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総合計画の計画的な推進

地方版総合戦略の推進

組織機構及び業務の見直し

適正な定員管理

職員の能力向上及び人材育成

総合計画の計画的な実施と、令和３年度からの第５次総
合計画の策定を進める。（総合戦略と一体的に）

人口減少に歯止めをかけるため、地域の活性化や雇用の
確保等の施策を関係部署と連携しながら進める。

行政需要に的確に対応するため、市民に分かりやすく効
果的な組織、機構の見直しを進める。

定員適正化計画に基づく計画的な定員管理を進めるとと
もに、５年を経過する計画の見直しを進める。

経験年数や職位に応じた研修や人事考課制度により、職
員の能力向上を図り、組織のレベルアップを図る。

地域産業を活性化させるふるさと応援寄付金制度の
推進

危機管理体制の充実と職員意識の向上

市の魅力発信と賑わいが生まれるまちづくりの推進

危機管理に対する各種計画、マニュアル等を整備するとと
もに訓練等を通じて体制充実、職員意識向上を図る。

地域の協力による要支援者の援助体制の構築や防災訓
練等を通じ、市民意識の醸成を図る。

防災減災に対する市民意識の醸成

関係部署と連携し歴史文化など地域の魅力を効果的に発
信し、賑わいの創出につなげる。

伝わりやすく魅力ある情報発心ができる職員の育成のた
めの研修等を実施していく。

【部の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

市長公室　                　４４人（うち会計年度任用職員３人、任期付短時間勤務職員１人）
市長公室長　                 １人
参事                             １人（愛知県からの派遣）
企画政策課　               １０人（うち育休代替会計年度任用職員１人、任期付き短時間勤務職員１人）
人事秘書課　               １１人（うち会計年度任用職員１人）
危機管理課　　　　  　  　   ６人
シティプロモーション課   １０人（うち会計年度任用職員１人）
市長公室付派遣職員　    ５人（都市職員共済組合１人、愛知県３人、海部地区水防事務組合１人）

市民の防災減災意識の向上

市民・団体・企業と連携し、まちづくりの機運を高め、賑わ
いや活力あるまちの形成する。

津島商工会議所との連携により、地域の活性化ともに、津
島市の認知度の向上を図る。

海部地区の担当者で進める「海部エリアパートナーシップ
研究会」等を活用し、連携強化に努める。

団体間の連携を深め、地域で実施する防災訓練や研修等
を通じて防災意識の向上に努める。

部長名

賑わいや活力あるまちづくりの推進

・人口減少が進む中、第４次総合計画に掲げる理念（愛
着・自立・協働）が浸透し、地域が主体となった地域づくり
の進展や、効果的・効率的な行政運営が進み市民の満
足だが向上している。
･市民目線で考えられる適切な人材が育成され適正な職
員配置、組織構築により人員管理が適正に行われること
により、市民サービスの向上が図られ市民満足だが向上
している。
・誰もが市の情報を的確に入手でき効果的に目にする機
会が増えることで、津島市の魅力が市内外に広く認知さ
れ、地域への誇りや愛着が醸成されるとともに、まちに賑
わいと活力が生まれている。
・危機管理体制が十分に整い、また、地域の防災意識の
高まりの中、自主防災組織の活動や、地域の様々な関
係者との連携による防災減災の取組が進み、市民が安
全で安心して暮らしている。

■課題の認識

【解決すべき課題】

関係団体等と協力して、更なる地域の活性化につながる
よう事業を推進する。

魅力をうまくつたえるインナープロモーションの推進

令和2年5月15日

近隣自治体

自主防災組織・
NPO等

広域行政の推進（近隣自治体との共通
課題の検討）

■部の構成

部　名 市長公室

市民・団体など

団体 ふるさと応援寄付金による地域活性化
と市の魅力発信

【課題解決のための対応方針】

協働（市民・関係機関等との連携）

・第５次津島市総合計画の策定を進め、今後１０年間の市
の目指す姿を明らかにし、課題解決のための取組を推進
する。
・時代に合った職員の人材育成や、職場環境の充実、適
正な職員配置、組織構築などを行い組織力の向上を図
る。
・市の危機管理体制の充実を図るとともに、地域における
自主防災活動を支援するなどし、市民の防災意識の向上
につなげる。
・市民への情報提供を正確かつ分かりやすく行うとともに、
市の魅力を磨き上げ、多くの人に認識してもらい、愛着や
誇りをもつ人を増やす。

安井賢悟

【部のビジョン】



部方針書
（令和２年度）

近隣自治体等との連携が進み、効率的な行政経営
が行われるとともに、市民生活の利便性が向上し
ています。

123

■方向性の設定

【重点方針】

・第5次総合計画、地方版総合戦略の策定を進めるとともに、関係部署と連携を図りながら市の重要課題へ
の対応（地域公共交通、市民病院新改革プラン進捗確認、行政改革、国勢調査等）を進めるとともに、来年
度に向けた組織機構の見直しや、定員適正化計画の推進、人材育成等を行い、効率的・効果的な行政運
営を推進する。
・地域との協力による総合防災訓練の実施や、避難行動要支援者制度の構築等を進め、市民の防災意識
の醸成を図るとともに、災害時の危機管理体制の充実を図る。
・まちに愛着と誇りを持つ市民が増えるよう、魅力の掘り起し、磨き上げを行い、賑わいや雇用の創出につ
ながるよう取り組みを進めるとともに、効果的な情報発信を行い、市の認知度向上、イメージアップを図る。

【施策一覧】

課名施策名
優先
順位

市民と行政の情報交流の拡
大

シティプロモーション課

10

8

9

2

1
効率的・効果的な行政経営の
推進

企画政策課
人事秘書課

企画政策課

交流産業の振興 シティプロモーション課

広域的な行政課題への対応

防災対策の充実 危機管理課

4

3

6

7

5

#N/A

市民と行政との情報共有が進み、市民は市政に積
極的に意見を述べ、その意見が市政に反映されて
います。

#N/A

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE! #N/A

#N/A

施策目的

効率的・効果的な行政経営が行われ、最少の経費
で最大の市民サービスが提供されています。

市民の防災意識が高まり、自助・共助・公助による
安心・安全な地域社会の中で市民は安心して生活
しています。

広域連携や新たなイベント、観光資源のネットワー
ク化などにより集客力が強化され、まちなかが周遊
する人でにぎわっています。

#N/A

コード

122

332

313

113
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人口減少を最小限に食い止め、地域への定住を促進するた
め、関係部署と連携しながら対応する。
地方版総合戦略の計画期間を延長し、第５次津島市総合計
画と一体化して改訂する。

行政課題の解決に向けて海部地域での広域的な手法の検
討を行うなど、効果的・効率的な行政運営を行う。また、県
内外の行政との様々な分野での連携を検討していく。

令和元年度に見直しを行った新ルート等での運行開始に向
けて、ルート・ダイヤの周知や具体的な利用方法を掲示した
利用啓発を行い、利用促進を図るとともに、地域公共交通
会議の意見を聴き、公共交通の利便の向上を図る。

第４次津島市総合計画に基づく実施計画を策定するととも
に、当該計画に位置づけられた事業の計画的な実施を図る
ため進捗管理を実施する。
令和３年度から１０年間を計画期間とする第５次津島市総合
計画策定に当っては、地方版総合戦略と一本化する。

新改革プランの進捗状況の確認について、関係各課と調整
を図る。

市民の理解と意見をいただきながら行政改革を進め、財政
の健全化及び行政運営の効率化を図る。

国勢調査は、国内に居住するすべての世帯を対象として５
年毎に行われる大規模な調査であるため、地域住民の協力
や庁内各課の連携により、円滑に調査を実施する。

地方版総合戦略・人口ビジョンの推進

広域連携、地域連携

巡回バスの利用促進及び新ルート等の周知

総合計画の計画的な実施及び第５次津島市総合計
画の策定

津島市民病院との連携

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

○第４次津島市総合計画に掲げた理念（愛着・自立・協
働）が、市民の間に充分定着している。
○人口減少に対応し、効果的な行政経営の仕組みや、
近隣自治体と連携した事務処理の推進などにより、市政
運営が今以上に効率化し、市民満足度が高まっている。

○各部署が自立的・効率的にＰＤＣＡサイクルを運用できる
システムの進行管理に努める。
○第４次津島市総合計画を円滑に推進するため実施計画
による進捗管理を行う。
○広域的な課題解決を図るための検討を行う。

■課題の認識

佐藤　実

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

国勢調査の円滑な実施

行政改革の推進

■課の構成

企画政策課　　       １０人（うち育休代替会計年度任用職員１人、任期付短時間勤務職員１人）
課長　　　　  　　        １人
行政経営G    　　      ９人（うち育休代替会計年度任用職員１人、任期付短時間勤務職員１人）

課　名 企画政策課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年5月18日

海部地区の企画担当者レベルで進める「海部エリアパート
ナーシップ研究会」等を活用し、連携の強化、一層の展開を
図る。

行政と大学・民間企業双方の有する資源を有効活用し、地
域の課題解決や活性化につなげる。

近隣自治体 広域行政の推進（近隣自治体との共通課
題の検討）

教育機関
・民間企業

官学民連携
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12328 広域行政推進事業
地域を取り巻く共通課題に対して、広域的な手法による
解決の検討を行う。

4

津島市民病院等連携事業5

地方版総合戦略の推進

津島市民病院新改革プランの進捗管理について連携・
調整を図る。

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会において総
合戦略等の進捗を検証し、施策の推進に必要な事項に
ついて検討、協議する。総合戦略の改訂に当っては総
合計画と一体化して策定する。

7 行政改革推進事業

1221

1221

6
大学や民間企業と市が幅広い分野で相互に連携・協力
し、地域資源等を生かした協働による取組を実施し、地
域の活力の向上を図る。

市長から指示された重要項目について市民への説明及
び市民からの意見の聴取を経て、有識者会議による提
言・助言を市長に答申する。

1 第５次津島市総合計画策定事業

2

3 統計事務
国勢調査を始めとする各種統計調査を円滑に実施する
とともに、統計調査員の確保・充実を図る。

総合計画の枠組みを整理し、総合計画審議会や庁内策
定会議を開催し、基本構想・基本計画を策定する。

巡回バス運行事業
新ルート等での巡回バスの運行を１０月から開始する。
新ルート等の十分な周知と併せて利用啓発を行い、巡
回バスの利用促進を図る。

5113

官学民連携事業

施策コード

1221

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○第４次津島市総合計画に掲げる施策の推進を図るため、計画的な事業の実施に必要な進捗管理及び
調整を行うとともに、第５次津島市総合計画を策定する。
○地方版総合戦略及び人口ビジョンに基づき、人口減少への対応、雇用の促進等地域の課題解決に向け
た戦略的な取組を推進する。また、次期地方版総合戦略は、第５次津島市総合計画に一体化して策定す
る。
○地域公共交通会議等を開催して専門家等の意見を聴き、地域公共交通の確保及び巡回バスの利用促
進を図るとともに、新ルート等による巡回バスの運行を開始する。
○津島市民病院から情報提供される実績等により、津島市民病院新改革プランの進捗状況等を担当部局
等と連携して管理する。
○財政の健全化及び行政運営の効率化を図るために必要な行政改革を推進し、市民本位の行政の具体
化を目指す。
○今年度実施の国勢調査に向け準備事務を進めるとともに、庁内での連携・協力体制を立ち上げ、市民
の協力を得ながら、円滑に調査を実施する。

【事務事業一覧】

事業概要
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定員適正化計画に基づき、適正な定員管理・職員配置に努める。
次期定員適正化計画を策定する。

昨年度の検討を踏まえ、引き続き組織・機構の見直しを行う。

計画的な研修を実施し、職員の資質、能力向上を図り、組織全体のレベ
ルアップにつなげる。

あいさつを積極的に行い、市役所全体の接遇向上、市民サービスの向上
に努める。

ワークライフバランスを推進するとともに、業務の効率化、効果的な人材
活用により、時間外勤務時間の削減につなげる。

職員のメンタル不調の早期発見、未然予防、職員の健康管理に努める。

関係部署との連絡調整を密にし、円滑な行政運営を図る。

適正な定員管理

組織・機構の見直し

職員の能力向上及び長期的視点に立った人材育成

接遇の向上

ワークライフバランスの推進

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

○厳しい財政状況下、組織・機構及び業務の見直しと職員の適正配
置がなされている。
○公平・公正な人事評価のもと、職員が活き活きと職務に専念し、市
民サービスが向上し市民が満足している。
○現在の状況や将来を見据えて、適正な定員管理を行い、人件費の
抑制に努めている。
○職員研修を通じた自己研鑽、組織による業務体制を構築し、スキル
アップが図られている。
○職員が心身ともに健康で働ける職場環境が形成されている。
○条例、規則等適正な状況で給与が支給されている。
○市長及び副市長が、効率的かつ円滑な職務遂行に専念できる環境
が整えられている。

○多様化する行政需要に的確に応え、行政サービスの向上を図る
ため、適正な定員管理・職員配置、組織・機構の見直しを図る。
○経験年数、職員に応じた研修の実施及び人材育成に努め、職
員のスキルアップを図る。
○「あいさつ」を積極的に行い、接遇の向上、市民サービス向上を
図る。
○業務の見直し、人事労務の効率化、採用強化に努め、効果的な
人材活用を図り、時間外勤務時間の削減に努める。
○関係部署等との調整を密に行い、積極的な情報収集・把握に努
め、市長・副市長のトップマネジメントを遂行するための業務を行
う。

市川記世子

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

市長・副市長のトップマネジメントを遂行するための業務を行う。

円滑な行政運営のための情報収集・把握

政策目標実現のための環境整備

心身ともに健康で働ける職場環境の整備

■課の構成

人事秘書課　　１１人（うち会計年度任用職員１人）
課長          　　  １人
人事G　　　　 　　７人（うち会計年度任用職員１人）
秘書G　　          ３人

課　名 人事秘書課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年5月11日
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12218
政策目標実現のための環境整備事
業

市政全体の動きを把握するとともに、各部署との連絡調整を
行い、市長、副市長のトップマネジメントを遂行するための秘
書業務を遂行する。

1223

1221

職員健康管理事業

7 円滑な行政運営事業

1222

1221

6

4 接遇向上事業

5 ワークライフバランス推進事業

コミュニケーションの基本である、あいさつを積極的に行うとと
もに、市役所全体の接遇向上を図り、市民サービスの向上に
努める。

ワークライフバランスを推進するとともに、業務の見直し、ICT等の導
入等による人事労務の効率化、採用強化等に努め、効果的な人材
活用により、時間外勤務時間の削減につなげる。

時間外勤務やストレスチェック等から、職員のメンタル不調の
早期発見・未然予防に努めるとともに、働きやすい職場環境
の整備に努める。

関係部署との連絡調整を密にし、積極的に正確な情報の収
集・把握に努め、円滑な行政運営を図る。

1221

1222

1 定員管理適正化事業

2 組織･機構の見直し事業

3 人材育成事業

昨年度実施した、組織・機構に関する検討結果を踏まえ、引
き続き現在の組織機構の課題等の把握、効率的な行政機構
の見直しを実施する。

長期的人材育成に重点を置き、経験年数や職員に応じた計
画的な研修を実施し、職員の資質、能力向上を図り、組織全
体のレベルアップに繋げる。

ヒアリングを実施し、現状における各課の業務量、今後見込まれる新
規・廃止事業、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ等が可能な事業を把握し、現状の人員配
置の検証、再任用職員、新採職員等の適正な定員管理に努める。
次期定員適正化計画を策定する。

施策コード

1222

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○現状における各課の業務量等の把握、人員配置の検証及び、再任用職員、新規採用職員等の適正な
定員管理に努める。また、次期定員適正化計画を策定する。
○昨年度の検討結果を踏まえ、引き続き、効率的な組織・機構の見直しを実施する。
○長期的人材育成に重点を置き、職員の資質、能力向上を図り、組織全体のレベルアップに繋げる。
○あいさつを積極的に行い、市役所全体の接遇の向上、市民サービスの向上に繋げる。
○ワークライフバランスを推進するとともに、業務の効率化、効果的な人材活用により、時間外勤務時間の
削減につなげる。
○時間外勤務、ストレスチェック等から、職員のメンタルヘルス不調を早期発見し、未然に予防するとともに
職員の健康管理に努める。
○関係部署等との調整を密に行い、円滑な行政運営に努める。
〇市長・副市長のトップマネジメントを遂行するための秘書業務を遂行する。

【事務事業一覧】

事業概要



課方針書
（令和２年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

危機管理に対する実効性の高い体制を確立する。

災害発生時における初動訓練を実施し、マニュアル等を作
成する。災害時の職員行動や非常配備体制等の周知徹底
を図ると共に、実効性のある訓練等を段階的に実施する。

各地域の自主防災活動・訓練等の意義や必要性を理解して
もら。また、積極的に地域へ出向き、出前講座等を実施して
市民の意識向上を図る。

危機管理能力の向上及び危機管理体制の充実

災害に対する職員意識の向上

自主防災活動に対する市民意識の向上

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・市民が安心・安全な生活を営めるよう、緊急事態に備え
た市の危機管理体制が構築されている。
・隣近所同士が良好な関係でつながり、自助・共助の精
神で自主防災組織が自発的に防災活動をするなど、地
域の防災意識が高まっている。
・市、市民、企業等が相互に連携し、減災まちづくりに協
働で取り組んでいる。

・市の危機管理能力の向上及び危機管理体制の充実を図
る。
・個々の職員の防災意識の向上を図り、災害時に自主的に
行動できる仕組みづくりに取り組んでいく。
・地域のつながりを大切にし、自助・共助の精神で自主的に
行われる防災活動等を支援することで、市民の防災意識向
上につなげていく。

■課題の認識

磯部　　勝

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

■課の構成

危機管理課　　６人
課長　　　　　 　１人
危機防災G　 　５人

課　名 危機管理課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年4月26日

団体相互間の連携強化に努め、市・小学校区及び地域が
実施する防災訓練、防災研修等を通じ意識啓発に努める。

自主防災組
織、NPO等

市民の危機管理及び災害対応への意識の
向上



課方針書
（令和２年度）

10

名古屋大学減災連携研究センター
職員派遣事業

9

防災情報伝達手段向上事業

33218 家具転倒防止金具取付事業

3323

3323

家具に転倒防止金具を取付けることで、地震や水害発生時
に身を守ることの必要性を訴えていく。

名古屋大学減災連携研究センターに職員を受託研究員とし
て派遣することにより、防災・減災についてのスキルやノウハ
ウを市の防災・減災対策に活用する。

市民及び職員への円滑な防災情報伝達を確保するため、機
能を充実させることにより、住民への周知を図る。
また、防災ほっとメール及びＡＳＫメールへの登録を啓発推進
するとともに登録者数の増加に努める。

3322

3323

地域（自主防災組織・町内会など）や民生委員等の協力を得
て、各小学校区単位で協議すると共に各校区の実情に即し
た支援体制の構築を図る。

防災・減災シンポジウム、防災リーダー養成講座、出前講座
等を実施することで、防災教育・防災学習の機会を提供し、
市民の防災減災意識の向上を図る。

3323

3323

6

4

計画・マニュアル等作成・見直し事業

5

自主防災活動推進事業

事前防災及び減災、その他迅速な復旧復興に資する施策を
総合的かつ計画的に実施するため、国土強靭化地域計画を
策定する。
津波災害警戒区域の指定及び日光川水系３河川における想
定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域の公表に伴い、
防災ハザードマップを更新する。

自主防災組織の活動支援を行うことにより、市民の防災
意識の向上を図る。
地区防災計画策定の手引きを作成し、モデル校区を選
定し、計画策定に向け積極的に支援する。

災害時における各種応援や、一時避難場所確保に向け、民
間事業所等との協定締結を推進する。

県境を越えた災害時における広域応援連携の協定締結を推
進する。

小学校と自主防災組織・市などが協働で防災訓練を実施す
ることで、児童・保護者・地域住民・各種団体等、幅広い年齢
層が参加することにより防災・減災意識の向上を図る。

施策コード

3321

事務事業名
優先
順位

1

総合防災訓練実施事業

2

避難行動要支援者支援体制拡充事
業

3

防災教育・防災学習事業

3323

3321

災害時協定推進事業

7 災害時広域連携推進事業

■方向性の設定

【重点方針】

・事前防災及び減災、その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、国土強
靭化地域計画を策定する。
・津波災害警戒区域の指定及び日光川水系３河川における想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区
域の公表に伴い、防災ハザードマップを更新する。
・防災ほっとメールの機能を充実させることにより、住民への周知を図るとともに登録者数の増加に努め
る。また、市民及び職員への円滑な防災情報伝達に努める。
・災害時の避難行動要支援者の支援体制について、関係各課及び地域関係団体と検討する。
・市民の防災意識の高揚に向け、毎月第３日曜日の「家庭防災の日」を定着させることで、家族で話し合え
る環境作りを進める。
・民間事業所等との協定を進め、各種応援態勢の確保を図る。
・災害時の支援・受援に向けた連携及び非常時の助け合い体制の確保に向け、近隣市町村以外にも県外
市町村との円滑な連携体制の構築を進める。
・家具転倒防止金具取付事業の推進により、市民に対する減災対策を図る。
・実効性のある訓練や研修の実施により、防災対応に係る職員意識の向上を図る。

【事務事業一覧】

事業概要



課方針書
（令和２年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

広報紙・ホームページ・SNSを活用し、広く津島市を周知す
る。

市民、参加者に向けて政策をポスターやチラシで効果的に
発信し、魅力を伝えられる職員を育成する。

津島市のにぎわいに繋がる事業を修正しつつ、効果的に発
信し、地域の活性化を図る。

令和2年3月に認定された歴史的風致維持向上計画に基づ
く事業を着実に実施し、市の歴史的風致の維持・向上を図
る。

国際交流事業において姉妹都市事業が中心で、市内での
国際交流の活動要素が少ない。事業のあり方について、基
金を踏まえ見直す。

地域振興のため、返礼品事業を通じて、関係団体と協働し、
更なる地域の活性化に繋げていく。

海部及びその周辺地域と連携して地域に人を呼び込むため
の旅行企画を考案し、売り込む。

市の発信体制について

市の魅力を効果的に伝えるインナープロモーション
の推進

歴史・文化を活かし、津島市の魅力を市外に発信す
るとともに、にぎわいが生まれるまちづくりを推進

歴史・文化のまちづくりにおいて、国の施策を有効活
用し、持続・向上できるまちづくりの推進

津島市の国際交流及び国内交流のあり方について

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

○誰もが津島市の情報を入手でき、市民相互、市民と行
政の情報共有が進んでいる。
○津島市の有する歴史・文化がまちづくりに活かされ、
市民と多くの来訪者との交流が促進されることにより、津
島のまちに、賑わいや新しい魅力と活力が生まれてい
る。
○歴史・文化のまちづくりを引き金に、特色あるまちづくり
を全体に広げている。
○国際交流事業を見直し、地域の実情を踏まえた多文
化交流事業をしている。
○ふるさと応援寄附金の返礼事業を通じて、津島の魅力
をプロモーションしている。

○市民が求める情報を、正確かつ迅速に提供する上で、発
行物の体裁を整え魅力あるものとする。
○津島市民が津島の魅力を再認識し愛着をさらに深める。
同時に、市外の方や観光客が津島の魅力を知り津島のまち
を訪れるようにするため、歴史・文化を活用した事業展開を
する。
○特色あるまちづくりが展開できるよう、国の施策を有効に
活用していく。
○国際交流事業のあり方を見直す。
○津島市の魅力が市外に発信され、認識していただけるよ
うにする。

■課題の認識

安藤公一

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

シティプロモーション課が担当する事務・事業（物品購入や
印刷物等）や地域活性化施策を活用し、市民等の生活支援
や地元の事業者の事業継続支援等を検討・実施する。

広域観光を進める

新型コロナウイルス感染症対策

地場産業を活性化させる、ふるさと応援寄附金の返
礼品事業

■課の構成

シティプロモーション課　１０人（うち会計年度任用職員 １人）
課長　　　　　　　　　 　  　  １人
広報・プロモーションG　 　９人（うち会計年度任用職員 １人）

課　名 シティプロモーション課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年5月14日

市民・団体・企業と連携し、まちづくりへの機運が高まり、に
ぎわいや活力のあるまちを形成する。
国際理解、国際感覚を身につけるための自主的な活動に必
要な連携、支援を行う。
津島商工会議所と連携を図り、地域の活性化とともに津島
市の認知度を向上させる。

市民・団体・
企業

にぎわいや活力のあるまちづくりの推進

市民・団体 津島市国際交流協会との連携

団体 ふるさと応援寄附金の返礼品



課方針書
（令和２年度）

10

9

8

3131

3133

歴史文化のまちづくり推進事業

7 国際・国内交流事業

4312

4433

6

4 広域観光への取り組み

5 インナープロモーション推進事業

海部及びその周辺地域の自治体・観光協会と連携して
各地域の観光資源を活用した旅行者誘因企画を作り上
げる。また、東海地区外国人観光誘致促進協議会の加
入により、国際観光振興を図る。

若手職員を対象に市の取組事業の発信の仕方、効果
的なチラシ等の作成について、実践的な講座を実施し、
プロモーション力を養う。

社会資本整備事業総合交付金を活用した事業を始め、
津島市歴史的風致維持向上計画に基づく、各事業の進
行管理を行う。

津島市国際交流協会と協働し、現在の国際・国内交流
を見直し、市民の国際理解・国際感覚の醸成を図り、多
文化共生を推進する。

1131

3121

1 新型コロナウイルス感染症対策

2 広報紙・ホームページ等充実事業

3
ふるさと応援寄附金返礼品事業の推
進

広報紙や公式ホームページ・SNSによる、閲覧者が知り
得たい情報を的確に発信する。

地場産業の活性化と地元特産品のＰＲを目指すととも
に、津島市の魅力を全国に発信し、認知度を高める。

担当事務・事業等を活用し、新型コロナウイルス感染症
に係る支援策を実施できるよう検討し、既存予算内で対
応可能な支援策を実施する。また、新規の事業等を支
援策とする場合は、必要な補正予算の確保等に努め、
実施する。

施策コード

3121

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○まちに誇りを持つ住民を増加させつつ、関係人口や交流人口を伸ばすために、まちににぎわいと雇用を
創出する事業を実施する。
○歴史・文化ゾーンでの取組みを引き金として、地域にあった特色あるまちづくりを津島市全体に広げてい
く。
○多様化するメディアの活用を積極的に検討し、的確な広報・広聴活動を行うとともに、津島市の魅力を市
内外に発信し、まちを売り込むプロモーションを進めていく。
○市民の多文化共生への理解・国際感覚の醸成を図る。
〇シティプロモーション課が担当する事務・事業（物品購入や印刷物等）や地域活性化施策を活用し、新型
コロナウイルス感染症に係る支援策を実施できるよう検討し、可能な支援策を実施する。また、同支援策を
契機として、観光施策の充実や、津島市の認知度向上につなげていくことも視野に入れる。

【事務事業一覧】

事業概要


