
平 成 ３０ 年 １２月 記 者 懇 談 会 

 

日時 平成３０年１２月２５日（火） 

                            午前１０時３０分 

                           場所  政策会議室 

 

１ 市長あいさつ 

 

 

２ 市政記者クラブからの質問事項                 （幹事社 中日） 

     なし 

 

 

３ 市からの発表事項 

（１）平成３０年 新城市重大ニュースについて            （秘書人事課） 

 

 

（２）市長マニフェスト進捗状況中間報告について           （企画政策課） 

 

 

（３）第 1回新城市福祉円卓会議の開催について            （健康福祉部） 

 

 

 （４）「新城市自殺対策計画（案）」に係るパブリックコメントの実施について （健康課） 

 

 

（５）新城市とルートインジャパン株式会社との 

    ①包括連携協力に関する協定の締結について          

    ②災害時等における協力に関する協定の締結について（商工政策課・防災安全課） 

 

 

  

４ その他 

資料提供 

    なし 

 

５ 行事予定表  

 

 

 

次回開催日 １月２４日（木）午前１０時３０分から 



報 道 機 関 発 表 資 料

（新城市）

内容

市長が選ぶ本市の重大ニュースを発表します。

提出日 平成３０年１２月２５日

担当課・室 秘書人事課

担当職・氏名 課長 鈴木 隆司

連絡先（電話） （0536）23-7623
連絡先（FAX） （0536）23-2002

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） info@city.shinshiro.lg.jp

件名 平成３０年 新城市重大ニュースについて



タイトル 備考

新庁舎堂々と

3月9日　新城ＲＣからハナミズキ寄贈
4月20日　新庁舎引き渡し式
5月2日　旧庁舎業務終了式
5月7日　新庁舎開庁式

世界13カ国15都市との絆深まる
ニューキャッスル・アライアンス会議
2018in新城

6月1日　国際交流員スイス・ヌシャテル市出身のキャロルさんが来新　
10月3日～9日　ニューキャッスル・アライアンス会議2018が開催　
　　　　　　　　　　外国人約120人が新城を訪れ　小学生など市内外約7,000人が参加、参画
10月4日　日本文化が体験できるジャパニーズフェスティバルを開催
10月5日　インバウンド観光を見据えた観光ツアーを実施　
10月6日　各都市と日本企業をつなぐ東三河経済交流会を開催　
10月7日　富永神社例大祭に参加外国人が参加
10月8日　共同声明採択
10月2日～9日　旧庁舎を活用した新城現代アート展を開催

自然の脅威
台風猛威振るう

7月3日～8日　新庁舎開庁後、初の災害対策本部室運用（平成30年7月豪雨）
7月7日～10日　平成30年7月豪雨に消防本部が岡山県倉敷市へ緊急消防援助隊として救急隊・後方支
　　　　　　　　　　援隊が出動
9月4日　台風21号（長時間の停電）
9月30日～10月1日　台風24号（長時間の停電、一部断水）

記録的猛暑

3月後半　25度を超える夏日連日
7月23日　本市で観測史上最高の39.6度記録（気象庁ホームページより）
12月議会で学校エアコン事業議決

防災連携進む

1月30日　横浜ゴム株式会社から救急車用タイヤ寄贈
3月12日　三河カントリークラブと災害支援協力に関する協定締結
5月13日　防災士協議会発足
5月16日　JA愛知東から、災害時に活用できる折りたたみ式自転車寄贈
6月28日　エイアールブイ株式会社及び株式会社ハモコ・ジャパンから、マグネシウム空気発電機寄贈
8月20日～27日　旧本庁舎で消防訓練
11月13日　愛知県被災自治体支援活動訓練における新城市受援活動訓練
12月4日　横浜ゴム株式会社から救急車用タイヤ寄贈

新城インター企業団地

7月6日　企業団地造成工事着手
7月17日～　分譲募集開始
10月30日　大敬ホールディングス株式会社と売買契約締結（一部区画）

名古屋に進出も
おいでん新城　観光振興

1月10日～3月31日　湯谷温泉湯めぐり総選挙
3月20日　まちかど観光案内所設置（2018年12月現在　市内8事業所）
3月30日　奥三河観光協議会が日本版ＤＭＯに登録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん

7月1日　名古屋市藤が丘にアンテナショップ「山　PORT　新城」オープン
8月3日～9日　東京スカイツリーでPR
10月1日～12月31日　愛知DC（デスティネーションキャンペーン）開催。10月6日に長篠城駅でミニ
　　　　　　　　　　　　　イベント開催。10月14・21日、11月4・18日、12月2日・16日に鳳来寺本堂内「真達
　　　　　　　　　　　　　羅大将」や鳳来山東照宮「御宮殿」特別拝観プレミアムガイドツアー開催
11月10日　本市と豊鉄バス株式会社が連携し、名古屋発鳳来寺山の旅企画切符発売

市の史跡に指定など
歴史・文化・自然

3月22日　冨賀寺所有の美術工芸品、市有形文化財に指定
4月23日　東三河ジオパーク構想PRポスター完成
6月5日　第２７回湿地サミット開催
9月27日　古宮城跡、新城市記念物（史跡）に指定

豊川用水通水50周年

5月27日　豊川用水通水50周年水源地域感謝祭並びに宇連ダム小水力発電所等完工式
6月1日　豊川用水通水50周年記念日
9月29日　豊川用水50周年記念式典

各界で活躍
受賞などおめでとうございます

1月15日　株式会社豊栄工業が第7回ものづくり日本大賞「内閣総理大臣賞」を受賞
1月22日　小林由依菜さんが、第11回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会で準優勝
　　　　　　（市長への報告日。大会は昨年11月19日に行われた）
1月29日　第27回優良経営食料品小売店等表彰事業に市内3店舗が受賞（表彰）
2月19日　鳳来中学校が食品容器環境美化協会から環境美化教育の優良校として表彰
5月16日　第1回あいち木づかい表彰の最優秀賞・県知事賞に「道の駅　もっくる新城」が受賞
8月1日　市内出身・豊川高校ダンス部所属の5人が全国高等学校ダンスドリル選手権大会で部門別1位
9月30日～　第73回国民体育大会で市内在住の大久保あをいさんが弓道近的種目で優勝
11月22日　つくでスマイル推進協議会が農林水産省主催「ディスカバー農山漁村の宝」を授与

平成３０年　新城市重大ニュース



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成３０年１２月２５日 

担当課・室 企画部 企画政策課 

担当職・氏名 課長 加藤 千明 

連絡先（電話） （0536）23-7620 

連絡先（FAX） （0536）23-2002 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） kikaku@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 市長マニフェスト進捗状況中間報告について 

 

内容 

 

 この度、平成３０年１０月１日現在における第４期市長マニフェスト進捗状況中間報告を

別紙のとおり公表いたします。 

 



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：新たな４つの機構

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

平成30年度 30点
・電力小売事業 事業計画書作成及
びエネルギー公社 設立趣意書作成
に係る新城市エネルギー公社設立
支援業務委託契約を締結。
・市内金融機関及び企業へ公社の
趣旨説明と協力要請。
・電力会社と電源調達について打
合せを実施、電力卸売市場の動向
を踏まえた公社による電力小売事
業の採算性について検討中。

商工政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

福祉介護課
こども未来課

地域包括ケア推進室

平成31年度

平成32年度

平成33年度

「新城公共商社」を創設し、新城産
品の新たな販路と市場を開拓。商品
力を高め、まちの稼ぐ力を徹底強化
します。

・新城公共商社創設

平成30年度 10点
・公共商社のあり方、取扱商品等
の検討。

環境政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

「新城エネルギー公社」を創設し、
電力事業等の収益を住民福祉の増進
に振り向ける仕組みを創出。再生可
能エネルギーの利用促進をはかり、
公共資金の市内還流を拡大します。

・新城エネルギー公社創設

「福祉円卓会議」を創設し、福祉職
がやりがいをもてる地域社会を形
成。福祉人材をみんなで育てるまち
をつくります。

・福祉円卓会議創設

平成30年度 10点
・準備委員会委員所属団体等への
趣旨説明と協力要請。

企画政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等

「新城版・賢人会議」を創設し、人
生１００年時代の豊かな暮らしづく
りに挑戦。若者に負担をかけない長
寿社会を構築します。

・新城版・賢人会議創設

平成30年度 30点
・賢人会議準備委員会を２回開
催。
・９月定例会にて、「新城市しん
しろ創造会議条例」及びこれに係
る補正予算を上程し可決。



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「支え合う力」と育てる力を強めるために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

平成33年度

学校施設の計画的改修をはかり、新
学習指導要領に対応したICT環境や
英語教育環境を整備。あわせて学校
エアコンの設置や給食費無償化を検
討します。

・学校施設の計画的改修
・ＩＣＴ環境や英語教育環境の整備
・学校エアコンの設置
・給食費無償化

平成30年度 30点

「子育て世代包括支援センター」を
設置し、産前・産後の時期からさま
ざまなリスクを取り除き、子育てと
家庭づくりをサポートします。

・子育て世代包括支援センター設置

平成30年度 50点
・子育てコンシェルジュとして課
内に配置し、子育て世代包括支援
センター事業を開始。こども未来
課窓口や子育て支援センター、保
健センターなどで保護者と面接相
談や育児に困難を抱える家庭に家
庭訪問を開始。
・産後ケア事業をしんしろ助産院
で開始。

教育総務課

・東郷中学校屋内運動場改築工事
に係る基本・実施設計に着手。
・学校エアコンの設置に向け、導
入スケジュール等についての検
討。

こども未来課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成31年度

平成32年度

こども未来課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

こども未来課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

こども園基本保育料を無償化しま
す。

・こども園基本保育料無償化
・給食無償化の検討

平成30年度 50点
・市内療育施設に通うお母さんと3
歳以上児基本保育料無償化につい
て意見交換を実施。
・市内療育施設に通う保護者と市
長との懇談会を実施。

・「こどもの貧困」対策
・こども食堂開設
・こども園、学校、放課後活動

平成30年度 40点
・JC公開例会で「子ども食堂から
地域の食堂へ～はじめの一歩は、
ごはんの一杯～」と題し事業説明
とワークショップを開催。
・こども食堂を「おっとり君食
堂」と命名し、２回開催。

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等

首長選挙における政策討論会を常設
化します。

・条例の制定（首長選挙における政
策討論会）

平成30年度 10点
・市民自治会議を２回開催。
・公開政策討論会検討作業部会を
３回開催。

まちづくり推進課

平成31年度

平成32年度

平成33年度



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「支え合う力」と育てる力を強めるために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

・地域協議会会長会議での地域公
共交通情報提供。
・地域公共交通会議を１回開催。
・作手地区デマンド運行検討会
（ワークショップ）を１回開催。
・鳳来南部地域の足を守る会との
打合せ会を２回開催。

まちづくり推進課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成30年度 10点
・既存補助金のめざせ明日のまち
づくり事業補助金及び、創業支援
補助事業補助金について、応援
ファンドとのつながり等を検討
中。

行政課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

地域公共交通の利便性を向上させる
とともに、「地域の足」を地域みん
なで確保する仕組みや移動販売車支
援などを充実させます。

・「地域の足」を地域みんなで確保
する仕組み

平成30年度 10点

若者や女性の起業・創業を後押しす
るための、また地域でのコミュニ
ティビジネスの芽を育てるための応
援ファンドを創設します。

・応援ファンド創設
・資金的な応援をする補助制度の創
設
・日常生活のちょっとした困りごと
改善や、これまでと異なる価値観で
地域資源を発掘・活用するなど、新
しいビジネスへのチャレンジを応援

若者議会を日本のスタンダードに。 ・若者議会を日本のスタンダードに

平成30年度 30点

まちづくり推進課

平成31年度

・高浜市の若者政策立ち上げイベ
ントで事例発表、今後の連携を打
診。
・NPOわかもののまちと連携し、
ユースカウンシル立ち上げの全国
PRに協力。
・（一社）若者議会連盟と連携
し、視察受入１４件、事例発表５
件を実施。

学校教育課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成32年度

平成33年度

取組状況
担当課等

新設される新城有教館高校の魅力向
上へ、市の支援策を策定します。

・ニューキャッスル・アライアンス
を足場にした国際交流

平成30年度 30点
・姉妹都市スイス・ヌシャテルの
ジャンピアージェ高校と短期交換
留学を検討。

ニューキャッスル交流推進室

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・単位交換型留学制度

平成30年度 10点
・制度概要について調査。実施可
能な事業内容等を検討中。

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「支え合う力」と育てる力を強めるために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

防災安全課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・避難所体制(福祉避難所等も含む)
の見直し

平成30年度 10点
・土砂災害・洪水情報マップによ
り、各避難所の指定状況を確認。
・園長会に福祉避難所部会を設け
こども園を、またこども未来課で
放課後児童クラブ施設を、福祉避
難所として活用できないか検討。
・福祉避難所とBCPへの対応とし
て、一時的な保育士配置の計画案
を作成中。

防災安全課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

消防総務課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

大災害に備え、地域防災力の充実・
強化をすすめます。

・自主防災会の活動をバックアップ
・防災士の育成と連携強化

平成30年度 50点
・「新城市防災士協議会」発足式
及び総会を開催。
・自主防災会防災事業説明会を２
回開催。

・消防団の活動をバックアップ
・消防団車両の整備更新

平成30年度 50点
・大規模災害に備え救助資機材取
扱訓練を各方面隊１回実施。
・市内全域で自主防災会防災訓練
協力。
・火災想定訓練６回実施。
・平成30年度更新車両３台の契約
を締結し、1月上旬納車予定。

平成32年度

平成33年度

・自動走行社会実験準備
・公共交通の空白地解消
・「Ｓバス敬老乗車券(無料バス)」
発行

平成30年度 10点
・免許返納者へのSバス回数券配布
件数（１４件）。
・国県等の自動走行社会実験に関
する情報収集。

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等

地域公共交通の利便性を向上させる
とともに、「地域の足」を地域みん
なで確保する仕組みや移動販売車支
援などを充実させます。

・移動販売車支援

平成30年度 10点
・平成29年度に「移動販売事業車
両購入費等補助金」を交付した２
事業者から提出される事業報告に
より現状把握。

福祉介護課（福祉）

平成31年度

平成32年度

平成33年度

行政課

平成31年度



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「支え合う力」と育てる力を強めるために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

地域自治区を市政運営の土台に据
え、その充実・強化をはかります。

・全１０自治区での「地域計画」策
定完了後に、「地域マネージャー
制」の導入を検討します。

平成30年度 30点
・地域計画策定策定中
　新城自治区 千郷自治区
　東郷自治区 八名自治区
　鳳来中部自治区 鳳来南部自治区
　鳳来東部自治区
・地域計画策定済
　鳳来北西部自治区
・地域計画見直し着手
　舟着自治区
　作手自治区

自治振興課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

地域医療支援室
地域包括ケア推進室

平成31年度

平成32年度

平成33年度

総務企画課

平成31年度

平成32年度

平成33年度新城市民病院を拠点に奥三河の医療
統合をはかり、救急体制の不安をな
くすとともに、在宅医療や地域包括
ケアシステムとの連携体制を築きま
す。

・新城市民病院を拠点に奥三河の医
療統合
・救急体制の不安解消

平成30年度 40点
・医療関係機関との連携会議に3回
参加。
・総合診療科専攻医1名が研修中。
・初期研修医15名、医学生等10名
を受け入れ。

・在宅医療や地域包括ケアシステム
との連携体制構築

平成30年度 40点
・在宅医療・介護連携推進事業実
施要綱策定。
・医療、介護ガイド一覧の見直
し。
・在宅医療介護連携部会を１回開
催。
・ほいっぷネット部会を１回開
催。
・多職種研修会を１回開催。

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等

介護保険事業の東三河広域連合での
運営を軌道に乗せ、広域サービスと
地域密着サービスの両面展開を推進
します。

・介護保険事業の広域サービス
・地域密着サービス

平成30年度 10点
・平成３０年度より広域連合にて
事業開始。
・構成８市町村の窓口長会議に３
回出席。
・現状の課題を構成８市町村で出
し合い、会議で協議の上、解決策
を検討中。 福祉介護課（介護）

平成31年度

平成32年度

平成33年度



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「稼ぎ出す力」とまちの元気アップのために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

土木課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

福祉介護課（介護）

平成31年度

平成32年度

平成33年度

商工政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成30年度

現東名高速にスマートインターチェ
ンジ（新城・豊橋市境付近）　ー
新城南部地域に新しい玄関口を開き
ます。

・現東名高速にスマートＩＣ開設

平成30年度 10点
・広域的検討及び概略検討継続
中。
・勉強会を３回開催。
・庁内説明会を１回開催。
・アンケ－ト調査実施。
（南部地区内企業）

企業立地奨励、商工業安定経営、観
光産業育成、農林業振興のための諸
施策と投資拡大プランを策定しま
す。

・企業設備投や観光事業者の新規投
資を誘導する助成や規制緩和
・中小企業の安定経営や事業継承を
円滑化するための支援制度
・雇用創出支援・新規就農者受け入
れ体制の更なる充実
・繁忙期の農作業支援労働力確保
・森林資源活用総合プラン
・奥三河ＤＭＯ事業推進
・インバウンド観光受入れ体制の整
備
・市内企業の新たな経営改善の取組
みサポート支援
・海外市場への進出支援
・若者や女性による企業・創業など
新たな市場の創出支援
・ＵＩＪターン者の採用支援

・福祉現場での介護ロボットの導入
支援

30点

・新城森林総合センター運営協議
会を１回開催。
・新農業人フェアへ３回参加。
・アグリチャレンジ相談会を２回
開催。
・新規就農希望者の現地説明会を
１回開催。
・農業インターンシップの開催。
・農業大学校等での説明会へ参
加。
・奥三河ＤＭＯワーキングへ６回
参加。
・主要観光地の公衆トイレ洋式化
３か所整備。

平成30年度 10点
・福祉現場での導入支援の協議・
検討中。
・市内業者・メーカーとの打合せ
を２回実施。

商工政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

新東名インターチェンジ周辺企業用
地の早期分譲をはかり、企業誘致を
促進します。

・新東名インターチェンジ周辺企業
用地の早期分譲

平成30年度 50点
・用地造成工事進捗率は８％。
・7/17～8/31誘致企業の分譲募集
実施。

新東名インターチェンジ周辺企業用
地の早期分譲をはかり、企業誘致を
促進します。

・企業誘致の促進

平成30年度 10点
・企業誘致交渉中。
・用地購入意思のある企業への誘
致訪問。

平成31年度

平成32年度

平成33年度

用地開発課

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「稼ぎ出す力」とまちの元気アップのために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

地域課（鳳来）

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成30年度 30点
・鳳来総合支所周辺総合開発計画
策定委員会を４回開催。
・計画区域内の現地調査、アン
ケート調査の実施。

鳳来地区拠点整備事業の促進―総合
支所改築整備と長篠地区開発計画を
策定します。

・鳳来総合支所改築整備
・長篠地区開発計画策定

新城駅前広場整備とこ線橋へのエレ
ベーター設置を実現させます。

・新城駅ホームにエレベーターを設
置
・送迎車の停車スペースのある駅広
場建設

平成30年度 40点

都市計画課

平成31年度

・協定に基づく基本設計完了。成
果品について精査中。
・歳入確保（寄付・ふるさと納税
等）については、先行事例の湖西
市（新所原駅橋上化に伴う寄付）
を参考に検討中。
・駅前広場用地については、地権
者と交渉中。

観光課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成32年度

平成33年度

ニューキャッスル交流推進室

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・土地利用最適化計画策定
・若者の住宅取得補助
・新築住宅への固定資産税減免
・空き家利活用策の充実
・耐震補強やリフォームへのサポー
ト
・高性能住宅の奨励
・住宅用地を新たに開発
・若い世帯が新城市で家を建てやす
くなる制度創設

平成30年度 30点

2018年ニューキャッスル・アライア
ンス会議を成功させ、「世界の新
城」を発信します。

・さらなる若者国際交流
・新たなビジネスマッチング

平成30年度 10点
・10名で構成する「ニューキャッ
スル会議」を10回開催し目標指標
を設定。文化、観光、教育、ビジ
ネスをテーマに議論するよう検討
中。

・インバウンド観光の促進

平成30年度 10点
・ニューキャッスルアライアンス
会議へ参加、出席者との情報交換
を行い、観光情報を発信するよう
検討中。
・情報端末等を使い、SNSで本市の
魅力を世界に向けて発信するよう
調整中。
・インバウンド観光ツアーの検討
及び情報把握。

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等

・都市計画マスタープラン策定に
着手。
・定住促進推進協議会分科会を２
回開催。
・調整区域内における住宅用地整
備のエリアと手法について検討
中。 都市計画課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

魅力ある住宅環境整備を視野に都市
計画用途区域の見直しをはかりま
す。



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「稼ぎ出す力」とまちの元気アップのために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

・アンテナショップ開設にかかる
要綱・要領の作成。
出店者の募集→決定　ショップの
装飾、商品陳列、オープンに向け
ての宣伝、広告の実施。
・アンテナショップのオープン。
・来店者へのアンケート実施中。 企画政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成33年度

・藤が丘に新城アンテナショップ追
求
・名古屋市名東区や長久手をター
ゲットに、新城市の魅力を積極的に
ＰＲ

平成30年度 50点

新城ラリー、トレイルレース、自転
車競技などを国際水準に引き上げ、
新城をスポーツ・ツーリズムのメッ
カにします。

・2026年アジア大会競技誘致
・新城ラリー、トレイルレース、自
転車競技などを国際水準に引き上げ
・新城をスポーツツーリズムのメッ
カにする
・廃校や道の駅を活用しフォトロゲ
・観光サイクリング

平成30年度 30点

名古屋圏との経済的つながりを強化
します。

新体育館建設構想を第2次総合計画
に組み入れます。

・建設に向けた協議
・第2次総合計画に組み入れ

平成30年度 10点
・新城市体育協会との打合せを１
回実施。

スポーツツーリズム推進室

・奥三河パワートレイルの実施。
・三河高原トレイルランニングの
実施。
・ツール･ド･新城の実施。
・AACAカップの実施。
・フォトロゲイニング大会の実
施。
・WRC世界ラリー日本招致準備委員
会が設立され、協力団体として愛
知、岐阜開催及び新城コースにつ
いて協議中。

生涯共育課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

平成31年度

平成32年度

桜淵公園再整備計画を実施します。
・プール跡地の活用
・バリアフリー化

平成30年度 30点
・旧市民プールの建築物・工作物
等の撤去。
・さくらの木育成、整備を実施
中。

観光課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

・生涯共育課と古宮城を中心とし
た城跡整備や鬼久保再編等につい
ての情報交換。

地域課（作手）

平成31年度

平成32年度

平成33年度

作手創生事業を推進します。 ・作手創生事業推進

平成30年度 10点

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等



市長マニフェスト進捗管理表（平成３０年度公表）
平成３０年１０月１日現在

【進捗状況の評価目安】
 0点 未着手　10点 現状把握　30点 計画策定着手　40点 計画策定　50点 事業着手又は予算化　70点 事業完了　71点～100点 効果の発生

大項目：「稼ぎ出す力」とまちの元気アップのために

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

商工政策課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

土木課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

名古屋圏との経済的つながりを強化
します。

・名古屋圏との産業交流追求

平成30年度 30点
・名古屋圏の企業との交流を検討
中。

三遠南信道路、三河・東美濃高規格
道路でリニア軸に直結。豊橋・浜松
三ヶ日道路で三河港・太平洋岸地帯
に短時間アクセス実現に向けて取り
組みます。

・三遠南信道路事業促進
・三河・東美濃高規格道路事業促進
・豊橋・浜松三ヶ日道路事業促進

平成30年度 10点
【三遠南信道路】
・適時に地元調整を実施中。
【豊橋・浜松三ヶ日道路】
・要望活動を２回実施。

・名古屋中心部への高速バス乗り入
れ追求

平成30年度 10点
・名古屋中心部への乗り入れにつ
いて、豊鉄バスと協議中。
・名古屋中心部への乗り入れに関
して、高速バス利用者を対象とし
たアンケートを実施中。

行政課

平成31年度

平成32年度

平成33年度

名古屋圏との経済的つながりを強化
します。

中項目 小項目
平成30年度～
平成33年度の

進捗状況

取組状況
担当課等



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成３０年１２月２５日 

担当課・室  健康福祉部 

担当職・氏名  部長  滝川昭彦 

連絡先（電話） （0536）23-7622 ※こども未来課 

連絡先（FAX） （0536）23-7699 

連絡先（Ｅﾒｰﾙ）  kodomo@city.shinshiro.lg.jp 

 

件 名  第１回新城市福祉円卓会議の開催について 

 

内容 

 「第１回新城市福祉円卓会議」を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

日  時  平成３１年１月９日（水） １６時３０分 

 

場  所  新城市役所 ３階 災害対策本部室２ 

 

内  容  （１）辞令交付 

（２）市長あいさつ 

（３）正副会長選出 

（４）諮問 

 

そ の 他  委員については現在調整中です。 

 

 

 



報 道 機 関 発 表 資 料 

（新城市） 

提出日 平成３０年１２月２５日 

担当課・室 健康課 

担当職・氏名 課長 鈴木 英乃 

連絡先（電話） （0536）２３－８５５１ 

連絡先（FAX） （0536）２４－９００８ 

  （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） hoken@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 「新城市自殺対策計画（案）」に係るパブリックコメントの実施について 

 

内容 

  自殺対策基本法が平成２８年４月１日に改正され、都道府県及びすべての市町村に、地

域の実情を勘案した「自殺対策計画」の策定が義務付けられました。市においても、本年

度中に「新城市自殺対策計画」を策定し、今後の自殺対策の方向性を示します。 

  自殺対策は保健、医療、福祉、教育、労働など様々な分野の施策が連携して取り組む必

要があることから、市では関係部課との庁内ワーキングで検討を進め、この度、計画（案）

を作成しましたので、パブリックコメント手続き制度により、意見を募集します。 

 

 

別添資料 

  新城市自殺対策計画（案）のパブリックコメント実施方法について 



  

新城市自殺対策計画（案）のパブリックコメント実施方法について 

 

 新城市の基本的な計画等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱（新城

市パブリックコメント手続要綱）により、新城市自殺対策計画（案）を下記のとおりパブリ

ックコメントに付します。 

 

１．募集期間  平成３１年１月２１日(月)～平成３１年２月１８日(月) 

         ※市ホームページ、広報ほのか２月号に掲載 

２．趣 旨    新城市の自殺対策に関する計画を本年度中に策定するため、関係部課と

の庁内ワーキングで検討を進め、「新城市自殺対策計画（案）」を作成

しましたので、パブリックコメント手続き制度により、意見を募集しま

す。 

３．計画の内容  １．計画の趣旨等 

 ２．新城市の自殺の状況 

３．いのち支える自殺対策における取り組み 

４．計画の推進体制 

５．資料 

４．閲覧期間   募集期間と同じ 

５．閲覧方法   （１）新城市ホームページ 

（２）窓口での閲覧 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日・祝日を除く。） 

健康課（新城保健センター）、本庁福祉介護課、 

鳳来総合支所地域課、作手総合支所地域課 

６．意見提出方法   住所と氏名を記入の上、（１）から（４）のいずれかの方法による。 

   （１）健康課（新城保健センター）に持参。 

※ただし、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。 

（２）郵送(募集期間最終日消印有効) 

宛先：〒441-1301 

新城市矢部字上ノ川1番地８ 

新城保健センターあて 

（３）ファックスで送信 

FAX番号 ０５３６－２４－９００８ 

新城保健センターあて 

（４）Eメールで送信 

メールアドレス hoken@city.shinshiro.lg.jp 

※電話による意見の提出は、受け付けません。 

７．公表     提出された意見に対する個別の回答は行いませんが、市の考え方を整理し

て健康課、市ホームページで公開します。 

８．問合せ先        新城市 健康福祉部 健康課  

 電  話 ０５３６－２３－８５５１ 

Eメール hoken@city.shinshiro.lg.jp 
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（新城市） 

提出日 平成３０年１２月２５日 

担当課・室 商工政策課  防災安全課 

担当職・氏名 課長 

加藤 宏信 

課長 

居澤 正典 

連絡先（電話） （0536）23-7634 （0536）23-7660 

連絡先（FAX） （0536）23-7047 （0536）23-8920 

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） shoukou@city.shinshiro.lg.jp bosai@city.shinshiro.lg.jp 

 

件名 

新城市とルートインジャパン株式会社との 

① 包括連携協力に関する協定の締結について 

② 災害時等における協力に関する協定の締結について 

 

■概要 

 ホテルルートイン新城が平成３１年１月１１日に営業が開始されることに伴い、新城市

宿泊施設整備奨励条例（平成２９年新城市条例第３４号）第１４条の規定に基づき、新城

市とルートインジャパン株式会社において、地域産業の発展・雇用促進に関する事業はじ

め、包括連携協力に関する協定を締結します。 

 なお、包括連携協力に関する協定第２条に基づき、災害時等における協力に関する協定

も併せて締結します。 

   

■詳細 

１ 協定の相手方    東京都品川区大井一丁目３５番３号 

ルートインジャパン株式会社 

代表取締役 永山 泰樹 

 

 ２ 協定締結日     平成３１年１月１０日（木） 

 

３ 調印式の日程と場所 平成３１年１月１０日（木）午後１時００分から 

           本庁舎３階 市長室 

 

４ 主な連携・協力事項 

 （１）新城市とルートインジャパン株式会社との包括連携協力に関する協定 

   ア 地域産業の発展に資すること 

   イ 雇用促進に資すること 

   ウ 観光の振興及びシティプロモーションに資すること 

   エ 災害対策支援に資すること 

   オ その他、市とルートインジャパン株式会社が必要と認めること 
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 （２）災害時等における協力に関する協定 

   ア 災害時等における一時避難場所としての協力 

    （ア）使用可能部分は、１階ロビー及びレストラン、各階廊下及び階段、屋上と

し、無償。ただし、客室の利用その他の各種ホテルサービスについては、こ

の限りではありません。 

 

５ その他 

  両協定書の内容につきましては、協定締結の当日に、会場にて配布及び投げ込みによ 

りお知らせいたします。 



新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市

作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 火 【元日】
2 水
3 木
4 金 8 ： 30 市民病院仕事始め式 新城 新城市民病院 3階　講義室

9 ： 00 消防署仕事始め式 新城 消防防災センター 2階　講堂
9 ： 30 本庁仕事始め式 新城 本庁舎 4階　会議室
10 ： 00 新年交礼会 新城 東庁舎 議場
13 ： 30 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室
15 ： 05 官公署　挨拶回り 市内 市内官公署

5 土 9 ： 00 新春グラウンド・ゴルフを楽しむ会 新城 八名小学校 運動場
12 ： 00 25歳成人式 新城 新城観光ホテル 東館

6 日
7 月 10 ： 00 報道機関　挨拶回り 豊橋 各報道機関

17 ： 30 新城市商工会　新春懇談会 新城 新城観光ホテル 東館
8 火
9 水 10 ： 00 平成31年新城警察署「感謝状贈呈式」 新城 新城文化会館 小ホール

11 ： 15 平成30年度　第3回新城市地域公共交通会議（途中出席） 新城 勤労青少年ホーム 軽運動場
13 ： 50 平成30年度　新城市教職員総会 新城 新城文化会館 小ホール
14 ： 30 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室
16 ： 30 第1回　新城市福祉円卓会議 新城 本庁舎 災害対策本部室2

17 ： 30 平成30年度　新城市教職員会　情報交換会 新城 新城観光ホテル 東館
10 木 9 ： 00 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

14 ： 30 平成31年　東三河8市町村長を囲む新春懇談会 豊橋市 ホテルアークリッシュ豊橋 ザ・グレイス
11 金 9 ： 00 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

14 ： 00 第6回東三河市町村長会議 豊橋 豊橋市役所 政策会議室
12 土 9 ： 10 平成30年度　第21回　聞いてください私の話 新城 新城文化会館 小ホール
13 日 8 ： 40 平成30年度　新城市消防出初式 新城 桜淵いこいの広場 （雨天時：新城市開発センター）

13 ： 30 平成31年　新城市成人式 新城 新城文化会館 大ホール
17 ： 30 平成30年度　新城市消防団新年座談会 新城 新城観光ホテル 本館1階

14 月
15 火 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

12 ： 00 三役会 新城 本庁舎 市長室
13 ： 00 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室
18 ： 00 新城労務対策協議会　新年懇談会 新城 さくら別館

16 水 9 ： 00 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室
18 ： 00 新城青年会議所　新春交歓会 新城 新城観光ホテル 東館1階

17 木 13 ： 00 環境首都創造フォーラム2018年度in京都 京都 しんらん交流館
18 金 9 ： 15 環境首都創造フォーラム2018年度in京都 京都 しんらん交流館

15 ： 00 平成31年　JA愛知東　新春農政懇談会 新城 新城観光ホテル
19 土 ：
20 日 9 ： 00 第43回新城マラソン大会　開会式 新城 新城総合公園

13 ： 00 第29回　子ども陣太鼓発表会 新城 新城文化会館 大ホール
21 月 9 ： 00 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 30 第2回　国民健康保険運営協議会 新城 本庁舎 4-3会議室
14 ： 00 当初予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

22 火 14 ： 00 第11回B＆G全国サミット 東京 笹川記念会館 国際会議場
23 水 13 ： 30 全国市長会議　理事・評議員合同会議 東京都 全国都市会館 大ホール

15 ： 30 スイス大使館訪問 東京都 スイス大使館
24 木 9 ： 00 議員への定例報告会 新城 東庁舎 委員会室

10 ： 30 定例記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室
13 ： 00 第47回　愛知県生活学校大会 新城 新城文化会館 小ホール

25 金 18 ： 00 農業委員会　意見交換会（新春懇談会） 新城 清月
26 土 18 ： 30 新城市女性防火クラブ　新年懇談会 新城 池田屋
27 日 13 ： 30 健康・医療に関するシンポジウム 新城 新城文化会館 大会議室
28 月 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 30 平成30年度　第3回総合教育会議 新城 本庁舎 政策会議室
16 ： 00 奥三河ビジョンフォーラム　首長新春懇談会 新城 消防防災センター他

29 火 9 ： 00 3月補正予算査定 新城 本庁舎 政策会議室
30 水 9 ： 00 3月補正予算査定 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 30 平成30年度　中学生議会 新城 東庁舎 議場
31 木 13 ： 00 豊川水源基金理事会 豊橋 東三河総合庁舎

15 ： 00 東三河市町村長会議 豊橋 豊橋市役所 政策会議室

平成31年 1月

平成30年12月19日

時　　間 場　　　　　所
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