫
・年長児が市立美術館長から絵画指導を受け、未来
の巨匠展に出品

④に同じ

⑤
評価

③よさこい健康プランの推進と、生活リズム名人等の
生活実態調査を行い、基本的生活習慣の改善を啓発
することができた。
④香美市食育推進計画に則って、大宮小学校のSSS
事業の取組を核として減塩に取り組んだ。また、食と
健康に係る教育実践を行ってきた。
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（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

教育振興課

Ｂ

①学校体育の充実により体力伸
び率に改善が見られるが、まだ
全国平均値より、低い状況であ
る。さらなる体力向上を目指し、
各校に授業改善や様々な取組
教育振興課
参加を促す必要がある。
②学校体育の中に、児童生徒の
発達段階に応じた体力向上の取
組が恒常的になされていく必要
がある。

②市教研や体力アップアクションプランの活用による
授業改善 と体育的行事の活性化に努めてきた。
④に同じ

担当課

Ａ

①高知県体力・運動能力、生活実態等調査を小中学
校全学年において実施。

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
２，個性を活かした就学前教育・学校教育の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

後期計画
中間（H26年度）報告
具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

到達度把握調査について各校
で分析研究を進め、結果が向上
３，基礎学 しています。今後とも、個人カル
力の確実な テの研究、学力向上に向けた指 継続
向上
定事業の推進と各校研究成果
の共有等、児童・生徒の学力向
上に努めます。

全国学力・学習状況調査では、
小学校および中学校国語は全
国並、中学校数学は全国平均値
より低く、課題がある。また、標
準学力調査では中学校の国語
以外の教科で全国平均より低
く、課題が大きい。
市内各校で、学力向上のための
指定事業を受け、研究をすると
同時その成果を市内で共有し、
各校の授業改善に努めている。

小中学校におけるＡＬＴ（外国
語指導助手）等による英語教育
４，国際理
の進展、姉妹都市であるアメリカ
解教育の推
継続
合衆国ラーゴ市との中学生の相
進
互交流、保育園児の異文化交流
等により一層の充実を図ります。

・H19,H23年度にアメリカ合衆国ラー
ゴ市を訪問し、相互交流することが
できた。
・英語教育推進のためにＡＬＴを4名
配置し、Ｈ25年度は4名のALTの外に
外国語支援員2名を配置、H26年度
にはALT5名、外国支援員2名を配置
し外国語教育を推進した。
・ALTが美良布・双葉・大栃・新改保
育園を訪問し、園児との異文化交流
を図った。

自らを大切にしながら、他者と
の共生を喜ぶ思いやりのある子
５，豊かな どもを育成します。また、地域の
心の教育の 自然や文化に親しみ、地域の
継続
推進
人々との交流を深める中でいの
ちを大切にし、ふるさとを愛する
心を育てます。

①香美市道徳教育推進地区協
議会を核として、副読本の活用
方法の研究や授業実践を重ね
ることで、児童生徒の道徳的実
践力の育成を目指した研究を
行ってきた。
②道徳参観日で小中学校全学
級において授業公開し、懇談や
通信等で、学校・家庭・地域と連
携を図った。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

到達度把調査事業
Ｈ１９～ 小２～小６：算国 中１：４教科 中２，３：５教
科（４月）
到達度把握調査事業と全国学 Ｈ２４～ ４月（小２～５：算国、中１：４教科、中２：５教
力・学習状況調査および高知県 科、中３：３教科）に加え、１月に小６（国算理）、中１（５
学力定着状況調査を活用して、 教科）を実施
児童生徒の学力を的確に把握 Ｈ２５～ ４月（小２～５：算国、中１：４教科、中２：５教
し、また分析授業改善に活かし、 科、中３：３教科）に加え、１月に小６（国算理）を実施
児童生徒の学力向上に努めて Ｈ２６～ ４月（小２～５：算国、中１：４教科、中２：５教
いる。
科、中３：３教科）に加え、１月に小1～小３(国算）、小６
（国算理）を実施
文部科学省および高知県指定の学力向上にかかる指
定事業を多数受け。研究の推進と共有を進めた。

Ｂ

・H19,H23年度にアメリカ合衆国ラー
ゴ市を訪問し、相互交流することが
できた。
・中学校2年生の生徒の意識調査で
は英語は大切だと思う肯定が73%～
80%、英語は将来役に立つ76％～
87％となっている。小学校5年生は英
語の授業が好きと回答が８６％、英
語が使えるようになりたい９６％であ
る。

・ALT、外国語支援員配置授業
・アメリカ合衆国ラーゴ市訪問
・香長小学校で外国語活動研究発表会
・インターナショナルデイ実施（H27年度）
・エチオピア共和国との交流（H24香長小)、ジプチ共和
国との交流（H２６山田小）、JICA訪問団（H26大栃中）
との交流
・ALTと園児の異文化交流：美良布・双葉・大栃保育園
（月１回）、新改保育園（年２回）

④に同じ

①香美市道徳教育推進地区協議会による心を耕す道
徳教育推進の取組。
②道徳教育重点推進校事業による授業実践と児童生
徒の道徳的実践力を高める取組。
③道徳教育用教材活用事業による「私たちの道徳」
「高知の道徳」「ふるさとの志」の活用方法の研究。
④道徳参観日の実施（全小中学校全学級）。

Ｂ
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

中学校の学力向上を進める。

教育振興課

Ａ

・英語教育の強化のための人材
確保、学びの環境づくりをより一
層進める
・高知工科大学との連携強化
教育振興課
・外国訪問実施する。（国際情勢
を考慮して）
・異文化交流実施保育所を増や
す

Ｂ

①児童生徒の発達段階に応じた
学習がなされるように、小中連
携を意識した研究を継続して行
う必要がある。
②地域の方々や自然と触れ合う
教育振興課
活動を充実させるとともに、学校
教育の中で、活動を振り返り、価
値付け、肯定的評価を重ねるこ
とで、心を耕す教育の充実させ
ていく必要がある。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
２，未来を拓く子どもの育成
３，青少年を育む地域づくり

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

地域における関係機関等が
ネットワークを形成して、安全安
１，青少年を 心社会の実現へ向け、各機関が
育む地域づ 密接に連携して取り組み、地域 継続
くり
の人のぬくもりを感じるよう家庭
や地域における声かけを推進し
ます。

更生保護女性会や香美市青少
年育成市民会議等関係機関と
連携した地域での防犯啓発活動
の実施。関係機関と協力した環
境浄化活動の実施やオアシス運
動啓発活動の実施、家庭の日の
広報活動の実施を継続してい
る。

豊かな人間形成に向け、ス
ポーツ少年団や子ども会の充実
を図り、様々な体験活動を活性
化し、香美市子ども連合会と連
携し、市の行事やイベントに多く
の子どもが参加でしやすいよう
に個別の行事ごとに取り組みま
２，青少年 す。また、青少年が自ら主体的
の自主活動 に行うサークル活動やボランティ 継続
支援
ア活動の支援、活動のリーダー
育成等を充実させます。 指導
体制や活動場所の確保等につ
いては、生涯学習・生涯スポー
ツ団体や人材バンク、社会福祉
協議会や自治会・町内会、学校
等と連携し、地域住民の理解と
協力を得ながら進めます。

地域子ども会活動（地域行事へ
の参加、単位子ども会でのクリ
スマス会等の交流事業）への協
力と補助金等による支援事業を
継続している。香美市子ども会
活動（土佐山田まつりへの参
加、夏休み地域交流ラジオ体操
の実施、ピッタリタイムマラソン
大会の開催）を育成部育成補導
委員と協力して実施している。

子ども見守り隊（やまびこ会）
やボランティア活動を各学校ごと
に充実させて、さらに会員を募る
３，青少年・
等、より多くの人々が地域の子
子どもの安
どもを見守っていく体制をつくり 継続
全・安心の
ます。また、児童・生徒の登下校
見守り
時における声かけや見守りを、
地域住民に呼びかけていきま
す。

防犯パトロールや巡回補導を実
施するとともに補導委員、子ども
見守り隊「やまびこ会」等との連
携により、不審者情報への早期
対応に取組んでいる。また、各
関係機関と連携し青少年の問題
行動への早期対応にも努めてい
る。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

有害図書投函ポストの設置と回
収作業を実施。オアシス運動啓 広報・啓発活動（家庭の日の広報活動、ミニ集会）
発看板を作成し掲示する。ミニ集 有害環境浄化活動（関係機関との情報交換、白いポ
会への講師の派遣。家庭の日の ストの管理等）
広報活動の実施。

Ｂ

地域子ども会活動の協力と支援
地域子ども会数：H25年33団体
加入者数：H２６年８９８名
香美市子ども会連合会行事の
実施

Ａ

街頭補導（早朝・午前・午後・夜
間・特別補導）や防犯パトロール
街頭補導活動（早朝・午前・午後・夜間・夏期特別・冬
を実施した。又、子ども見守り隊
季特別）各小中学校行事等への協力を通した児童の
の地域活動への支援や研修会
見守り活動
等を通して青少年問題への早期
対応に取り組んだ。
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地域子ども会活動への協力と支援
土佐山田まつりへの参加
地域交流夏休みラジオ体操の実施
ピッタリタイムマラソン大会の開催

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

価値観の多様化や地域のネット
ワークの変化、インターネットの
普及など社会状況に応じた、地
域での声かけや見守り活動を推
少年育成セ
進する必要がある。インターネッ
ンター
ト等の普及により安易に有害情
報の閲覧等が可能になってお
り、関係機関の連携情報交換が
一層重要になっている。

Ｂ

少子化や価値観の多様化、社会
状況の変化等により、地域子ど
も会活動や、香美市子ども会連
合会活動が衰退する傾向があ
る。子どもや保護者のニーズに
少年育成セ
対応した事業内容を検討する事
ンター
が重要となる。また、地域での子
どもに関わる行事を、拡散するこ
となく子どもたちに届ける事がで
きるよう、関係機関との連絡調
整と密にする事が重要になる。

Ａ

従来の夜間の徘徊等は減少傾
向にあるが、インターネットやス
少年育成セ
マートフォン等の普及による交友
ンター
関係の複雑化やトラブルの防止
や対応が重要になる。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
３，心豊かな生涯学習・生涯スポーツ活動の振興
１，生涯学習活動の魅力向上

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

後期計画
中間（H26年度）報告
具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

人材バンク「まちの先生」を新
設し、いろいろな教室の先生が
できる人材を募集している。来年
度のセミナーや教室に役立てた
い。

教育委員会、中央公民館、地
区公民館、図書館、美術館等で
実施している各種の事業につい
て、市民ニーズに即した事業展
１，生涯学
開を行うため、既存事業の統廃
習事業の充
継続
合と事業の新設を積極的に推進
実
します。香美市音楽祭の開催、
美術館の常設展、図書館サービ
スの多様化についても検討しま
す。

現在の美術館は展示室１室と
なっているため、常時展示室に
常設展時をすることは難しい。
よってロビーを活用して収蔵品
の展示を行う形をとっている。奥
物部美術館では、小原義也作品
の常設展示と共に年２回程度企
画展を行っている。

図書館本館・香北分館・物部分
館ごとに、図書館まつり等特色
のある事業を行っている。
また、図書館システムの導入
によりどの館からでも貸出・返却
ができるほか、本の予約や県立
図書館等他館の資料も相互貸
借により利用者へのサービスを
行っている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

引き続き、住民等のニーズに
あった事業を展開する。

Ｂ

企画展ごと、貸館事業ごとにロ
ビー展示替えを行っている。市
民ニーズにこたえ文化展も美術
館で開催している。今後も引き 企画展事業は5-5-3文化施設の活用に同じ。
続き継続していきたい。
奥物部美術館での常設展示、
企画展も継続して続けていく。

Ｂ

Ｂ

3館合同の図書館まつりを開催
した。また、利用者のニーズにこ
たえるため県内県外、国会図書
館より図書を借り受けてサービ
スの向上を図った。
高知工科大学情報図書館と相
互協力の協定を結び、長期貸出
本の提供を受けた。また、イン
ターンシップの受け入れ等を
行った。

Ｂ
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●市民セミナー
●香美市こども教室

⑤
評価

・図書館主催事業（3館合同図書館まつり、おはなし会
等）
・読み聞かせボランティア養成講座
・子ども司書養成講座

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

事業内容の拡充

中央公民館

ロビー展示の入替えに加え、
企画展として年に１，２回の収蔵
美術館
品展を開催し香美市立美術館の
（物部支所）
収蔵品を市民の皆さんに紹介し
ていく。

事業内容・図書資料の充実

図書館
(香北支所)
(物部支所)

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
３，心豊かな生涯学習・生涯スポーツ活動の振興
１，生涯学習活動の魅力向上

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

後期計画
中間（H26年度）報告
具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

生涯学習推進大会等を通じ、
各地域での取り組みを紹介し、
学習や交流の場を設けるととも
に、より多くの市民がより参加で
２，生涯学
きるよう、市内各所で開催してい
習活動のま
きます。また、中央公民館と地区
ちづくりへの
継続
公民館との連携を強め、交流を
活用体制づ
促進します。このような生涯学習
くり
活動が、地域文化の創造、郷土
意識の高揚、地域コミュニティの
活性化等に結びついていくよう
図ります。

年3回の館長・主事会、高齢者
学級他の開催事業への協力等
により、連携を図っている。
物部町では、生きがい教室等
の開催している。

Ｂ

各公民館で地域にあった活動 ●市民セミナー
ができている。
●各地区公民館活動

Ｂ

市民のニーズにあった活動内
中央公民館
容や教室展開の改善を図る。

市民による主体的な企画・運
営を促進し、行政は必要な支援
を行う体制を整えていきます。そ
のため、既存事業の状況、市民
３，市民によ
の生涯学習ニーズ、担い手とな
る主体的な
る人材や団体を把握して情報を 継続
運営体制の
整備するとともに、市民を主体と
確立
する推進組織の確立を図りま
す。また、芸術祭等の運営への
積極的な市民の参加を図りま
す。

市民を主体として実行委員会形
式で事業を運営することにより、
市民の参加を促進する。

Ｂ

市民を主体として実行委員会形
式で事業を運営することにより、
香美市芸術祭実行委員会
市民の主体的な企画・運営・参
加を促進している。

Ｂ

一層市民の主体的な企画・運
営・参加を促進していくこと。

生涯学習推進のため、市内保
育所・幼稚園、市内小中学校、
県立高等学校・山田養護学校、
継続
高知工科大学等の各種教育機
関や社会福祉施設等との連携を
図ります。

スポーツや文化活動（香美市こ
ども教室）の実施によって、市内
小中学校、山田養護学校、高知
工科大学、市内ボランティア
サークル等との連携を図ってい
る。

Ａ

香美市こども教室を通して、一
般・学生ボランティアや工科大
生・山田養護学校・各種団体と
の連携を図っている。

Ｂ

高知工科大学との連携を拡充
する。
中央公民館
新しい団体・施設等との連携を
図る。

４，各種教
育機関、社
会福祉施設
等との連携
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●香美市こども教室
各種教室
野外活動
こどもこーらす
将棋教室
こども公民館等

生涯学習振
興課

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
３，心豊かな生涯学習・生涯スポーツ活動の振興
２，生涯スポーツ活動の魅力向上

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

後期計画
中間（H26年度）報告
具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

これまで実施してきたスポーツ
教室等の継続を図るとともに、新
しい競技種目にふれる機会づく
１，スポーツ
り、健康づくり事業等と連携した
活動への参
軽スポーツを振興する等、多彩 継続
加機会の拡
で魅力ある生涯スポーツ事業を
充
推進し、より多くの市民がスポー
ツ活動に参加するよう機会拡充
を図ります。

生涯スポーツの振興と市内外
２，スポーツ
の地域間交流の拡充を狙い、各
活動を通じ
種競技会や大会の充実及び
継続
た交流機会
ニュースポーツへの取組を図り
の拡大
ます。

①取組み状況

スポーツに取り組む機会の提
供を目的としたイベントの開催や
健康づくりに向け、スポーツ関係
団体と連携した事業を進めてい
る。

体育協会やスポーツ推進委員
と連携し、各種大会やイベントを
開催している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

スポーツへの機会づくりとして
の体力測定やファミリースポーツ
フェスティバルは、徐々にではあ
るが、参加者が増えてきている。
健康づくりについては、健康介
護支援課やスポーツ推進委員等
と連携し、気軽に運動に取り組
むことができるよう、講習会の案
内など段階的に進めている。

スポーツ推進委員会（年5回）
体力測定
ファミリースポーツフェスティバル
指導者向け講習会への参加

Ｂ

市主催で開催している大会は
各種8大会あり、一定数の参加
者を確保できている。
県や他市町村主催の大会にも
積極的に参加してもらうよう、体
育協会を中心に参加を募ってい
る。

市主催のスポーツ大会
体力つくり少年剣道錬成大会
少年野球大会
体育大会
軽スポーツ大会
ナイターペタンクリーグ
少年スポーツ交流大会
駅伝競走
弓道錬成大会
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

スポーツ人口が減少傾向にあ
るため、スポーツにふれられる
機会の提供がより重要となる。
特に幼少期からスポーツに参
加できるよう、スポーツ少年団と
連携した取り組みが必要であ
る。

生涯学習振
興課
（香北分室）
（物部分室）

Ｂ

地域間交流の拡充ついては、
高知県が計画しているエリアネッ
トワーク事業を活用し、近隣市町
村と連携したスポーツ活動を目
指す。

生涯学習振
興課
（香北分室）
（物部分室）

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
３，心豊かな生涯学習・生涯スポーツ活動の振興
３，気軽に参加できる環境の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

後期計画
中間（H26年度）報告
具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

１，生涯学
活動が活発化し、施設が不足
習・生涯ス してきている中で、施設を有効に
継続
ポーツ施設 利用するための体制を整備しま
の有効活用 す。

①取組み状況

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

社会体育施設・学校体育施設
ともに利用率が高く、空きがあま
りない状態である。利用希望者
とは施設を有効利用できるよう
調整を図っている。
施設については改修・改築を
計画的に進めている。

Ｂ

体育施設は、利用希望者が出
来るだけ使用できるよう調整を
図っている。
老朽化している施設について
は、修繕や改築を計画的に進
め、利用しやすい環境整備に努
めている。

市民大学、市民セミナー、香美
市こども教室（新春書初め大会）
等については、ホームページを
活用して情報提供を行っていま
す。

Ｂ

各種事業、後援会等の内容に
ついては、ホームページを随時
更新して情報提供を行っていま
２，生涯学
す。施設利用予報システムの導
習関連の情
前期を拡
入にあたっては、多額の費用が
報提供シス
充して継
見込まれるため、導入の目処が
テム整備の
続
たつまでの間、施設の空き状況
市主催のイベントや施設の予
検討
が分かる簡易型予約一覧などを
約状況は、ホームページを積極
掲載し、利便性の向上を図りま
的に利用し、情報提供を行って
す。
いる。

住民の協力を得ながら人材の
掘り起こしを進め、データベース
３，人材バン
化を図るとともに、多彩な人材が 継続
クの充実
地域や学校で活躍する機会の
拡充を図ります。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

人材バンク「まちの先生」を新
設し、いろいろな教室の先生が
できる人材を募集している。

Ｈ24～平山体育館指定管理委託
Ｈ24：香北B&G海洋センター修繕
H26：宝町体育館改築
Ｈ27：宝町グラウンド改修
H28；宝町テニスコート改修

⑤
評価

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

老朽化施設の改修・改築に関
しては、起債事業等を有効活用
するとともに、工事期間中に施
設使用者がスポーツ活動できる
よう代替え施設の調整が必要。

市民大学、市民セミナー、香美
市こども教室等については、
ホームページへ随時掲載してい
る。

Ｂ

住民の興味を引くような、表現
の仕方や表示方法等の工夫を 中央公民館
する。

Ｂ

平成25年度から、簡易型では
あるが、市内全ての社会体育施
設の予約状況をホームページに
社会体育施設予約状況、各種大会イベントのホーム
掲載している。
ページ掲載
市主催の各種イベントについ
てもホームページへ掲載し、周
知を図った。

Ｂ

施設予約状況をホームページ
へ掲載していることの周知不足
がある。市主催行事の周知も含
め、表示方法等の工夫をする。

Ｃ

今年度新設し、広報やHPで募集
をするとともに、市民セミナー等
人材バンク「まちの先生｣
で講師経験のある方に直接呼び
かけをおこなった。

Ｃ

いろいろな教室の先生ができる
人材を募集しているが、人材の
充実に努めたい。。また、来年度 中央公民館
のセミナーや教室に役立てた
い。

Ｄ

未実施

Ｄ

未実施（生涯学習振興課）
中央公民館が人材バンクの取り
組みを始めている。

⑥第2次振興計画に向けての課
題等
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生涯学習振
興課
（香北分室）
（物部分室）

生涯学習振
興課
（香北分室）
（物部分室）

生涯学習振
興課

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
４，人権尊重の地域づくりの推進
１，人権教育・啓発等の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

就学前教育、学校教育、社会
教育、企業等のあらゆる分野や
機会において、人権に関する学
習機会の提供（講演会、研修
会、学習会、人権教室等の開
催）、指導者の育成（研修会の充
実、研究大会への参加等）等、
１，人権教
効果的な事業を推進するととも
育、人権啓
継続
に、人権広報「あけぼの」の発行
発等の推進
や市広報「香美」への掲載等を
通じて市民の人権意識の高揚を
図ります。 その際、市民が自ら
のこととして取り組めるよう、自
主的な学習や交流を支援する
等、市民主体の活動展開を促進
します。

①取組み状況

市民大学、市民セミナー、高齢
者学級（地区公民館主催）等で
人権に関する講演会及び学習
会を実施している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

市民大学、市民セミナー、地区
●市民大学
公民館高齢者学級で人権に関
●市民セミナー
する講演会及び学習会を実施し
●各地区公民館活動
ている。
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

魅力ある講師の人選に努める。 中央公民館

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
４，人権尊重の地域づくりの推進
２，男女共同参画社会に向けた体制の確立

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

担当、家庭児童相談員による
相談対応とともに、関係機関と
の連携ネットワーク形成により、
１，女性問 多岐にわたる相談等に対応でき
題の相談体 る体制を促進するため、他の各 継続
制の充実
機関との関係づくりを進めます。
各種相談窓口、支援機関は、広
報等で知らせ、確実に情報が届
くよう図ります。

担当、関係機関との連携ネット
ワークにより各種相談窓口を広
報等で知らせ、支援機関につい
ても、トイレ等にチラシ配布場所
を設置するなど情報の提供を
図った。

男女共同参画推進プランの作
成、学習機会の提供（講演会、
学習会の開催等）、指導者の育
２，男女共
成（研修会・学習会の開催、参加
同参画事業
継続
等）、自主活動の促進（女性団体
の推進
のネットワークづくり等）、広報誌
を活用した意識づくり等を進めま
す。

2012改訂版男女共同参画計
画「思いやりプラン」を柱に、香
美市男女共同参画推進委員を
中心に講演会やじんけんフェス
ティバルでの啓発パネル展、小
学校でのペープサート等啓発活
動を行った。
また、女性の視点からの「防災
講座」「相続問題学習会」を行う
など、推進を図った。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

・ＤＶ関係機関連絡会議の参加
警察や女性相談支援センターや
・ＤＶ対策連携支援ネットワーク会議及び専門者研修
社会福祉協議会等の関係機関
会の参加
と連携をとり、被害者の支援を
・相談窓口について広報掲載
行った。
・ＤＶについてチラシ配布

３年毎（Ｈ19・Ｈ23・Ｈ27）に見直
しを行う男女共同参画推進プラ
ンを基に、市内各種団体及びじ
んけんフェスティバルでの講演
会等、また小学生対象に「ジェン
ダー」に関するペープサートを行
うなど、男女共同参画社会実現
に向け啓発活動を実施し、小学
生にはジェンダーにとらわれな
い社会づくりの意識が芽生え
た。
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男女共同参画推進事業
Ｈ19 31万円
Ｈ20
Ｈ21
8万円
Ｈ22
Ｈ23 24万円
Ｈ24
Ｈ25 23万円
Ｈ26
Ｈ27 35万円
Ｈ28

8万円
25万円
25万円
42万円
35万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

相談窓口についての情報を提供
できるよう、チラシ等の配布に力
福祉事務所
を入れる。また今後も関係機関
と情報を共有し、連携をとる。

Ｂ

男女共同参画社会の実現に向
け、啓発活動の充実を図るととも ふれあい交
に、庁内の体制づくりが必要で 流センター
ある。

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
５，地域文化の継承と創造
１，文化財保護の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

既存の指定文化財及び、それ
以外の文化資源についての調
査を進め、価値や保存状態を把
１，地域の 握して、適切に整理・保存してい
各種資源等 きます。調査や保存活動を進め 継続
の調査
るにあたっては、地域に足を運
び、地元住民が有する情報の収
集や意識・意向の把握に努めま
す。

本市の歴史や物部川につい
て、有形・無形の文化財等の整
理・保存・研究を進め、広く紹介
する場として既存施設を利用し
２，資料館
た資料機能の確保を検討しま
継続
機能の充実
す。情報提供にあたっては、閲
覧だけでなく、市民や観光客が
本市の文化に深くふれることが
できるよう工夫していきます。

３，市史の
編纂

①取組み状況

H22 市指定文化財3件追加
H26 市指定文化財2件追加
民俗資料整理は、平成24年度
から継続して取り組んでおり、
今年度で終了予定。
民俗資料台帳が完成。

適当な場所に既存施設が
見つからないため模索中

市史を編纂するため、１０年を
前期を拡
めどに香美市史編纂規定（教育
充して継 編纂委員を選定中
委員会訓令第4号）に基づき、市
続
史編纂委員会を設置します。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

香美市内の文化財を活用した
講演会及びワークショップなどを
実施し、身近にある文化財に
目を向け学んでもらう場を作る
ことができた。
また、民俗資料台帳完成により
今まで所在が分からなかった
資料が無くなり、今後の活用
に向けての基礎となると共に、
学校教育や社会教育の場
での活用も容易になった。

H24地域資源活用助成事業（シンポジウムとイベント）
1,400,000円
H24コミュニティ助成事業（いざなぎ流ワークショップ）
900,000円
H24緊急雇用創出臨時特例基金（民俗資料整理）
1,387,000円
H25民俗文化財保存整理事業
3,014,000円
H26 ふるさとの文化遺産保存推進対策事業（県1/3）
1,500,000円

Ｂ

Ｄ

該当なし

該当なし

Ｄ

Ｄ

該当なし

該当なし

Ｄ
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

今後は展示場所の確保と
活用に取り組む必要がある。

生涯学習振
興課

該当する既存の施設がないが、
引き続き展示場所の確保に
生涯学習振
取り組む必要がある。
興課

委員会の開催と方向性の決定
が必要。

生涯学習振
興課

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
５，地域文化の継承と創造
２，伝統文化の継承、育成

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

１，伝統文
記録して未来へと伝えていくと
化のデジタ ともに、広く市内外に紹介するた
継続
ルアーカイ め、アーカイブ化を推進していき
ブ化
ます。

継承する団体を育成し、発表
２，伝統文
の機会をつくります。また、多く
化にふれる
の体験の機会をつくり、体験学
機会の充実
習の拡充を図ります。

継続

①取組み状況

無形民俗文化財の記録映像の
DVD化完了。音声の記録や
古文書なども集まりつつある。

「おなばれ保存会」
（大川上美良布神社の御神幸）
「いざなぎ流神楽保存会」
（いざなぎ流御祈祷）
それぞれが補助金を得て古式を
伝承し後継者育成に努めている

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

Ｂ

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

記録映像のDVD化
音声の記録・古文書の収集

・大川上美良布神社の御神幸
毎年定例日に公開している
Ｂ

・いざなぎ流御祈祷
不定期に一般公開している
（文化展オープニング、
シンポジウムでの公開など）
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

H25文化遺産を活かした地域活性化事業 402,000円

Ｂ

事業成果を加工し活用する
生涯学習振
そのままでは一般向けではないため
興課
PR用DVD作成が必要では

H19
H19
H20
H20
H21
H21
H22
H22
H23
H23
H24
H24
H25
H25
H26
H26

Ｂ

大川上美良布神社の御神幸
は、古式を伝承するため備品
の修繕及び新調が必要

伝統文化こども教室事業／365,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
伝統文化こども教室事業／352,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
伝統文化こども教室事業／431,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
伝統文化こども教室事業／213,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
文化遺産を活かした地域活性化事業／470,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
文化遺産を活かした地域活性化事業／283,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
文化遺産を活かした地域活性化事業／275,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円
文化遺産を活かした地域活性化事業／246,000円
香美市文化財補助金（御神幸）／400,000円

生涯学習振
興課

５，未来を拓く

５，未来を拓く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

５，未来を拓く
５，地域文化の継承と創造
３，芸術文化等の振興

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

①取組み状況

香美市芸術祭（文化展、芸能
大会等）を充実させ、市民が気
１，芸術文
軽に芸術文化にふれ、参加でき
化にふれる
継続
る体制をつくります。また、音楽
機会の拡充
祭についても開催を検討しま
す。

文化にふれる機会を拡充するた
めに香美市芸術祭（文化展、芸
能大会等）の内容充実や広報を
徹底し参加募集や集客増加をは
かる。

グループ・サークル活動の情
２，文化的 報提供を行うとともに、文化協会
な活動の推 との連携を強化し、市民が気軽 継続
進
に参加できるような活動の場、発
表の場を設けます。

文化活動の推進を図るため
に、文化協会加入サークルへの
貸館使用料の減免（５０％）や予
約受付等の便宜を図っている。
また、サークル活動内容の問い
合わせに応じたり、作品を館内
に展示する等、サークルとの連
携強化に努めている。新たな
サークルを立ち上げたい人の支
援等を目的として、人材バンク
(まちの先生）を今年度から設立
し、いろいろな分野の指導できる
人材に登録を呼びかけている。

３，文化施
設の活用

絵画等の芸術鑑賞の機会を充
実させるとともに、文化施設を活
用したイベントの企画を検討しま 前期を拡 年間６回の企画展と、市民を対
す。また、文化センターの建設に 充して継 象としたアトリエ講座等を開催し
ついて、一定の検討期間を定
続
ている。
め、関係団体や関係部署と話し
合いを持ち、検討を行います。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

香美市芸術祭（文化展等）での
香美市芸術祭（俳句会・短歌会・写真審査会・文化展・
企画展の取り組みや児童参加を
社交ダンス発表会・芸能大会・土佐山田町合唱団定期
増やすことで家族ぐるみで文化
演奏会）
芸術にふれる機会を拡充させて
いる。

Ａ

文化活動の推進を図るため
に、文化協会加入サークルへの
貸館使用料の減免（５０％）を行
い、サークル活動の問い合わせ
に応じたり、作品を館内に展示し
各種サークルの作品展示
ている。新たなサークルを立ち
人材バンク
上げたい人の支援等を目的とし
て、人材バンク(まちの先生）を
H26度から設立し、１８名の登録
をいただいており、作品を館内に
展示している。

Ｂ

H19 企画展７回、アトリエ講座６
回開催
H20 企画展７回、アトリエ講座7
回開催
H21 企画展6回、アトリエ講座７ ●企画展事業
回開催
H19：375万円 H20：441万円 H21：532万円
H22 企画展6回、アトリエ講座７ H22：338万円 H23：711万円 H24：658万円
回開催
H25：813万円 H26：908万円（予定）
H23 企画展6回、アトリエ講座７ H27→434万円（予定）
回開催
アトリエ事業
H24 企画展5回、アトリエ講座７ H19：13万円 H20：9万円 H21：9万円
回開催
H22：8万円 H23：7万円 H24：11万円
H25 企画展6回、アトリエ講座７ H25：12万円 H26→7万円
回開催
H27→15万円（予定）
H26 企画展6回、アトリエ講座6
回開催
H27 企画展6回、アトリエ講座７
回開催（予定）
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

香美市芸術祭を一層充実させ
て、出展作品数増と参加者及び 生涯学習振
集客増を図り、皆が文化にふれ 興課
る機会を拡充させたい。

Ｂ

展示可能なサークルの他、ま
ちの先生にも、展示協力をお願
いして行く。
中央公民館
多様なニーズに応えることがで
きるように 人材バンク（まちの
先生)の登録者数を増やす。

Ｂ

企画展の内容については、地
方の美術館としては充実した内
容のものが実施できている。し
かし、展示内容によって集客数
に大きな差があるので、より一層
広報に力を入れる必要がある。 美術館
アトリエ事業については、人気
があり、すぐに定員に達するが、
現在の美術館の体制では、講座
の増は難しいので現状維持とす
る。

５，未来を拓く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
１，合理的・効率的行財政運営の推進
１，合理的・効率的な行政サービスの推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

平成２０年度中に基本設計に
１，新庁舎
入り、平成２２年度の新庁舎完
の建設
成を目指します。

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

前期で終
了

※H28年度末までの取組みも含む

電子情報の保管・共有は、ファ
イルサーバを利用することで推
進している。紙資料の電子化と
電子申請等の導入は未検討で
ある。

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

●本体工事2124百万円
●設計管理102百万円
●IT設計施工202百万円

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

A

新庁舎建設事業は完了のため、後
期計画はなし。

B

市民サービスの向上のため地
域振興課に統一し、一課二班体
課の統一、班長制の導入。
制でサービスの向上を図る。ま
地域づくり支援員の配置（物部）。
た、物部支所には「地域づくり支
香北・物部両支所の建築。
援員」も配置し、集落維持の取
組も進めている。

Ｂ

地域住民がより利用しやすい支
企画財政課
所業務の見直し。

C

係単位での制御によるファイル
サーバの導入により、電子情報
●ファイルサーバの再構築。
の共有化と一元管理が可能と
●既存システムのプロポーザル方式による更改。
なった。各種システム導入にプロ
●新規システムのプロポーザル方式による導入。
ポーザル方式を用いて導入費用
の低減を実現した。

Ｂ

職員の情報リテラシーの向上
による経費削減とセキュリティの 総務課
向上を図る。

平成23年度新庁舎完成

支所は地域の身近な行政窓口
としてサービスの向上が図られ
市民サービスの向上のため地
１，支所機 るよう効率的、効果的な行財政 後期から
域振興課に統一し、一課二班体
能の充実 運営に務めるとともに、市民参 新規
制でサービスの向上を図る。
画による行政運営が推進できる
ような取組を進めます。

電子情報の保管・共有につい
ては、情報系・基幹系のネット
ワーク別に管理していますが、
２，各資料
紙資料の電子データ化や業務
の一元管
のシステム化については、費用 継続
理、電算
対効果を十分加味した上で在り
化の推進
方を検討します。また、電子申請
等の導入は、市民要望の状況を
見た上で検討します。

③取組み状況（成果）

86

管財課

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
１，合理的・効率的行財政運営の推進
１，合理的・効率的な行政サービスの推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

財政計画を策定し、効率的で
効果的な財政運営を進めます。
固定資産税課税客体把握のた
３，合理的 固定資産課税客体の把握と適 前期を拡
め航空写真撮影とデジタル地番
な財政運 正な評価及び住民税（給与）特 充して継
図を作成して情報のデジタル化
営の推進 別徴収義務者（事業所）の指定 続
事業に着手。
促進等による収納率の向上に努
めます。

引き続き、第2次行政改革大綱
及び第2次行政改革実施計画に
基づき、市民本位のスリムで効
４，行政改 率的な行政運営を図ります。ま
継続
革の推進 た、健全財政への進化・職員の
意識改革と人材育成等の取組
により、市民のための行政運営
を目指します。

第2次行政改革実施計画に基づ
き、職員の定数管理の適正化
や、新庁舎建設に伴う課等の再
編、業務分担の見直しを実施。
また、事務事業の見直しの中で
補助金等検討委員会において７
つの補助金を整理・統合して、よ
り利用しやすい総合補助金と
なった。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

B

B

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

固定資産税に関しては、航空写
真撮影とデジタル地番図を作成
して情報のデジタル化事業を導
入。
Ｈ21年度からの年金特別徴収を
はじめ従来からの給与特別徴収
の指定や租税債券管理機構の
設置徴収委託により収納率の向
上が見られる。
Ｈ28年度からコンビニ収納につ
いて対応する予定。（Ｈ27予算計
上中）

職員の定数管理の適正化。
業務分担の見直し、課等の編成
による業務の効率化。
事務事業の見直しにより補助金
等検討委員会において７つの補
助金を整理・統合。
市税等の徴収率の向上等による
自主財源の確保
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④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

H26航空写真撮影オルソ化 1782万円
デジタル地番図作成
1387万円
Ｈ27デジタル地番図作成
2288万円
Ｈ28デジタル地番図作成
1703万円

⑤
評価

Ｂ

税収納率Ｈ19 90.1％→Ｈ23 89.9％→Ｈ25 93.0％

●新庁舎建設に伴い、課等の編成・業務分担の見直
しを実施。また、支所を１課体制とし、窓口業務の効率
化を図った。
●職員の定数管理の適正化を行った。
●補助金等検討委員会を開催し、７つの補助金を整
理統合し、より利用しやすい総合補助金となった。
●一部事務組合へ市税等徴収事務の委託を行い、市
税等の徴収率の向上へつながった。
●広告収入の検討を行い、広報やHPのバナー広告等
の新たな収入の確保につながった。

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

デジタル化については、家屋に
ついても導入が必要。
特別徴収の事業所の指定につ
いては地方税法上義務であるこ
とから、、県税事務所管内7市町
村で指定推進を決定しＨ22年度
から実施、強制的に指定をしまし
たが普通徴収への変更や滞納
の問題が発生し、現在強制はし
税務課
ていません。
給与特別徴収義務者の指定
100％に向けては県が中心とな
り全県的な取り組みが必要とな
ります。

第２次振興計画を下支えする
ものとして、２９年度中に第3次
行政改革大綱及び第3次行政改 企画財政課
革実施計画の策定を行う。

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
１，合理的・効率的行財政運営の推進
２，広域行政の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

１，一部事 高知中央広域市町村圏の一員
務組合の として、一部事務組合の効率
継続
運営等
的、効果的な運営に努めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

平成22年度から定住自立圏構
想による連携体制が確立された
ため、平成24年度末をもって高
知中央広域市町村圏事務組合
は解散した。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

B

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

定住自立圏構想による高知中央
広域定住自立圏を形成するとと
もに、高知中央広域定住自立圏
スタンプラリー、副読本制作助成による事業実施
共生ビジョンを策定し、圏域で連
携して行う体制や事業が軌道に
のってきている。
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⑤
評価

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

新たな広域連携としての、地方
中枢拠点都市構想による連携体 企画財政課
制の検討が必要となってくる。

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
２，行政職員の資質向上と適正配置
１，行政職員の資質向上

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

市町村職員の研修等を行う「こ
うち人づくり広域連合」等の活用
を図ります。また、庁内の研修会
１，職員研 の質の向上（参画者評価の実施
継続
修の推進 等）、各種研修・講習会情報の共
有化、業務遂行を通じた人材育
成等、職員及び職員間による自
己研鑽の促進を図ります。

２，人事交 国・県との人事交流を推進し
流の推進 て、人材育成を図ります。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

こうち人づくり広域連合の講師
派遣事業を活用し、全体研修を
４回開催した。また、同連合の主
催する集合研修への派遣を行っ
ている。さらには、補助金を活用
し、県外の民間研修機関での研
修にも参加しており、県内の他
自治体と比べても積極的に研修
へ参加している。

前期を縮
平成２４年度から県との人事交
小して継
流（２名）を実施している。
続

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

平成19年から21年度では、全
体研修への参加率は、50％を切 これまでの研修に加えて、平成２７年度からは、主幹
ることが多かったが、欠席報告 クラスの中堅職員を対象とした接遇研修を実施する。
書を出させるなどの取り組みに 確実に研修内容を身につけて、職場内で波及させてい
より、70～90％の参加率となっ く。
た。

Ｂ

研修への参加率は確実に増え
てきたが、次のステップとして、
総務課
研修内容を職員が実践していく
必要がある。

B

人事交流を実施することによ
り、組織の活性化や人材育成を 平成２４年度から県との人事交流（２名）を実施した。
図った。

Ｂ

今後は、国との人事交流や保
健師などの専門職の人事交流 総務課
に取組む必要がある。
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６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
２，行政職員の資質向上と適正配置
２，適正な職員配置の推進

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

「第2次香美市行政改革実施計
画」を基本に、合理的な職員配
１，適正な
置を進めるとともに、市民の相談
職員配置
継続
対応や各種事業を適切に推進
の推進
するために必要な体制づくりに
努めます。

平成26年4月1日現在職員数
389人で、定員適正化目標の390
人を下回っている。

国・県からの権限移譲等に対
応した専門職員の確保を進めま
２，専門職 す。また、高度化する社会問題
員等の確 や新しい課題に対応していくた 継続
保
め、多様な契約形態の運用、外
部との連携等により、専門的な
人材を確保していきます。

平成26年度に土木技術職員及
び保育士の専門職員を採用し
た。

３，プロ
各課横断的な施策について
ジェクト
は、総合的な視野を持って遂行
継続
チーム制 出来るようにプロジェクトチーム
度の活用 を編成して推進します。

香美市補助金等検討委員会や
定住促進対策検討委員会等の
プロジェクトチームを組織し、課
を超えた横断的な取組を実施し
ている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

平成27年4月1日現在目標380 平成26年度までは、新規採用（現業職を除く）は、退
人に対し、実績391人と目標を下 職の1/2補充としてきたが、業務遂行に支障をきたして
回った。
おり、平成27年度は退職補充とした。

Ｄ

職員採用については、事務事
業の見直しによる合理化、効率
化を図り、アウトソーシングを推 総務課
進し、新規採用職員の抑制に努
めなければならない。

B

平成25年度に土木技術職員、
保育士の採用資格試験を実施
平成27年度採用試験の実施については未定。
し、平成26年4月1日に保育士5
人、土木技術職1人を採用した。

Ｃ

専門職員を必要とする業務の
将来見通しを立てながら、、計画
総務課
的かつ効果的な職員確保に努
めなければならない。

Ａ

庁舎建設プロジェクトチーム、
情報セキュリティ委員会、産業振
興条例策定調査研究検討会、香
美市補助金等検討委員会や定
住促進対策検討委員会等のプ
ロジェクトチームを組織し課を超
えた横断的な取組を実施してい
る。

Ａ

担当業務に併せてプロジェクト
の業務を同時に遂行していくた
企画財政課
め、担当職員のスケジュール調
整等が難しくなっている。
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●庁舎建設プロジェクトチーム
●情報セキュリティ委員会
●産業振興条例策定調査研究検討会
●香美市補助金等検討委員会
●定住促進対策検討委員会

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
３，市民と共に歩むまちづくりの推進
１，市民参画機会の充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

「広報香美」やチラシ等の配布
（録音版の充実も含む）、ホーム
１，情報公
ページは利用者の視点に立った
開による
内容へのリニューアルも含め、 継続
情報の共
情報配信等、合理的で確実な伝
有化
達方法を検討・導入していきま
す。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

広報については、毎月自治会
を通じて配布。ホームページは
平成２５年３月にリニューアル
し、随時情報の更新を行ってい
る。また、聴覚障害者用に録音
したものを配布している。

市民の参画を促進するため
に、行政計画等の策定や評価に
あたっては、審議会・委員会へ
２，市民参
の市民の参画を原則化し、重要
画機会の
継続
な施策等については、ワーク
促進
ショップや懇談会等の広聴の場
や、ホームページの利用を推進
します。

各種計画の策定等や市民憲章
の制定にあたっては、市民が委
員として参画している。また、
ホームページ等を活用してパブ
リックコメントを実施し、市民の意
見を広く聞く機会をもうける。

行政職員のコミュニケーション
力の向上を図り、市役所や支所
窓口での市民ニーズの的確な把
握に努めます。また、リニューア
継続
ルされたホームページを活用し
て、コミュニケーションをとるため
の行政情報を確実かつ効果的
に発信していきます。

ホームページを通じてのコミュ
ニケーションは、問い合わせメー
ルで対応している。

３，日ごろ
のコミュニ
ケーション
機会の確
保

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

B

「広報香美」では毎月特集を企
画し、読んでもらえる誌面づくり
を行った。また、フォトコンテスト
を実施するなど、市民が参加で
きるコーナーの充実を図った。
ホームページはリニューアル時
に、アクセシビリティ・ユーザビリ
ティに配慮し、見やすく、情報を
検索しやすくなった。

●「広報香美」録音版の配布
●「広報香美」誌面の充実
●リニューアルしたホームページの管理・運営
●ホームページの更新作業についての研修

Ａ

●振興計画（振興計画審議会・まちづくり委員会）
●市民憲章の制定
●地域作り振興助成事業
各種計画の策定等にあたって
●香美市公共交通検討委員会
は、市民が委員として参画して
●県産業振興計画
いる。また、パブリックコメントを
●地球温暖化対策地域協議会等
実施し、市民の意見を広く聞く機
●地域福祉計画・地域福祉活動計画
会をもうける。
●香美市健康増進計画
●香美市教育振興基本計画
●香美市地域防災計画

B

市内外からのホームページの問
い合わせにメールで対応してい 接遇研修やコミニュケーション力を養う研修の実施
る。
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⑤
評価

Ｂ

Ａ

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

ホームページについては、更
新を積極的に行う担当者とそう
でない担当者の温度差がある。
総務課
リニューアル時にHPの研修を
行ったが、まだまだ利用法方法
を理解している職員が少ない。

電子会議室については、必要 企画財政課
性や効果等を検証し今後取り組 ほか
んでいくのか検討する。

ホームページを通じてのコミュニ
ケーションは、問い合わせメール
が主になっている。県内他自治 総務課
体では、すでに開始している
各支所
SNSでの情報発信が行われてい
ない。

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
３，市民と共に歩むまちづくりの推進
２，地域や市民が主体となったまちづくり活動への支援

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

地域や市民による主体的なま
ちづくり活動を促進するため、香
美市の補助金制度を周知し、有
１，まちづ
効な支援策を検討して運用して
くり活動支
いきます。そのため、市民活動 継続
援制度の
の実態と支援ニーズを把握する
確立
とともに、市民と行政の協働を推
進するための体制（協議体制）を
確立します。

「香美市元気な集落づくり支援
事業」を新たに立ち上げ、平成
25年度からは「地域活性化総合
補助金」に統合した。
市民と行政の協働について
は、行政連絡会を実施している。

自治会・町内会と連携して、年
齢、性別、障害の有無等にかか
わらず誰もが参加しやすい地域
づくりを図り、文化・スポーツ団
２，市民に
体等とも連携して、生涯学習、生
よる多様
涯スポーツ活動や様々なイベン 継続
な活動の
トの機会を捉えたまちづくり意識
促進
の醸成、全市レベルの大会開催
等、無理なく、楽しくまちづくりに
参加できる環境づくりを進めま
す。

生涯学習、生涯スポーツ活動の
普及・振興が図れるよう、誰もが
楽しく参加できる事業やイベント
を開催している。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）
※H28年度末までの取組みも含む

④取組んだ主な事業
※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｂ

●H19猪野々集会所施設整備事業：2964万円
●H20三谷地区集会施設整備事業：2929万円
猪野々及び三谷地区集会所を
●香美市元気な集落づく支援援事業
建築した。
H21→37万
平成21年度に香美市元気な集
H22→286万円
落づくり支援事業を立ち上げ、さ
H23→344万円
らに翌年度には補助率等制度の
H24→469万円
拡充を図った。また、同補助事
●香美市地域活性化総合補助金（生活基盤整備事
業は平成25年度より「地域活性
業）
化総合補助金」に統合した。
H25→262万円
市民と行政の協働について
H26→235万円
は、毎年、行政連絡会を実施し
H27→250万円（見込み）
ている。
H28→250万円（見込み）
●H23地域支援員活用モデル事業：200万円

B

文化展やファミリースポーツフェ
スティバル、各種公民館事業な
ど、誰もが気軽に参加し楽しむこ 各種社会教育事業
とが出来るイベントを実施してい
る。

92

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｂ

小規模単位での維持運営の困
難性への対応策として新しい機
能を有する組織体の構築が必要
まちづくり推
であり、そのための新制度創設
進課
に向けたモデル事業の実施によ
り、課題分析や検証をしながら、
市域全体への拡大を図る必要
がある。

Ｂ

生涯学習振
文化・スポーツ団体や地区公民
興課
館などと連携し、今後も市民がよ
中央公民館
り参加しやすい環境を整備する
（香北分室）
必要がある。
（物部分室）

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
４，高知工科大学と共に歩むまちづくりの推進
１，地域交流拠点としての充実

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

１，学園交 効果的な人口誘導、交流の受
流拠点と け皿づくりを進めるため、高知工 後期から
しての充 科大学周辺を研究学園交流拠 新規
実
点と位置づけ取組を進めます。

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

工科大生による地域活動を支援
するため、平成22年度に香美市
高知工科大学地域活動奨励事
業費補助金を創設した。

高知工科大学の留学生への支
土佐山田地区一斉清掃時に高
２，国際交
後期から
援を行うとともに、留学生と市民
知工科大学の留学生が物部川
流の推進
新規
との交流を推進します。
沿いでゴミ拾いを行っている。

工科大生による地域活動を支援
するため、平成22年度に香美市
高知工科大学地域活動奨励事
業費補助金を創設した。
香美市のイベントについては、
高知工科大学との連携により一
３，地域イ
層の充実を図ります。また、地域 後期から
ベント等の
の活性化を図るため工科大生の 新規
交流推進
実施する地域活動を支援しま
従前より刃物まつりの実行委員
す。
として工科大関係者が加わり、
大学祭との同日開催も行なって
いる。また、土佐山田まつりで
も、工科大関係者が実行委員と
して加わっている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ａ

香美市の活性化をテーマに、工
科大生が活動することにより、地
域力の強化や維持の一助となる
ことを目的とする。学生は活動に
参加することで自主性や協調性
を育み、有意義な学生生活を
送っている。

香美市盛り上げ隊、日曜市活性化プロジェクト、ココイ
コプロジェクト、工科大学大学祭、イルミネーション運
営委員会
H24年度 3,000,000円
H25年度 3,000,000円
H26年度 3,000,000円
H27年度 3,000,000円
H28年度 3,000,000円

B

ゴミ拾いにより、留学生と市民と Ｈ19～Ｈ28年度 物部川沿いゴミ拾い
の交流が出来る。
※経費は香美市国際交流協会より支出

Ａ

香美市の活性化をテーマに、工
科大生が活動することにより、地
域力の強化や維持の一助となる
ことを目的とする。学生は活動に
参加することで自主性や協調性
を育み、有意義な学生生活を
送っている。

Ａ

刃物まつりの実行委員として工
科大関係者が加わり、大学祭と
の相乗効果をもたらしている。ま
た、土佐山田まつりでも、工科大
関係者が実行委員として企画等
の発案に積極的に加わり、地域
住民等との交流を深めている。
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⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ａ

特になし

企画財政課

Ｂ

特に無し

まちづくり推
進課（国際
交流）

香美市盛り上げ隊、日曜市活性化プロジェクト、ココイ
コプロジェクト、工科大学大学祭、イルミネーション運
営委員会
H24年度 3,000,000円
H25年度 3,000,000円
H26年度 3,000,000円
H27年度 3,000,000円
H28年度 3,000,000円

Ａ

特になし

企画財政課

●刃物まつりの開催
H24→470千円、H25→600千円、H26→600千円、H26
→600千円、H27→600千円、H28→600千円
●土佐山田まつり
H24→2,700千円、H25→2,700千円、H26（中止）→914
千円、H27→2,700千円、H28→2,700千円)

Ａ

今後も引き続き高知工科大学と
の連携を深め、地域活性化を進 産業振興課
めていく。

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
４，高知工科大学と共に歩むまちづくりの推進
２，地域産業振興の連携

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない
後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

Ｄ

平成26年度途中より高知県産業
振興計画のアクションプランとし
て加えられた「土佐山田えびす ●高知県産業振興計画のアクションプランへの「土佐
街を中心とする地域の活性化」 山田えびす街を中心とする地域の活性化」の新規追
での取り組みの中で、高知工科 加（H26～）
大学と情報共有できる場を作っ
ていく。

高知工科大学を核とする新産
２，新産業 業育成等、地域産業間の連携を
工科大との連携により龍河洞内
後期から
育成の取 進めるための拠点形成や相互
多言語音声説明アプリ開発を
新規
組
の情報交換等の活性化を図りま
行った。（H26～）
す。

⑤
評価

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

Ｄ

高知県産業振興計画のアクショ
ンプランの「土佐山田えびす街を
中心とする地域の活性化」での
産業振興課
取り組みの中で高知工科大学と
連携し、地域の活性化を推進し
ていく。

B

工科大との連携により龍河洞内
多言語音声説明アプリ開発を
●龍河洞内多言語音声説明アプリ開発事業。（H26
行った。（H26～）今後も情報交
～）
換等により、新産業育成に支援
していく。

Ｂ

今後は新産業に関連した高知テ
クノパークへの企業誘致を高知
県と協力しながら推進し、高知工 産業振興課
科大学と連携できる拠点づくりを
行なう必要がある。

森林機能や物部川の環境改善
のため、高知工科大学と連携し
３，森林、
平成19年度より、物部川ウォー
森林の整備を推進します。また、 後期から
物部川を
キングを実施し、平成24年度を
工科大生が取り組む物部川
新規
守る取組
もって休止となった。
ウォーキング等の取組を支援し
ます。

B

Ｈ24年度には、ウォーキングの Ｈ19～Ｈ24年度 物部川ウォーキング
計画はあったが、雨のため中止 ※経費は物部川流域ふるさと交流推進協議会より支
となり、以降は実施していない。 出

Ｂ

特に無し

平成22年度（平成21年度繰
越）緑の分権改革推進事業で高
知工科大学へ委託し、ペレット製
造等木質バイオエネルギー利用
の実証実験を実施し、ペレット整
木材の有効活用を図るため、
形技術、燃焼機器の開発、燃焼
４，木材の
後期から
高知工科大学と連携して研究を
灰の取扱い、木材搬出コストの
活用
新規
進めます。
削減等解決すべき課題が浮き上
がってきたため、有利な補助事
業等活用し、高知工科大学と協
力し未利用材の有効活用を図り
たいが、平成22年度以降実施し
ていない。

Ｄ

平成22年度以降実施していな
い。

Ｄ

有利な補助事業等活用し、木質
バイオマスの有効活用を高知工
産業振興課
科大学と連携して進めていく必
要がある。

Ｄ

高知工科大と連携して商品開発
を行うためには、これまで以上に
地域に眠っている特産品の掘り 産業振興課
起こしをし、研究等を重ねる必要
がある。

商店街を情報発信や交流の場
１，商店街 等として位置づけ、新たな機能
後期から
活性化の の充実による活性化を図る取組
具体的な活動に至ってない。
新規
取組
を、高知工科大学、工科大生と
連携して推進します。

地域の資源を活かした特産品
５，特産品 開発のために、高知工科大学や 後期から
の開発
工科大生のサークル等と連携し 新規
開発を進めます。

具体的な活動に至ってない。

Ｄ

具体的な活動に至ってない。
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平成22年度以降実施していない。

なし

まちづくり推
進課

６，みんなで築く

６，みんなで築く

第1次香美市振興計画（前期・後期基本計画）進捗状況
◎進捗状況及び評価基準
Ａ：出来ている

６，みんなで築く
４，高知工科大学と共に歩むまちづくりの推進
３，教育機会での連携

Ｂ：概ね出来ている
Ｃ：あまりできていない
Ｄ：出来ていない

具体的な施
策

取組み事項

前期
後期
との
関連

後期計画
中間（H26年度）報告

①取組み状況

学校サポーター制度の活用は山
学校サポーター制度の活用等、
田地区を中心に進んでいる。
高知工科大学、工科大生と連携
１，学校教
キャリアチャレンジデイのサポー
し、小中学校における授業や補 後期から
育機会で
ターにも多くの工科大生が参加
修、部活動への支援等を通じ
新規
の連携
した。県ブルーバード事業の活
て、子どもの学習等の機会の充
用や、独自に連携を行っている
実を図ります。
学校もある。

パソコン教室(一般・こども）を行
い工科大学生に講師を務めても
らっている。こども教室(将棋)で
高知工科大学、工科大学生と
２，生涯学
は協力者として参加してもらって
の連携により、パソコン教室等生 後期から
習機会で
いる。なお、今年度から教授に
涯学習の機会の充実を図りま
新規
の連携
は市民セミナーの講師もお願い
す。
しており、次年度についても、こ
ども教室でも講師をしていただく
よう計画を立てている。

最終（見込み）報告 （H19～H28）

②
進捗
状況

B

B

③取組み状況（成果）

④取組んだ主な事業

※H28年度末までの取組みも含む

※H28年度末までに取組む主な事業含む

学校サポーター制度により、大
学生と小中学生が関わることが
でき、学力向上とともによいロー
ルモデルともなった。
Ｈ２７年度より、工科大生と関
われる機会を増やす。

・学校サポーター制度の継続
・小中高大連携による理科クラブ・理科教室の開設（Ｈ
２７～）
・工科大に行ってみよう（小５版）の実施（Ｈ２７～）

パソコン教室(一般・こども）を行
い工科大学生に講師を務めても
パソコン教室(一般・こども）
らっている。こども教室(将棋)で
将棋教室
は協力者として参加してもらって
市民セミナー
いる。なお、今年度から市民セミ
ナーの講師もお願いしている。

95

⑤
評価

Ｂ

Ｂ

⑥第2次振興計画に向けての課
題等

担当課

（評価がＣ，Ｄになる場合は、課題ととも
にその理由も記載）

工科大の活動内容や学習内容
を知る機会を増やし、工科大の
認知度を更に高める。
教育振興課
小中学生と工科大生が関わる機
会を増やす。

高知工科大学の学部やサーク
ルに協力をお願いしていく。

中央公民館

６，みんなで築く

基本構想概要
第1章 基本的な考え方
Ⅰ

基本課題
～未来につながる「足腰の強いまち」づくりが課題～
(1)「人口減少、少子、高齢化への対応」
①個人・地域の自立

②子育て支援対策

③支え合いのまち

(2)「都市としての求心力づくり」
①利便性

②交流人口

③香美市都市イメージのアピール

(3)定住環境の確保に向けて「基本的な暮らしやすさの確立」
①安全性、利便性、快適性

②交通網、情報通信網

③自然文化、地域コミュニティ

(4)「まちの未来を拓く人づくり」
①教育施設、文化施設の利用

②買物、住まい、子育て環境

(5)「広い市域を適切にマネジメントしていく」
①自然、歴史、文化、産業、暮らしの継承

②物部川

③災害に強い地域づくり

(6)「自立的な地域経済の確立」
①地域資源を活かした産業振興、定住社会づくり
②戦略的な地域経営の仕組みづくり

Ⅱ

基本理念

輝き・やすらぎ、賑わいをみんなで築くまちづくり
理念１：地域の良さを大切にするまちづくり
①自然、歴史、文化、産業、人、施設、活動の多様性を高める
②地域資源を産業に活かす ③市街地、集落 ④自然、生活、産業、文化の調和

理念２：みんなが元気に暮らせるまちづくり
①コミュニティ

②子供、高齢者

③若者

④安全、快適、便利

理念３：みんなで共に進めるまちづくり
①市民との協働 ②市民の参画 ③自主自立の自治体づくり
④効果的、効率的な行財政システム

第２章 将来目標
Ⅰ

将来都市像
山・川・まち・ひとが躍動し、支え合い、響き合う

進 化 す る 自 然 共 生 文 化 都 市 ・ 香 美 市
本市は、自然と共生する文化都市として、今後も自然、文化、産業を磨き、
未来への可能性と夢を耕しながら、進化を続けます。

Ⅱ

将来人口
政策目標人口 ２８，８００人（平成２８年）
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Ⅲ

土地利用
１，基本方針
①自然共生文化都市にふさわしい、自然と文化を大事にする土地利用
②躍動し、進化する都市にふさわしい、未来に向けて価値を生む土地利用
③支え合い、響き合うまちにふさわしい、生活圏の形式に即した土地利用
④地域の個性と主体性を尊重し、計画的な土地利用
２，土地利用イメージ
（１）交流拠点
①「まち」の交流拠点 ～市役所、ＪＲ土佐山田駅周辺～
②研究学園交流拠点 ～高知テクノパーク、高知工科大学周辺～
③「さと」の交流拠点 ～香北支所、物部支所周辺～
④「もり」の交流拠点 ～べふ峡温泉周辺～

（２）交流軸
①物部川水系軸 ～市内を貫く物部川周辺～
②広域交流軸 ～Ｒ３２、Ｒ１９５周辺～
③市内ネットワーク軸 ～市内各地域をむすぶ県道等～

（３）ゾーン
①大自然ふれあいゾーン ～国定公園、県立自然公園の区域～
②田園環境ゾーン ～優良農地及び隣接する集落周辺～
③市街地ゾーン ～市街化区域及び市役所・支所中心の市街地～
④自然活用ゾーン ～上記以外の山林、農地等～

（４）重点的に定住・交流を促進するエリア・スポットの設定
①「まち」の定住・交流促進重点エリア ～中心市街地及びその周辺～
②「さと」の定住・交流促進エリア ～その他の市街地や集落～
③「みどり」の観光交流促進スポット ～「みどり」の中の主要な観光地～

Ⅳ

基本目標
１，まちのかたちを創る
①計画的な土地利用の推進
④都市イメージの形成

②市街地や集落の整備

③交流基盤の整備

２，みどりを保つ
①安全・安心なまちづくり ②自然環境の保全と活用
④自然と共生する地域づくり推進

③水資源の安定的な確保と利用

３，やすらぎを守る
①福祉社会の基盤づくり
実

②保健、医療の充実

③高齢者福祉の充実

④障害者福祉の充

４，賑わいを興す
①交流によるまちづくりの推進 ②農林業の振興
⑤地域産業の振興と就業機会確保の総合的な推進

③商工業の振興

④観光の振興

５，未来を拓く
①子育て支援の充実 ②未来を拓く子供の育成
③心豊かな生涯学習・生涯スポーツの振興 ④人権尊重の地域づくりの推進

６，みんなで築く
①合理的、効率的行財政運営の推進
③市民と共に歩むまちづくりの推進

②行政職員の資質向上と適正配置
④高知工科大と共に歩むまちづくりの推進
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基本計画の体系・施策
基本目標(大分類）
１，まちのかたちを創る
都市計画
市道等の整備
公共交通等

政策(中分類）

施策(小分類)
１，まちの活力を拓く土地利用の推進

１，計画的な土地利用の推進

２，広い市域のマネジメント体制の構築
２，市街地や集落の整備

１，賑わいのある市街地の整備
２，魅力的な定住環境の整備
３，多様な住宅等の供給

３，交流基盤の整備

１，基幹交通路の整備
２，暮らしを支える道路網の整備

３，公共交通手段の維持・充実
４，交通ターミナル機能等の充実
５，地域情報化の推進

２，みどりを保つ

４，都市イメージの形成

１，香美市らしい景観形成

１，安全・安心なまちづくり

１，災害対策の充実
２，消防・救急体制の充実

消防、防災
上下水道
環境等

３，地域防災体制の確立
４，交通安全・防犯対策の充実

２，自然資源の保全と活用の推進

１，自然資源の保全
２，自然環境の多様な魅力の活用

３，水資源の安定的な確保と利用

１，水資源の安定的な確保と利用

４，自然と共生する地域づくりの推進

１，汚水対策の推進と河川の水質保全
２，ごみ、し尿の適正な処理

３，地球環境保全の推進

３，やすらぎを守る

１，福祉社会の基礎づくり

１，長寿社会を支える体制づくり
２，地域福祉の推進

福祉
保健
医療等

進
化
す
る
自
然
共
生
文
化
都
市
・
香
美
市

３，みんなにやさしいまちづくりの推進
２，保健、医療の充実

１，健康づくりの支援
２，医療体制の充実

３，高齢者福祉の充実

１，介護予防の推進
２，安心介護の推進
３，地域ぐるみの支え合い体制の充実

４，賑わいを興す

４，障害者福祉の充実

１，障害者福祉の充実

１，交流によるまちづくりの推進

１，シティーセールスの推進
２，多様な地域間交流の推進

産業

３，市内の交流促進
１，特産物のブランド維持向上と多様な販路確保

２，農林業の振興

２，農業の担い手・後継者の確保と育成
３，農業基盤等の充実
４，林業の振興

５，第一次産業の多面的な振興
３，商工業の振興

１，地場産業の振興
２，商店街の活性化
３，新たな商工業の発展機会の創出
１，観光魅力の発掘・再生・創造

４，観光の振興

２，観光交流の受け皿づくり
３，観光情報の充実
５，地域産業の振興と就業機会確保
の総合的な推進

１，各産業の連携による地域産業の魅力の増進
２，多様な就業機会の確保

５，未来を拓く
子育て
教育
人権等

１，保育サービスの充実

１，子育て支援の充実

２，総合的な子育て支援体制の確立

１，豊かな教育を支える環境の充実

２，未来を拓く子どもの育成

２，個性を活かした就学前教育・学校教育の充実
３，青少年を育む地域づくり
３，心豊かな生涯学習・生涯スポーツ

１，生涯学習活動の魅力向上
２，生涯スポーツ活動の魅力向上
３，気軽に参加できる環境の充実
１，人権教育・啓発等の推進

４，人権尊重の地域づくりの推進

２，男女共同参画社会に向けた体制の確立
１，文化財保護の推進

５，地域文化の保護・継承と創造

２，伝統文化の継承、育成
３，芸術・芸能・文化等の振興

６，みんなで築く
行政
市民の参画
工科大学との協調

１，合理的、効率的な行政サービスの推進

１，合理的、効率的行財政運営の推進

２，広域行政の推進
１，行政職員の資質向上

２，行政職員の資質向上と適正配置

２，適正な職員配置の推進

１，市民の参画機会の拡充

３，市民と共に歩むまちづくりの推進

２，地域や市民が主体となったまちづくり活動への支援
４，高知工科大学と共に歩むまちづく

１，地域交流拠点としての充実
２，地域産業振興の連携
３，教育機会での連携
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