
 

 

第１回鈴鹿市総合計画審議会 資料７ 

 

 

 

第２期行財政経営計画策定時の総合計画審議会からの 

答申に対する各部局の対応実績について 

 

 
平成２３年１１月４日 

 
鈴   鹿   市 



 

 

鈴鹿市総合計画第２期行財政経営計画答申に対する実績について 

番 号 答 申 内 容 対  応 実  績 

２―① 

少子化社会を迎え，子育て支援を

一層推進されたい。 

・子育て支援に関する後期の計画

（平成 22 年度から 26 年度まで）

の策定を予定しております。前期

の計画の見直しを行い，先を見据

えた施策につなぐ計画を策定した

いと考えます。ニーズにあった子

育て支援の充実に努めます。 

（保健福祉部） 

・平成 22 年 3 月に，これまでの前期計

画の見直しにより，平成 22 年度から 26

年度までを計画期間とする鈴鹿市次世

代育成支援行動計画（後期計画）を策定

し，本計画に基づいて，多様な子育てニ

ーズに対応した子育て支援事業の充実

と推進に努めています。 

２―② 

義務教育として基礎・基本的な学

びを保障する教育施策を更に推進

されたい。 

・少人数指導の充実や学習支援ボ

ランティアの活用を図るなど，義

務教育として基礎・基本的な学び

を保障する教育施策を更に推進し

ます。 

（教育委員会事務局） 

・義務教育として基礎・基本的な学びを

保障する教育施策として，少人数学級編

成の推進や学習ボランティアの活用を

図ってきました。 

また，豊かな心の育成として「すずか

夢工房～達人に学ぶ」事業の活用を進め

ています。 

<少人数学級の編制率> 

平成 20 年度：93.5％ 

平成 21 年度：94.1％ 

平成 22 年度：95.1％ 

<学習支援ボランティア登録者数> 

平成 20 年度：762 人 

平成 21 年度：948 人 



 

 

平成 22 年度：1,144 人 

<達人から学んだ子どもたちの数> 

平成 20 年度：14,683 人  

平成 21 年度：10,318 人 

平成 22 年度：12,584 人 

 

これらの取組の結果，児童生徒の学力到

達度調査の結果が向上してきました。 

<学力到達度調査の結果> 

平成 20 年度：98 ポイント 

平成 21 年度：100.8 ポイント 

平成 22 年度：101 ポイント 

２―③ 

生涯スポーツや生涯学習を更に推

進し，豊かな心・健やかな身体を

育み，生きがいのあるまちづくり

に取り組まれたい。 

・関連する「単位施策」の具体的

事業を推進することにより，豊か

な心・健やかな身体を育み，生き

がいのあるまちづくりを図りま

す。 

（文化振興部） 

・市民参加型スポーツ事業の実施及び青

少年育成，公民館事業等の学習活動，及

びこれらに関わる施設の整備・管理運営

等を通じて生涯スポーツや生涯学習の

推進を図ってまいりました。 

<青少年育成団体活動支援事業> 

7団体が実施する青少年健全育成事業

に対し，事業費の一部を補助。 

事業参加者数 

平成 21 年度 51,929 人 

平成 22 年度 53,514 人 

<家庭教育支援事業> 



 

 

社会環境の変化によって，子育てに悩

みや不安を抱えている家庭が少なくな

い現状の中で，保護者等を対象とした研

修会や講演会を開催。 

研修会等参加者数 

平成 21 年度 101 人 

平成 22 年度 543 人 

<公民館運営委託事業> 

地域の特性やニーズに応じた公民館

運営を行い，公民館の活性化を図るため

に，各地区の公民館運営委員会に事業の

企画運営を委託。 

公民館利用者数 

平成 21 年度 433,233 人 

平成 22 年度 445,209 人 

<公民館の施設整備事業> 

老朽化や狭隘化等の公民館の新築移

転及び改修工事等を実施。 

白子公民館増改築工事，稲生公民館新

築移転工事，若松公民館新築移転工事 

合川公民館耐震補強工事，飯野公民館増

改築工事等 

<市主催の各種スポーツ行事・教室等へ

の年間参加者数> 

平成 20 年度 16,682 人 



 

 

平成 21 年度 19,833 人 

平成 22 年度 22,116 人 

２―④ 

文化・スポーツ施設などの整備・

運営にあたっては，施設利用者か

らの意見も参考にし，利用者の立

場に立った配慮を講じられたい。

・関連する「単位施策」の具体的

事業を推進するなかで，施設利用

者の意見も参考にし，利用者の立

場に立った施設の整備・運営を図

ります。 

（文化振興部） 

・文化・スポーツの各施設の管理運営事

業等を通じて，利用者が快適に利用でき

る施設環境の充実を図ってまいりまし

た。 

【文化施設利用者数】 

・市民会館（ホール・展示室） 

 平成 20 年度：73,456 人 

 平成 21 年度：87,308 人 

 平成 22 年度：79,371 人 

・文化会館（ホール・各研修室等・ 

プラネタリウム）

 平成 20 年度：198,439 人 

 平成 21 年度：126,152 人 

 平成 22 年度：134,348 人 

【運動施設・学校体育施設の 

年間利用者数】

 平成 20 年度： 975,393 人 

 平成 21 年度： 994,736 人 

 平成 22 年度：1,014,559 人 

３―① 

自然環境を継続的に保全していく

施策及び子どもたちへの環境教育

施策を引き続き講じられたい。 

・平成２１年３月に発刊する「鈴

鹿市の自然ガイドブック」を資料

として活用し，今後も市民を対象

（環境部） 

・平成 22 年度は，鈴鹿自然大学を 3回，

自然観察会を 6回，展示等を 5回実施し



 

 

に，鈴鹿市の自然に関する観察会

や講座，展示等を開催していきま

す。また，小学校の児童と共に，

身近な場所での自然に関する観察

会等も行います。 

 環境省が主催しているこどもエ

コクラブについても，登録の呼び

かけや，環境活動・学習の教材の

配布，活動に対する助言，講師の

派遣等を行っていきます。 

ました。うち，9 月の鈴鹿自然大学は

COP10 に先立ち，生物多様性をテーマに

開催し，小学生から大人まで 132 名の参

加者に熱心に聴講していただきました。

また，12 月には鈴鹿ハンターにおい

て，ミニ講演・ミニ観察会，工作などの

体験学習を行い，多くの親子の参加に楽

しみながら，自然や生き物とふれあい，

学ぶきっかけづくりを提供しました。 

・こどもエコクラブについては，登録等

の手続きや情報提供などの支援を行い

ました。 

３―② 

ごみの不法投棄対策を一層強化さ

れたい。 

・対応する単位施策を構成する事

務事業を推進することにより，不

法投棄の防止に努めます。 

（環境部） 

・事業の推進及び市民の皆様の協力のお

かげで，年間の不法投棄件数は，平成

15 年度の 379 件をピークに，昨年度は

半数以下の 150 件程度に減少してきて

おります。 

３―③ 

海や河川等の水質保全に向けた施

策を一層推進されたい。 

・今後も継続的に，市内の鈴鹿川

など主な１７河川の２１地点にお

いて，水質調査を行っていきます。

また，事業所からの排水について

は，三重県が指導を行っていきま

す。 

（環境部） 

・平成 22 年度は，17 河川，17 事業場に

ついて，水質の検査を行い，市内の水質

の監視を行っています。 

うち，1事業場の水質について，三重

県とともに指導を行いました。 

３―④ 緑化施策の推進のため，地元産品 ・本市はサツキ・ツツジをはじめ （産業振興部） 



 

 

（花木など）の活用を図られたい。 とした植木類の全国有数の産地で

あるが，全国的に需要が低迷して

いるため，公園，街路，景観，緑

化などの担当部局と連携して，市

内外への植木の利用拡大に努めま

す。 

・植木の需要拡大を図るため，年 2回植

木まつりを開催し，鈴鹿の植木を広くＰ

Ｒしています。 

三重県が開発した「新サツキ」を植木

まつりにおいて，無料配布し利用拡大を

図っています。 

また，生け垣，トピアリーの普及推進

等による新規需要の開拓にも努めてい

ます。 

４―① 

高齢者や障がい者などに必要な福

祉施策を充実させるとともに，地

域住民が互いに助け合い支え合う

社会の実現に努められたい。 

・関連する「単位施策」の具体的

事業を推進することにより，高齢

者，障がい者に配慮した福祉施策

を充実します。 

（保健福祉部） 

・高齢者については次の様な状況となっ

ております。 

高齢者等在宅生活支援事業 

平成 20 年度 ６４７人 

平成 21 年度 ７５２人 

平成 22 年度 ９３１人 

特定高齢者介護予防事業実参加者数 

平成 20 年度 １９１人 

平成 21 年度 ２３０人 

平成 22 年度 ３９９人 

地域密着型サービス拠点施設整備数（新

設） 

平成 20 年度 ２施設 

平成 22 年度 ４施設 

障がい者については，平成２２年度に



 

 

新たに２つのグループホームが建設さ

れ，市内９施設で対象者が利用できるよ

うになりました。 

４―② 

医療体制の充実に取り組まれた

い。 

・鈴鹿市応急診療所の繁忙期にお

ける医科の２診制の充実について

鈴鹿市医師会と協議します。勤務

医不足等により厳しい状況の救急

医療体制を維持するため，緊急性

のない受診を避け，適正な救急医

療の利用方法と，かかりつけ医を

持ち，日常生活を安心して過ごし

ていただくよう市民に啓発を行い

ます。 

（保健福祉部） 

・土・日・祝日の夜間診療について，今

年度から２診体制により，運営を行って

います。 

また，適正な救急医療の利用につい

て，緊急性のない受診の削減や，かかり

つけ医を持つよう継続して啓発を行っ

ています。 

さらに，その一環として，今年度から

家庭看護力の向上を目的とした講座を

市内各地に赴いて行っています。 

４―③ 

外国人との共生社会を進めて，市

民の多文化理解に努められたい。

・関連する「単位施策」の具体的

事業を推進することにより，多文

化共生の推進を一層図ります。 

（生活安全部） 

・外国人との共生社会を進めていくため

の市としての方向性を示すため，庁内関

係課で構成するワーキンググループに

て検討し，それを基に公募委員を含む市

民委員会の中で更に検討を重ね，平成

23 年 3 月，鈴鹿市多文化共生推進指針

を策定しました。 

４―④ 

男女共同参画社会の実現を一層推

進されたい。 

・関連する「単位施策」の具体的

事業を積極的に推進することによ

り，男女共同参画社会の実現を目

（生活安全部） 

・鈴鹿市男女共同参画基本計画及び実施

計画に基づいて，審議会等における女性



 

 

指します。 登用の促進，市民の意識を向上させるた

めに各種の講演会，研修会，出前講座等

を実施し啓発に努めました。 

５―① 

地域の経済力を高めるため，産業

の活性化やそれを支える基盤整備

の強化に努められたい。 

・限られた予算で，できる限り効

果が発揮されるよう，緊急度，重

要度など考慮して整備します。 

（産業振興部） 

・特に緊急性，重要度の高い地元要望を

中心に次の補助事業を実施しました。 

【平成 21 年度件数】 

小規模土地改良事業 22 件 

大規模土地改良事業 14 件 

【平成 22 年度件数】 

小規模土地改良事業 27 件 

大規模土地改良事業 16 件 

ものづくり産業支援センターを開設

し，ＯＢ人材を活用し，企業の基盤整備

に努めました。 

中小企業の基盤強化のため，各種技術

勉強会を通年で開催し，他分野への進出

等に向けた企業の強みを活かす取組み

を進めてきました。 

５―② 

農林水産商工業の振興のため，地

元産品の加工業の育成に努められ

たい。 

・農水商工事業者の連携促進によ

り，地元の一次産業産品を活用し

た新たな商品の開発や，生産・販

売方式の工夫等による高付加価値

化の推進に努めます。 

（産業振興部） 

・米粉，あなご，こんにゃく，味噌，茶

等の地域農水産品を活用した商品の開

発に対する補助を行いました。 

また，鈴鹿市知的財産戦略計画の具体

的取組みとして，生産から販売までの各



 

 

段階における各事業者への支援を行っ

ています。 

５―③ 

景観に配慮し，緑豊かな街を維持

しながら，活力のある観光振興施

策を推進されたい。 

・良好な自然景観やすぐれた歴史

景観などに配慮し，豊かで安らぎ

と潤いが感じられる街の貴重な緑

を守り，これらの資源を有効に活

用した活力のある観光施策に努め

ます。 

（産業振興部） 

・自然景観や歴史景観を活用した観光施

策に関しては，旧街道，海岸線，フラワ

ーパーク等を活用したウォークイベン

トを鉄道事業者等と連携して実施しま

した。 

また，フラワークパークで自然とふれ

あう花植え体験イベントを実施しまし

た。 

ウォークイベント実施回数と参加人数 

平成 20 年度 3 回（575 名） 

平成 21 年度 7 回（3,467 名） 

平成 22 年度 6 回（2,857 名） 

フラワーパーク花植え体験イベント 

実施回数と参加人数 

平成 21 年度 1 回（52 名） 

平成 22 年度 2 回（142 名） 

６―① 

安全で安心できる市民生活を確保

するため，大規模自然災害（地震

等），ならびに大規模感染病等の対

策を一層推進されたい。 

・対応する単位施策を構成する事

務事業を，限られた予算でできる

限り効果が発揮されるよう，緊急

度，重要度などを考慮し，推進し

ていきます。 

（生活安全部，保健福祉部） 

・大規模な自然災害に即応できるよう

に，地域の自主防災活動の体制の強化を

図りました。また，ハード面では，耐震

事業を推進することにより，市民の安全

対策が向上しました。 



 

 

大規模感染症の発生時の対策として，

「鈴鹿市新型インフルエンザ業務継続

対応マニュアル」を作成し，それに基づ

き，マスク等の備蓄を行っています。 

６―② 

防犯対策の推進のため，警察機関

等との一層の連携・協力を図られ

たい。 

・防犯対策の推進のため，引き続

き警察や関係機関との一層の連

携・協力を図ります。 

（生活安全部） 

・鈴鹿警察署，鈴鹿地区防犯協会など，

関係機関との連携により，防犯対策を推

進しました。 

○地域安全活動事業の推進 

 1 安全・安心フェスタすずかの開催 

期日 平成 21 年 11 月 14 日 

平成 22 年 11 月 13 日 

  場所 イオンモール鈴鹿 

  入場者 各年 60,000 名程度 

 2 各種防犯防止用チラシの配布等 

○その他犯罪抑止関係会議の開催等 

６―③ 

鈴鹿市青少年対策推進本部を中核

に，地域・警察・行政が連携し，

子どもたちの安全・安心ネットワ

ークの取り組みを一層推進された

い。 

・今年度から地域防犯パトロール

隊と学校安全安心パトロール隊の

合同連絡会議や研修会を開催し，

一層の連携を図っています。これ

らにより，一層の推進に努めます。

（教育委員会事務局） 

・青少年対策推進本部が中心となり「す

ずか安全安心ネットワーク」の充実に努

めてきました。 

＜安全安心パトロール隊連絡会議＞ 

小学校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊代表者，小学校長，自主

防犯団体代表者，青対関係団体と年間２

回の情報交換及び研修会を実施   

＜安全安心地域リーダー養成講座＞＊



 

 

小学校パトロール隊関係者を対象とし

て年間４回の研修講座を開催     

研修講座参加者 

平成 21 年度：34 人 

平成 22 年度：47 人 

平成 23 年度：35 人 

 

これらの取組の結果，ボランティア参加

人数，青パトの導入台数の増加や事業所

団体とのパトロール協力の強化が図ら

れました。 

＜安全安心ボランティアの参加人数＞ 

平成 21 年度：4,223 人 

平成 22 年度：4,535 人 

平成 23 年度：4,727 人 

＜小学校への青パトの導入＞ 

平成 21 年度：18 校・52 台 

平成 22 年度：24 校・65 台 

平成 23 年度：30 校・74 台 

＜事業所団体とのパトロールの協力＞ 

平成 21 年度：7団体（20 年度末実績）

平成 22 年度：7団体（21 年度末実績）

平成 23 年度：8団体（22 年度末実績）

６―④ 
交通安全意識の高揚のため，安全

教育を充実させるとともに，施設

・交通安全意識高揚のため，引き

続き交通安全教育を充実させると

（生活安全部） 

・鈴鹿市交通安全都市推進協議会を母体



 

 

整備等を推進されたい。 ともに，施設整備を推進します。 に交通安全教育を実施しました。 

○交通安全教育の充実 

[平成 21 年度] 

1 幼児，児童，生徒の交通安全教室 

  幼稚園           34 回， 2,680 人

    保育所           32 回， 2,668 人

    小学校           37 回，12,653 人

  中学校            8 回， 1,802 人

2 高齢者交通安全教室 39 回，4,488 人

3 外国人交通安全講習  9 回，  368 人

4 企業の交通安全講習 18 回，2,066 人

5 自動車安全点検教室  2 回(一般・女性) 

6 その他交通安全教室27回,約6,000人

[平成 22 年度] 

1 幼児，児童，生徒の交通安全教室 

  幼稚園           29 回， 1,791 人

    保育所           41 回， 3,240 人

    小学校           31 回，10,603 人

  中学校            6 回， 1,881 人

2 高齢者交通安全教室 33 回，3,665 人

3 外国人交通安全講習 12 回，  237 人

4 企業の交通安全講習 27 回，2,050 人

5 自動車安全点検教室  2 回(一般・女性) 

6 その他交通安全教室34回,約5,000人

 



 

 

○施設整備 

歩行者空間整備（ｸﾞﾘｰﾝ帯） 

平成21年度946.6m H22年度5559.7m

道路反射鏡 

 平成 21 年度 141 基 H22 年度 120 基 

７―① 

市民参加と協働を進めるため，市

民の責務や行政の責務を明確にし

た「市民参加のルールづくり」に

取り組まれたい。 

・条例検討庁内ワーキング，明日

のまちづくりを考えるシンポジウ

ム，市内６カ所でのタウンミーテ

ィングを経て，市民，職員双方に

市民参加と協働のまちづくりの必

要性を啓発してきました。今後は，

現在，市民と協働で取り組みを進

めている「みんなでつくる鈴鹿ま

ちづくり条例を考える会」におい

て，市民の声を活かしたまちづく

りの条例の制定にむけて，積極的

に取り組みを進めていきます。 

（生活安全部） 

・公募市民を含む市民委員会として「み

んなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考

える会」を設置し，市民参加や協働の概

念を含んだまちづくりのルールづくり

について１年半にわたり検討を重ね，提

言書をまとめていただきました。市で

は，この提言書を受け，庁内に（仮称）

鈴鹿市まちづくり基本条例策定委員会

設け，条例案策定のための協議，検討を

行うこととしました。 

７―② 

行政改革の推進など，効果的で効

率的な行政運営を更に推進された

い。 

・効果的で効率的な行政運営のた

め，関連する単位施策を推進し，

民間活力の導入や行財政改革など

を進めます。 

（総務部） 

・民間活力を活かした指定管理者制度導

入施設の増加（37 施設から 40 施設）や，

ＰＦＩ制度導入施設の稼働により組織

がスリム化されました。 

効果的で効率的な行政運営のため，行

財政改革は不断に行うものとして，集中

改革プランでの長期的な取組みを継続



 

 

して取組みました。 

集中改革プラン最終年度（平成 21 年

度）の行財政改革効果額は，単年度ベー

スで約 3億 6千万円，累積ベースで約 7

億 5千万円でした。 

７―③ 

成果に関する数値目標を明確に

し，事業実施後に検証や評価を行

って，それを次の計画や事業に生

かすという継続的改善の取り組み

を一層充実されたい。 

・新たに定められるすべての単位

施策において成果指標を設定し併

せて進行管理を行います。評価結

果と予算の連携を図るべく予算事

業と評価事業の整合を進めてお

り，一層の効果的・効率的な計画

運営を進めたいと考えています。

（企画財務部） 

・平成 21 年度実施事業の予算要求から

各事務事業と予算事業を整合させ，予算

との連携性の向上を図りました。 

効果・効率的な計画運営を進めるた

め，単位施策評価により，進行管理を行

うとともに，成果指標の実績値に基づく

事後評価を実施し，その評価結果及び課

題認識を踏まえ，次年度の構成事務事業

の方向性と優先順位付けを行いました。

また第 3 期行財政経営計画の策定に

向けて，平成 23 年度評価（平成 22 年度

実績）では第 2期の中間評価を実施しま

した。 

事務事業評価においては，克服すべき

課題内容を大まかなカテゴリーに分類

し，方向性を明確にした具体的改善に向

けて様式変更を行い，事後評価により主

に各事務事業の有効性，効率性の向上に

努めました。 



 

 

また行政評価結果を活かし，継続的改

善に取り組むため，所属別，階層別に行

政評価レベルアップ研修を継続的に実

施しました。 

７―④ 

複数の部局にわたる横断的な課題

（例えば，男女共同参画の視点，

人権尊重の視点等）の取り組みに

あたっては，連携を密にして全市

的に取り組まれたい。 

・複数の部局にわたる横断的な課

題には，政策幹部会議でもって，

連携を密にし，情報を共有して今

後も取り組んでいきます。 

（企画財務部） 

・複数の部局にわたる横断的な課題は，

政策幹部会議において，市政の最高方針

等や，その推進に関する重要な施策につ

いて審議し，部局を横断する視点で議論

をし，決定しています。 

男女共同参画推進本部会議は，行財政

改革計画実施計画に基づき政策幹部会

議に統合しております。 

７―⑤ 

本計画の推進にあたり，情報を広

く市民に公表し，共有されたい。

・広報すずかをはじめ，ホームペ

ージやテレビ広報，コミュニティ

ＦＭなどを通じて，市民への広報

を行います。 

・情報提供コーナーに計画書等行

政資料，統計資料，会議録等を置

いて来庁者が閲覧，コピーできる

ようにしています。 

（企画財務部，総務部） 

・次の媒体により広報を行いました。な

お，コミュニティ FM 放送は主に日常の

お知らせ紹介番組であるため，特に取り

上げることはできませんでした。 

平成 21 年 3 月 5 日号広報で特集記事掲

載 

平成 21 年 4 月からホームページに掲載

平成 21 年 4 月放送テレビ広報で紹介 

平成 22 年 1 月放送テレビ広報で紹介 

・本館４階の情報提供コーナーに計画書

等行政資料，統計資料，会議録等を置き，



 

 

来庁者が閲覧，コピーできるようにしま

した。 

８ 

行財政経営計画案の文言や字句等

の表現については，本審議会での

意見を参考にされたい。 

・審議会意見を参考とした表記に

努めます。 

（企画財務部） 

・審議会意見を参考とした表記を行いま

した。 

 

 


