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パブリックコメント 意見への対応について 

（人と文化を育むまちづくり） 

 意見 対応・素案への反映 

１  

施策３：子どもを育てやすい環境づくり 

・第 2期に明記されていた「仕事と子育ての両立ができ」と

いう言葉を削った理由は。 

 

子育て支援課 

・子育ての状況は各家庭の事情により様々であるため，ビジョンとして

は，その形態を特定せず，全ての子育て家庭を捉えることが望ましい

と考えました。 

２  

施策６：みんなで守り育てる青少年の健全育成 

・第 2 期では「地域（小学校区）」という表記になっていた

が，カッコ書きが無くなった理由は。 

青少年課 

・小学校区だけでなく，小・中学校すべての学校区で健全育成の 

取組が広がっていることから，小学校区とした限定を取り除きまし

た。 

３  

単位施策１：地域・保護者・学校の連携による青少年育成の

支援 

・鈴鹿市単位施策評価シートで，７総合評価，８環境変化を

踏まえた課題認識，９今後の方向性新規事業や既存事業の

24 年度における優先順位の考え方を記しているが，この

生涯学習課 

・「生きる力」とは，社会環境の大きな変化の中で，生涯にわたり共に

学び支え合い，豊かな心と健やかな体を育み，地域社会の中で主体的

に生きることができる力のことです。青少年の健全育成は，各地区で

結成されている町民会議をはじめとして，地域を基盤とした地域組織
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 意見 対応・素案への反映 

中で，行政だけでなく地域・家庭・学校等と連携を密にし

て，青少年の健全育成に取り組み，これらを市民に周知・

啓発をしていくことが重要である。としているが，そのと

おりだと考えます。関係者だけ，特定の団体に任すという

のでは，そうですかと云うだけになるおそれがある。市民

は，まず，行政がイメージ作りをして引っ張っていくこと

から始まると考えているように思える。この施策の中で

も，抽象的で分らない目的が記されている。例えば，「生

きる力」を育むためには，どのような青少年育成事業を行

えば達成するのですか。個別事業内容を具体的表現に見直

しが必要である。 

 

・成果指標が「事業への参加者延べ数」から「事業への参加

者満足度」となったのは，市民の感じ方をより重視した本

質的な成果指標と考え評価している。 

の積極的な活動が最も効果的であると考え，地域・家庭・学校が連携

した地域主体の活動を支援しています。 

単位施策評価シートは，将来都市像に向けて取り組む具体的な事務事

業を目的別にまとめたもので，個々の事業の詳細の記載はありませ

ん。詳細については，事務事業評価シートにて公開をしています。例

えば，「放課後子ども教室推進事業」は，放課後の子どもたちの安全

安心な居場所として公民館を利用し，地域ボランティアの参画を得

て，地域社会の中で様々な体験・交流・学習活動を通じて，子どもた

ちの社会性・自主性などを養うことを目的としています。また，「市

民学習活性化事業」は，子育てに不安や悩みを抱える家庭が少なくな

い現状の中で，保護者等を対象とした子育て支援の研修会等を開催し

ています。 

・事業への参加者に対するアンケート結果から得た満足度は，参加者が

事業に対して受け止めた感想を反映したものであり，市民のニーズを

捉えた事業を実施していく上で，適した指標と考え，変更しました。 
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 意見 対応・素案への反映 

４  

単位施策２：地域における学習活動の推進 

・公民館活動は，今後利用ニーズが高まると思うが，その市

民の需要増加に最大限有効に利用できる組織と統一され

た運用が必要と考える。地域の特色を活かした自主的な弾

力的な運用ではなく，効率的運用のルール作成と基本的運

用を統一する必要があると思う。一つの方法として，利用

効率を高める計画の提出を義務付けた民間への委託方式

（競争）も試験的に行い，その成果を既存設備にも応用す

ることが必要と考える。 

 

 

 

・具体的に，目的の「心豊かな生活をおくる」とは，どのよ

うなことなのか。参考事例などをあげ，学習活動参加者な

どにアンケートを取って指標決めをしてはどうか。また，

生涯学習課 

・公民館は，①課題解決に向けた地域づくりのための学習活動②サーク

ル活動③貸館の３つの主な事業を行っています。使用時間等について

は，条例・規則の規定のほか，一定の指針により運用を行っています

が，地域の特色等から一律な運用がそぐわない部分もあり，地域住民

で組織する公民館運営委員会などの意見も聞きながら運用方法を決

定しています。特に，サークル活動の利用が多い公民館では，新規の

サークルの立上や地域団体等からの貸館利用が困難な状況になって

いるため，利用回数を制限しているところもあります。本市の公民館

は，地域の公民館運営委員会に委託し，地域住民の意思を反映させ，

地域の特色を活かした自主的な運営を推進していることから，民間委

託方式は考えていません。 

・公民館は住民の生きがいや自己実現の場，交流の場，仲間づくりの場

として広く地域住民に利用していただいていますが，個人の学びだけ

に終わるのではなく，学んで得た知識や技能，経験を地域課題の解決
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 意見 対応・素案への反映 

公民館活動がよくわからない。ＰＲすべきである。 のために活かす「地域づくりの拠点」としての役割があります。これ

らの役割を果たすことで，個人も豊かになり，公民館利用者が増える

ことで豊かな地域づくりが実現するものと考えますので，指標として

年間の参加者数が適切と考えます。 

 本市の公民館は，地域住民の意思を反映させ，地域の特色を活かした

自主的な運営を推進していますが，地域づくりの拠点としての役割の

周知が十分でないことはご指摘のとおりです。公民館だよりへの掲

載，サークル代表者会議や地域組織の会議等での周知も含め，ＰＲの

工夫に努めます。 

５  

単位施策３：図書館サービスの充実 

・第 2 期では平成 27 年度目標値が 780,000 冊以上となって

いるが，750,000 冊に変更した理由は。 

 

 

 

図書館 

・貸出冊数については，第 2期行財政経営計画では，ゆるやかではある

が増加傾向あると見込み，平成 27 年度目標値を，780,000 冊以上とし

てきました。 

また，書架は，飽和状態にあり，蔵書冊数をこれ以上増やすことが難

しい状況にあります。そこで，現在，公民館などで，より多くの図書



 

5 
 

 意見 対応・素案への反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目標到達の難しさを設備等にも要因ありとしているが，貸

出冊数の実態はそうか。現在の貸出し予約待ちなどを鑑み

て，リクエストによる図書の購入や他市などとの相互貸借

制度の充実を図ってはどうか。また，廃棄本のリストを事

前に公表するなどのサービスを行ってはいかがか。 

が利用できるよう地域サービス事業を実施し，図書館利用サービスの

充実を図り，利用者及び貸出冊数の拡充に努めています。 

なお，本館利用については，魅力ある図書の購入はもちろんのこと，

施設の設備改修や修繕及び図書館システムの更新などにより利用の

減少を食い止め，現状を維持することを目標としたいと考えていま

す。 

そのため，これまでの経過や，平成 22 年度実績などをもとに， 

平成 27 年度の目標値を，750,000 冊に変更しています。 

・図書購入につきましては，昨年度リクエスト本を含めて 11,025 冊を

購入しています。その中で，予約件数の多い図書については副本とし

て購入しますが，限られた予算の中で，十分とはいえない状況は確か

です。また，相互貸借につきましては，三重県立図書館を中心館とし

て，三重県立図書館と県内市町立図書館並びに三重県立図書館と近隣

県立図書館が協定を締結し，相互貸借制度を活用していただいていま

す。 
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 意見 対応・素案への反映 

廃棄本の公表につきましては，昨年度の除籍冊数が 10,782 冊ありま

した。この除籍本の活用としまして，保育所等で再利用をしたり，図

書館にリサイクルコーナーを設置し市民の方に有効利用を図ってい

ます。このリサイク本として 9,252 冊を再利用しています。残りの図

書が廃棄本（ブックエコとして建設資材に活用）となりますが，廃棄

手続き後に活用するため，廃棄本のリストはございません。 

６  

単位施策４：高等教育機関との連携 

・目標値達成となっているが，元々，目標値が低すぎるよう

に思える。課題認識及び考え方で述べられているように，

上位目標を鑑みて幅広く取り上げる必要がある。義務教育

機関だけを考えても更なる増加を期待するところである。

企画課 

・目標値については，第 2 期行財政経営計画の平成 27 年度目標数値で

ある 20 事業を上回っていることから，今後はこの数値を維持しなが

ら内容の充実を図っていきたいと考えています。 

７  

単位施策５：生み育てやすい地域社会づくり 

・20 年度の実績（69,613 人）から見ると、期末目標値の設

定（45,000 人以上）は安易過ぎる。また社会現象ともな

っている孤立しがち核家族，児童虐待などを防止していく

子育て支援課 

・今回の目標値は平成 22 年度実績に基づき平成 27 年度目標値を 78,000

人としていますが，前回の反省も踏まえ，目標値については前年度実

績だけでなく，現年及び次年度以降の状況等も勘案して設定していま
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 意見 対応・素案への反映 

ためにも、行政などからの積極的な呼びかけを行い、市民

の協力が自然と出てくる雰囲気作りが必要である。 

す。ご意見を念頭に置き，地域住民が核家族等の子育て家庭に寄り添

い，孤立することのないような事業展開を図っていきたいと考えてい

ます。 

８  

単位施策６：子育て家庭への支援 

・鈴鹿市内の放課後児童クラブ数は鈴鹿市ホームページで見

ると，29 か所設けられている。目標値 30 か所（27 年度）

は，設立がこれからのものがあると云うことか。 

・総合評価で，平成 23 年度の期末目標である 30 園すべてが

22 年度内に最終目標値を達成できた。また，今後の方向

性で，就学後のニーズに対応する放課後児童クラブは，設

置数を伸ばしてきたものの，年々増加する入所児童に対応

するため，施設の環境整備を優先的に進めるとあり，目標

値変更が必要。 

子育て支援課 

・現在，鈴鹿市の放課後児童クラブは 30 小学校区中 27 校区に計 34 ク

ラブがあります。（市ホームページ上の 29 か所は同住所の分設分 4と

新規分 1の計 5か所が非掲載→近日中に掲載予定）目標値 30 か所（27

年度）は，指標のとおり，分設や耐震性等の環境整備済みの放課後児

童クラブ数（教育委員会管轄の公立幼稚園の一室を利用している整備

済の 4 放課後児童クラブを除く⇒34－4＝30）となっており，目標値

30 と現状値 28 の差の 2か所について今後，環境整備を行うというこ

とです。総合評価で、「平成 23 年度の期末目標である 30 園すべてが

22 年度内に最終目標値を達成できた」とあるのは延長保育実施保育園

数のことであり，放課後児童クラブ数のことではありません。 
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 意見 対応・素案への反映 

９  

単位施策７：保育環境の充実 

・目的に沿って考えると，２か所の建て替えだけを計画する

ことは，適正規模の定員を確保できない保育園が残数８園

あるということになる。せめて，計画的な施設整備などを

行って，安心・安全で快適に過ごせる保育施設を整備する

ことも指標に掲げてはどうか。また，私立保育所について

は，施設整備の指導等を行う必要があると考える。 

子育て支援課 

・現在も適正規模の定員は確保していますが，老朽化が進み，開所が困

難な状況にならないためにも，施設の建て替えを進めております。そ

の中で，平成２７年度までの目標値が２か所ということであり，目的

に沿った計画的な施設整備を今後とも行っていきます。また，私立保

育園については，毎年，施設整備を行っています。 

１０ 

単位施策８：子どもの教育環境の充実 

・成果指標「実施計画登載事業の進捗率」とあるが，「実施

計画登載事業の内容はどこに明記されているのか。事業内

容がわからなければ成果指標とすべき内容かわからない。

・この夏の熱中症などを鑑みると，教室内のエアコンなどの

設置が急務と考える。この設備について，ＰＴＡ等から設

備提供設置の申し出がある学校もあるように聞いている

が，行政サイドの許可がおりず断念せざるを得ないらし

教育総務課 

・実施計画については，市のホームページに掲載しています。また，企

画課及び市政情報課においても公開しています。 

 

・個別の事業内容については，当行財政経営計画が決定してから，それ

に基づき計画していくことから，現段階では，回答すべきものではな

いと考えています。 
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 意見 対応・素案への反映 

い。ＰＴＡと学校長の協議の中で進めてもＯＫとのルール

を作ってはどうか。もちろん，行政で設置するのが本筋と

思うが。 

１１ 

単位施策９：就学前教育の充実 

・指標が「効率化された公立幼稚園数」19 年度から未実施

の結果であり，必要だからテーマアップしたのだろうが，

指標の具体的内容が分り難いうえに，この結果では，計画

を取り下げ，練り直しが妥当だと考える。 

学校教育課 

・指標設定は，公立幼稚園の統廃合や公立幼稚園と保育所の一元化によ

る幼稚園再編整備を実施することで，適正な規模での集団による教育

が行われている状態を目指しています。再編整備により，資源投入（財

政面）は縮小しますが，各公立幼稚園の教育環境は充実させます。 

１２ 

単位施策１０：学校教育の充実 

・目的が，「児童生徒が健康で明るく学びながら，生きる力

の基礎を身に付けている。」指標が「少人数学級編制の実

施率」今後の方向性を「学力保障の推進を図る事業を最優

先とし，教育環境整備や地域と協働して取り組む事業を優

先･･･」と評価されている。基礎学力の保障とキャリア教

育の徹底が学校教育の場の責務と思う。少人数学級編制は

学校教育課 

・「基礎学力の保障」については，「単位施策 12：確かな学力づくり」の

項目に記載されています。ここでは，子どもたちが健康で明るく学べ

るために，よりきめ細やかな教育を実施する「環境面での施策」とし

て，少人数学級編制の実施率を指標としています。 
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 意見 対応・素案への反映 

一つの手段である。例えば，全児童・生徒が成績評価で５

段階の３以上の評価は得る。とかにすべき。 

１３ 

単位施策１１：学校教育を支える地域社会づくり 

・今後の方向性は，「子どもが豊かな出会いを経験する事業

を優先する。」とある。子どもは学校・家庭・地域が一体

となってはぐくむ時代にきているとも思うが，ボランティ

ア数のみをカウントするのではなく，あらかじめ年間計画

の中で，学校・家庭・地域を取り入れた授業内容を構成し

実施結果はその都度評価・公表する。 

青少年課 

・家庭・学校・地域が連携した教育環境づくりを進めていくことが大切

であり，本市では特に，学校と地域との連携を大切にしていることか

ら，学校を支援するボランティアの登録者数を指標とすることが必要

と考えます。 

なお，各学校の教育内容については，自己評価を行うとともに，その

結果をホームページに公表しています。 

１４ 

単位施策１２：確かな学力づくり 

・目的は「子どもたちの学力が全国標準に到達している。」，

指標：学力到達度調査の結果，100 ﾎﾟｲﾝﾄ以上」となって

いる。このように計画当初年（21 年）に既に達成してい

る。 

 

指導課 

・学力到達度調査については，全体平均では全国標準には達しているも

のの，平成２２年度においては，小学校では７校，中学校では８校（計

１５校）しか全校標準には達していません。全ての学校が全国標準に

達することが，確かな学力づくりにつながっていくと考えることか

ら，指標を全国標準 100 ポイント以上の学校数に修正します。 
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 意見 対応・素案への反映 

・学力到達度目標に向けた取組が，少人数学級編成と関係す

る場合，単位施策１０：学校教育の充実と重複感があるが，

資源投入方向性拡大の根拠と具体的取組内容を明記する

必要があるのではないか。 

・学力到達度目標に向けた取組においては，子どもたちに，基礎的・基

本的な知識・技能を習得し，これらを活用して課題を解決するために

必要な思考力・判断力・表現力等を育み，主体的に学習に取り組む態

度を育成するためには，日々の授業を中心とした教育活動の工夫と改

善を図り，誰もがわかる喜びを実感し，学ぶ意欲を高める取組が重要

です。 

これに対して，少人数学級編成は，「環境面の施策」であり，一人一

人の子どもたちの能力や特性に応じたきめ細かな指導と支援に努め

るとともに，教職員がゆとりをもって子どもに向き合う教育環境づく

りが必要です。 

なお，単位施策１２の資源投入方向性は現状維持で考えています。 

１５ 

単位施策１３：人権教育の推進 

・目的は「子どもたちの人権感覚が高まり･･･」への期待で

ある。指標が，外国人教育指導助手，外国人児童生徒支援

員等の人数として，計画当初年（21 年）に既に達成して

人権教育課 

・人権教育においては，様々な人権課題について取り組んでいるが，社

会のグローバル化が進む中，多文化共生の人権感覚と実践力をもった

子どもの育成が重要となっている。学校教育においては，国籍や文化
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 意見 対応・素案への反映 

いる。 の異なる児童生徒が，お互いを理解し，ともに学び合う活動を通して，

一人一人の学力を高めていく取り組みを進めていくこととなります。

その成果の現れとして，外国人児童生徒が学力をつけ，日本人児童生

徒と同等の高校進学率になることをめざしています。このようなこと

から指標を「外国人生徒の進学率」に変更しました。 

１６ 

単位施策１５：教育相談の充実 

・不登校の児童生徒が増加している現状について，どの様に

検証しているか。 

 

 

・第 2期では平成 27 年度目標値が 1.00％となっているが，

1.20％に変更した理由は。 

教育研究所 

・30 日以上の欠席者については，毎月学校から報告を受けていますが，

不登校の要因については複雑化しており一様でないため，統計的な検

証については困難です。そのため，個別ごとの事案に対し，学校等と

連携をとりながら適切に対応しています。 

・平成２２年度末で，不登校の子どもが予想を上まわり増加していた状

況を踏まえ，変更しました。 

１７ 

単位施策１６：市民参加型スポーツの推進 

単位施策１７：快適に利用できる運動施設の整備・運営 

・今後の方向性でも述べられているように，より多くの方が

スポーツ課 

・鈴鹿市のスポーツ施設は，プロスポーツを開催するには十分な施設で

はありませんし，新たなスポーツ施設を建設することは財政的に困難



 

13 
 

 意見 対応・素案への反映 

スポーツと触れ合える機会を増やし，スポーツを行えない

体調の人にも，スポーツを楽しめるように，プロスポーツ

が観戦できる「場」と「機会」の創出を提案すべきである。

です。県や競技団体，企業等が開催するスポーツイベントの支援を進

めます。 

１８ 

単位施策１８：子どもの安全安心ネットワークの充実 

・目的は，子どもたちが安全で安心な地域（小学校区）で育

っている。指標：パトロール隊活動への参加人数となって

いる。この計画は当初年（21 年）に既に達成している。

但し，継続への施策の策定が必要。 

青少年課 

・地域ぐるみの教育の一端を担う安全安心ボランティアの広がりは，誰

もが安全で安心して生活できる鈴鹿のまちづくりにつながる取組で

あることから，さらに拡充を図っていく必要があると考えます。 

１９ 

単位施策１９：青少年の健全育成 

・指標名を「各中学校区における青少年健全育成活動への参

加者数」から「あいさつ運動への児童生徒の参加者数」に

変更した理由は。 

青少年課 

・児童生徒による主体的なあいさつ運動は，児童生徒自らが規範意識を

高め，社会で必要な力を培うことにつながる具体的な活動であること

から指標名を変更しました。また，対象者を明確にするため「あいさ

つ運動への児童生徒の参加者数」を「あいさつ運動への児童会・生徒

会役員の参加者数」に変更してします。 
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 意見 対応・素案への反映 

（用語解説）「あいさつ運動」は，児童会・生徒会役員が中心となって，

毎月定期的に保護者や地域住民の協力を得ながら校門等で登校する

児童生徒にあいさつを呼び掛ける取組のこと。 

２０ 

単位施策２０：文化財を発掘・保存・活用したまちづくりの

推進 

・まちかど博物館，地域の祭り・催し物，獅子舞など規模は

小さいが，保存・活性化の例は数多くある。これらをカレ

ンダーにまとめ公表する施策に変更してはどうか。また，

シティセールス項目に上げてＰＲするとか。しかし，残念

なのは，唯一の考古博物館へは公共交通網が無い。Ｃ－Ｂ

ＵＳの経路に追加できないものか。 

文化課 

・施策の変更は難しいと考えますが，当該単位施策の指標に示す博物館

等来館者数の増加を図るうえで，伝統芸能をはじめとする文化財の活

用方法として，ご意見の内容は有効な手段の 1つであり，今後の計画

実施の中での参考とさせていただきます。 

考古博物館 

・現在，考古博物館への公共交通機関はＪＲ関西線の河曲駅とほぼ同距

離の三重交通国分バス停留所が最寄り駅であり，下車後徒歩２０分で

の交通ということになります。この交通網についてはホームページ等

を通じてお知らせしています。また公共交通としては近鉄鈴鹿線鈴鹿

市駅からタクシー利用の方も少なからず居られます。このような状況

から考古博物館への公共交通機関によるアクセス改善については，施
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 意見 対応・素案への反映 

設の利用促進を図る上での課題の一つと認識していますが，各公共交

通機関の現状から早期実現が困難な状況にあるため，今後は関係機関

と調整しながら検討を進めていきたいと考えています。 

２１ 

単位施策２１：市民参加型文化事業の推進 

・目的は，「芸術文化活動を行う個人，団体が，自分の意図

する表現を十分発揮している。」指標が，市，文化振興事

業団及び芸術文化協会の文化事業への参加者数とあるが，

常設及び，定期的な発表の「場」の確保が望まれる。 

文化課 

・市民会館，文化会館などの公共ホールや記念館，資料館など，市が所

有する文化施設を常設や発表の「場」として，今後も市民の皆さまに

快適に利用していただけるよう，満足度の向上を目指してまいりま

す。 

２２ 

単位施策２２：文化的施設の整備・運営 

・目的は，「文化施設が多くの市民に利用する，市民の地域

文化に参加できる機会が増えている。」施設は，市民会館，

文化会館，江島カルチャーセンターとあるが，市庁舎の１

階市民ギャラリーも重要な「場」である。これらのＰＲを

更に行い活性化を図るべきである。 

文化課 

・ご意見のとおり，市庁舎１階市民ギャラリーは開設以来，多くの市民

の皆さまにご利用いただき，利用率も 80％を超える重要な「場」であ

ります。今後もさらに満足いただける「場」として活用を図ってまい

ります。 
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パブリックコメント 意見への対応について 

（環境と共生するまちづくり） 

 意見 対応・素案への反映 

１  

施策９：ごみ減量活動の推進 

・「市民等との協働により」の「等」とは。 

廃棄物対策課 

・「市民等との協働により」を「行政が市民等との協働により」に修正

します。「市民等」とは，市民及び事業者のことをいいます。 

２  

単位施策２４：廃棄物の適正処理による健全な環境の確保 

・目的は，「廃棄物が適正に処理され，不法投棄が少なくなり，

きれいなまちになっている。」指標が，不法投棄の苦情件数

とある。テレビの地上デジタル化やリサイクル費用を伴う

家電の不法廃棄が続けられる環境にある。指標を，計画当

初から実績で達成している不法投棄の苦情件数 300 件以下

では計画の意味が認められない。指標変更を行う，リサイ

クル費用を伴う家電を緊急避難的に市役所でも扱うなどの

措置をとるなどへの改定を行い施策は継続すべきである。

 

廃棄物対策課 

・平成 23 年度の目標値であった不法投棄の苦情件数 300 件以下を大幅

に達成したわけですが，｢清潔なまち｣を実現するためには，引続き

継続的な啓発活動等が必要と考え，平成 27 年度の不法投棄苦情件数

を 130 件と設定しました。 
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 意見 対応・素案への反映 

３  

単位施策２５：循環型社会に向けた基盤整備 

・目的は，「容器包装プラスチックごみ処理施設，不燃・粗大

ごみ処理施設（環境学習・啓発の場を含む）が建設され，

循環型社会の形成に向けた基盤整備が進んでいる。」指標

は，容器包装リサイクル法対象（その他のプラスチックご

み）の資源化率向上とある。設備は手段であり，指標達成

は，家庭等からの分別排出から始まるものであり，資源化

率を向上していくために，市民，事業所等への啓蒙啓発の

上，理解と協力をどのように求めていくのか。その施策が

基盤整備の一環として行政に求められる。指標の見直しを

すべきである。 

開発整備課 

・この施策における「循環型社会に向けた基盤整備」とは，市内から

排出されるごみをリサイクルできる処理施設を設置するだけでな

く，排出されるごみをより多く資源化できるシステムを構築してい

く，そういった社会基盤の整備を目指しています。ごみの適正な処

理は行政に課せられた重要な課題ですが，過剰包装等により近年ま

すます増大し，ごみの容積比において約 6 割を占める容器包装プラ

スチックごみの処理は喫緊の大きな課題でした。国の法整備が進み，

容器包装リサイクル法も施行され，不燃物リサイクルセンター2期事

業での容器包装プラスチック処理施設の完成により，従前はすべて

埋立処理していた容器包装プラスチックごみは，平成 21 年度からは

再資源化を図れるような処理を行っています。したがいまして，循

環型社会に向けた基盤整備はまだその緒についたばかりですので，

当面は，主要なごみである容器包装プラスチックの資源化率に着目

し，官民が一体となってのシステム活動の成果，社会基盤整備の具
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 意見 対応・素案への反映 

現化を確認できる指標として使用してまいりたいと考えています。 

４  

単位施策２６：目的が「新エネルギー設備やクリーンエネル

ギー自動車の導入促進に取り組みます。」指標は，家庭用新

エネルギー設備設置費補助金交付件数（住宅用太陽光発電

システム）1300 件とある。その他の家庭用新エネ設備，ク

リーンエネルギー自動車の導入への指標も明記すべきであ

る。また，これらの設備等の使用にあたり予想されるリス

クの説明を公開すべき責も行政は担っている。 

環境政策課 

・成果指標を「家庭用新エネルギー設備設置費補助金申請件数（住宅

用太陽光発電システム）」に変更します。新エネルギー設備等のうち，

中部電力との電力受給契約件数をもとに，設備の設置件数把握が可

能な住宅用太陽光発電システムを成果指標に採用します。また，こ

れら補助制度の運用にあたっては，情報提供に努めていきます。 

５  

単位施策２９：自然環境の保全 

単位施策３０：緑化施策の推進 

・上記-29，30 は，対象は異なるが同種事項。昨年度の単位

施策 28「自然環境の把握と生態系の保全」指標：市民の自

然環境保全の意識が高まり，生態系が保全されている。を

再テーマアップして環境整備を取り入れて進めたほうが，

世界的関心事項ＣＯＰ10（生態系保護）の取り込みとなり

環境政策課 

・単位施策２９：自然環境の保全は，生物多様性等の自然環境を保全

する観点で，単位施策３０「緑化施策の推進」は，公園緑地の整備

等ハード面での緑化の推進，緑の空間づくりによる環境保全といっ

た観点でそれぞれ単位施策としました。昨年度までは，自然環境の

保全を図る事業として「自然環境の把握と生態系の保全」，「自然環

境体験学習の充実」を単位施策としていましたが，事務を見直す中



 

19 
 

 意見 対応・素案への反映 

期待度も高まると考える。ちなみに，水生生物の棲息の場

が用水路であることが現実であり水稲時期を過ぎると水が

流されなくなることは，今後の課題として検討すべきであ

る。 

この２つを１つにまとめて「自然環境の保全」で括り，啓発や調査

活動を中心に事業を進めます。 

６  

単位施策３０：緑化施策の推進 

・市民との協働による推進とあるが，加佐登で行われる植木

まつりは市職員も積極的に参加されイベントを盛り上げる

協働が必要と思う。 

農林水産課 

・植木まつりは，単位施策 64 の「地元農水産物の消費拡大の推進」に

該当します。 

・鈴鹿市植木まつりについては，主催する鈴鹿市植木振興会の事務局

が農林水産課となっており，企画の段階からイベントの実施段階ま

で，全面的に参画しています。また農林水産課以外の職員について

も，イベント内容の周知を図り，来場を呼びかけています。 

７  

単位施策３２：合併処理浄化槽の設置促進 

・増築で既存浄化槽の容量が不足すると増加分の増設ではな

く，従前の物を取り壊し，全体が処理できる大きな物に取

り換えとなる。市民の負担増や税金の浪費と思う。 

建築指導課 

・建築基準法，浄化槽法に基づき適正に処理しています。 

既存浄化槽の放流水質に問題がなく，既存部分と増築部分の排水が

明確に分離されている場合や流量調整を行う場合など負担の偏りが
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 意見 対応・素案への反映 

 

・前単位施策３２：家庭から排出される水環境の保全「主要

河川ＢＯＤ値の環境基準適合率」を廃止した理由を明示し

ていただきたい。 

ない場合は，複数の設置も可能としています。 

環境政策課 

・第 2 期の単位施策では，有用微生物群発酵液の配布と浄化槽の設置

に対する支援を併せて成果指標を設定していたため「主要河川ＢＯ

Ｄ値の環境基準適合率」としていたが，単位施策の見直しで，合併

処理浄化槽の設置促進として改めました。 
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パブリックコメント 意見への対応について 

（誰もが暮らしやすいまちづくり） 

 意見 対応・素案への反映 

１  

施策２０：男女共同参画社会の実現 

・男女共同参画基本計画は，どこに位置付けられるのか。 

男女共同参画課 

・男女共同参画社会基本法第 14 条第 3項 

  市町村は，男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参 

画計画を勘案して，当該市町村の区域における男女共同参画 

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定 

めるように努めなければならない。 

・鈴鹿市男女共同参画推進条例第 8条第 1項 

  市長は，男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計 

画的に推進するため，男女共同参画の推進に関する基本計画 

を策定する。 に基づき策定しています。 

２  

単位施策３６：障がい者福祉の推進 

・第 2期では平成 27 年度目標値が 15 施設以上となっている

が，第 3期では資源投入の方向性が「拡大します」になっ

障害福祉課 

・障がい者の住まいとして，ニーズの高いグル－プホ－ム等の設置目標

を掲げています。当該施設の充実を図ることによって，障がい者の地
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 意見 対応・素案への反映 

ているにもかかわらず 12 施設に変更した理由は。 域に溶け込んだ生活，自立した生活環境を構築することを支援するも

のです。福祉分野においては，障害者自立支援法によるサービスメニ

ュ－の充実や自治体による補助制度の充実が図られています。グル－

プホ－ム等の建設課題には，用地費のほか建設，運営資金が必要とさ

れるなか，事業所の資本に頼らざるを得ず，昨今の厳しい経済情勢か

ら慎重な構えとなっている現状です。グル－プホ－ムの建設費補助に

ついては，三重県の補助制度がその財源とされているなか，現在，障

害者自立支援法の度重なる制度改正，本法に代わる新法「障害者総合

福祉法（仮称）・平成 25 年 8 月制定」の素案づくりのなか，自治体，

事業者ともにかかる環境整備を待つ状況となっています。このような

制度変更等により，事業者にとっては，グル－プホ－ム等の整備計画

を打ち立てることはリスクが大きく，新法の制定待ちということが既

定路線化されつつあります。本事業による当市の福祉施策の位置付け

に変更はなく，目標値数の変更減（当初目標の鈍化）は，事業所によ

る現状の整備計画を直視した実体数値を掲げるものです。 
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３  

単位施策３７：生活保障の確保 

・歳入不納欠損額が増加傾向にある中，低所得者（生活保護

対象者）の自立支援の取組の拡大が必要ではないか。 

生活支援課 

・生活保護法の目的でもある世帯の自立助長という観点から，現在｢福

祉から就労へ｣支援事業に取り組んでおり，ハローワークと連携した

就労支援プログラムの活用を推進しているところです。 

４  

単位施策４２：働く場の確保と就労支援 

・ハローワークにおける就職率は，企業での景気動向に大き

く左右され，この単位施策に関連する事務事業では，ハロ

ーワークにおける就職率を上げることは実質的に無理で

ある。よって，成果指標を職業訓練修了者の就職率にすべ

きである。 

産業政策課 

・就職率は，就職者数を新規求職者数で除したものであり，新規求職者

数を少しでも減少させることは，就職率の向上につながるものと認識

しています。 

５  

単位施策４６：国民健康保険の適正な執行 

・成果指標「収支比率」は，執行部の努力が評価される尺度

になっているか。繰入金によって収支バランスをとってい

る現状からすると適切な成果指標とは思えない。未納率の

改善などが妥当ではないかと考える。 

保険年金課 

・国民健康保険事業の健全な運営を継続的に行うため，歳入面では収納

率の向上，歳出面では医療給付費の抑制等を図ることにより，収支比

率 100％を維持することが重要であり，適切な成果指数と考えていま

す。 
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６  

単位施策４８：医療体制の充実 

・平成 22 年度実績が既に目標クリアしているのに資源投入

の方向性が拡大されている。目標値の詳細説明が必要で

は。 

健康づくり課 

・目標値は応急診療所の受診者数となっていますが，救急医療体制を守

るという観点から受診者数は現状維持を目標としています。応急診療

所の受診者数は，「コンビニ受診」「安易な受診」等により増加傾向に

あります。市民への「適正な医療機関の利用」や「家庭看護力の向上」

などの啓発に努めていますが，これ以上の受診者増とならないよう現

状維持を目指して，目標値は平成２２年度の実績値を挙げています。

資源の投入については，一次，二次救急体制の維持・充実は，安心し

て暮らしていただくために重要なことであり，重点戦略に位置付けて

いるため投入の方向を拡大としています。 

７  

単位施策５１：人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進

・児童センターは，担当課を人権教育課または子育て支援課

に変更すべきでは。 

 

 

人権政策課 

・児童センターは隣保館と併設施設であり，現時点では現行どおり関係

各課と連携して児童センター事業を実施していきます。なお，将来的

には児童センターを他課へ移管することも視野に入れて検討してい

きたいと考えています。 
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８  

単位施策５２：外国人市民との地域共生と異文化理解の推進

・市民対話課から，もう一つ課を独立させて施策を進めて欲

しい。 

市民対話課 

・今回の第３期行財政経営計画において，第２期では単位施策５２と単

位施策５３の２つの単位施策を１つの単位施策にまとめましたが，現

時点では，現状の体制のままとします。また，外国人市民との地域共

存に関しては，全庁的に取り組むことが肝要であり，特定の課だけで

推進していくものではないと考えています。 

９  

単位施策５３：男女共同参画の総合的な取組の推進 

・平成 22 年 4 月からスタートしなければならない実施計画

の決裁が平成 22 年 9 月 29 日になっており，このような仕

事のやり方では市民の信頼は得られない。新市長には，こ

のような状況が他部署も含め起きないよう再発防止に努

めていただきたい。 

・第 1回鈴鹿市男女共同参画推進本部会議結果（平成 22 年 7

男女共同参画課 

・男女共同参画基本計画（平成 22 年度～26 年度）の策定の遅れにより，

実施計画（平成 22 年度～23 年度）の策定も遅れました。長期計画に

ついて，計画的に事業を進めるよう努めたいと考えています。 

 

・男女共同参画意識の普及は，新単位施策５３の「男女共同参画の総合

的な取組の推進」に含まれることから削除しました。男女共同参画基
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月 20 日付）の P4 に「鈴鹿の場合，男は仕事，女は家庭と

いう意識が増えている」と報告されているのに，第 2期の

前単位施策５４：男女共同参画意識の普及をなくした理由

は。 

 

 

・審議会等への女性委員登用率が上昇しなかった理由は。 

 

 

 

 

本計画では，「審議会等への女性委員登用率」と「男女共同参画意識

の普及度」の 2つを成果指標としており，基本計画を推進することに

より男女共同参画意識を普及させていきたいと考えています。 

 

・審議会等への女性委員登用率が上昇しなかった理由は，充て職による

委員の選任や職員の男女共同参画に関する意識の欠如などによると

思われます。選出基準の見直しや職員の意識啓発の取組など，一層進

めていくことにより，女性委員登用率が上昇するよう取り組みたいと

考えています。 
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パブリックコメント 意見への対応について 

（いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり） 

 意見 対応・素案への反映 

１  

単位施策５４：幹線道路の整備推進 

・第 2期では平成 27 年度目標値が 62.64％となっているが，

第 3期では資源投入の方向性が「拡大します」になってい

るにもかかわらず 56.3％に変更した理由は。 

道路整備課 

・整備率の増加は，幹線道路(都市計画道路)の整備が進んでいる状況を

示しています。（平成 22 年 1 月 26 日の都市計画決定の変更で汲川原

徳田線（L＝2,050ｍ）が４車線化とされ，２車線整備済みから４車線

未整備となるため，その分減少しました。 

２  

単位施策５５：公共交通の利便性向上 

・第 2期では平成 27 年度目標値が 42 万人以上となっている

が，第 3期では資源投入の方向性が「拡大します」になっ

ているにもかかわらず 36 万人に変更した理由は。 

・鈴鹿版パーソントリップ調査を行い市民の意見などを吸い

上げた上で，計画の見直しが必要。 

商業観光課 

・目標値は，利用実績等から考えて下方修正しましたが，その達成に向

けて，新しい交通手段の構築を検討するため，資源投入の方向性は「拡

大」としました。 

・本市を含む中京都市圏パーソントリップ調査が本年 10 月に実施され

ていますので，その結果も踏まえながら，本市公共交通の維持・活性

化に取り組みたいと考えています。 
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３  

単位施策５６：国，県の道路事業促進 

・第二名神のスマートインターチェンジは，災害時道路網の

確保になくてはならないインターチェンジである。しか

し，道路網確保の目的以外は，市街地に遠く費用対効果に

疑問があるので，鈴鹿市負担分があるのであれば，最小で

スタートすべきであると思う。 

土木総務課 

・第二名神（新名神高速道路）に取付くスマートインターチェンジは，

主要幹線道路を有効活用する為にも必要であることから主要幹線道

路の整備促進を掲げています。 

スマートインターチェンジの設置に当たっては，高速道路利用者の利

便性 

は基より沿線の地域振興に寄与するものと，現在費用対効果を含めた

検討を行っています。 

４  

単位施策５７：中心市街地と商業の活性化 

・白子駅の中心市街地を活性化するには，他市からの呼び込

みが必要である。白子駅名を鈴鹿市駅または鈴鹿白子駅と

し，ＰＲと他市からの呼び込みも含め活性化すべきと思

う。 

 

・23 号線に道の駅を作れば，地産の拡販，PR，産業活性化

商業観光課 

・白子駅の名称変更については，白子周辺の地域住民のご理解と市民の

合意形成が最も重要です。また，他地域への影響や変更に伴う経費負

担も考慮しなければなりません。そうしたことから，慎重な対応が必

要と考えています。 

・道の駅については，今後，国の考え方や経済関係団体等の意向を踏ま

えながら，実現可能性について検討したいと考えています。 
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を図り得る場所であり，沿道サービスを地場産業と協働で

検討する余地があると思う。 

・庁舎周辺は市の駐車場で埋め尽くされ，民間の官庁街とし

ての発展を阻害している。東駐車場や現立体駐車場の横を

立体化し，周囲に空間を造り民間に開放して発展を促進す

べきと思う。 

・庁舎の西玄関周辺はロスが目立つため，ロータリーを半分

程度にして，残りの空き地と合わせて駐車場とすれば，市

民，身障者，市民ホールの利便，街のイベントに大きく貢

献できる。 

 

・成果指標「白子駅西商店街の空き店舗数」は商業活動の活

性化に大きく貢献する唯一の成果指標とは思えない。実

際，商店街の外見としては，空き店舗 1店どころか，かな

りの店のシャッターがいつも閉まっている。仮に形式上、

 

管財営繕課 

・政状況の厳しい中，駐車場の立体化は困難と考えています。 

 

 

・庁舎西玄関のロータリーは，バスの停留場としても利用されており，

また庁舎西側の地下には，多くの埋設物（雨水を利用するための施設

など）があることから，ロータリーを半分程度にすることは，困難で

あると考えています。 

商業観光課 

・商店街の活性化のためには，空き店舗が解消されることが最大の課題

と考えています。そのため空き店舗数を成果指標として設定しまし

た。 
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「空き店舗」が 0店になっても，現状は殆ど変わらないの

ではないか。従って，この状態を大きく改善するには，こ

の成果指標では不十分だと思う。例えば，商店街の来客数，

通行量，シャッターのオープン率など検討してはどうか。

・白子駅西商店街の空き店舗数の調査基準と単位施策６７の

「商店街の活性化の促進」との違いを明確にする必要があ

るのではないか。 

 

 

 

・単位施策５７は，平成１４年３月に策定した「鈴鹿市中心市街地活性

化基本計画」に基づく白子駅西商店街の活性化に限定した施策です。

一方，単位施策６７は，鈴鹿市全域における商店街活性化のための施

策であり，それぞれ，指標の対象が異なります。 

５  

単位政策５８：ユビキタスネット社会への対応 

・地域ＷｉＭＡＸとは何？内容，目的が見えない。 

市政情報課 

・地域 WｉMAX とは，地域の特性やニーズに応じたブロードバンドサー

ビス（大容量の通信サービス）の提供によるデジタル・ディバイド（情

報格差）の解消、地域の公共サービスの向上など，地域の公共の福祉

の増進に寄与することを目的として，市区町村単位で割り当てられる

2.5GHｚ帯の周波数の電波を利用した，各地域の通信事業者が行う無

線 LAN サービスです。 

 本市では，平成 22 年 10 月に株式会社ケーブルネット鈴鹿が総務省か
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ら免許を受け，サービスの開始に向けて無線局を設置するなどの準備

を進めています。具体的なサービス内容は現時点では確定していませ

んが，一般への無線 LAN サービスの提供，防災分野や教育分野での活

用などが提案されています。 

 市は，いつでもどこでも利用できる情報通信ネットワークとして，地

域 WｉMAX の普及に向け，市民の皆様への広報，無線局の設置や無線

LAN アクセスポイントの公共施設への設置などに協力を行っていきま

す。 

６  

単位施策６１：地籍調査の推進 

・この事業は特に全国と比べて遅れており，予算は国と県が

95％を負担し，市の事業負担率は 5％で実行できる。公図

混乱地域で土地が無いにもかかわらず，登記簿があるとの

ことで固定資産税を払わされている市民を救済するとと

もに，市の事業量拡大のために積極的に取り組むべきと思

う。 

土木総務課 

・地籍調査を行うことにより，個人にとっては，土地の権利関係が明確

になり境界に関するトラブルを未然に防止できるなどのメリットが

あります。行政にとっても，固定資産税の適正課税，公共事業の事業

期間を短縮することができるなどのメリットがあります。事業量の拡

大は，予算及び人員等確保の課題も多いのですが，今後も，継続的に

取り組んでいきます。 
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７  

単位施策６２：美しい街並みや景観の創造と保全 

・景観に配慮したまちづくりとあるが，景観の悪いものとし

て，利用されていないような議員の連絡所が目立つ。選挙

違反の要素も多いと思うので，警察とも協議し実態を調査

のうえ，野放図にしてはいけない。また，最も景観の悪い

のは市の作った建物とよく耳にするので，まずは体制自ら

が景観に配慮すべきと考える。 

 

 

 

・上位目線でなく，生垣や山地の土砂採集，河川の堰堤・ご

み撤去等市民目線の智慧を吸い上げて計画見直しが必要。

都市計画課，選挙管理委員会事務局 

・政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類は，公選法

に基づいて掲示しています。立札や看板は事務所や連絡所の所在を示

すものですから，畑や駐車場，空き地等，事務所の実態のない場所に

設置することはできません。設置の申請の際に位置図で確認を行って

おり，実態のない場所に設置が確認された時は，速やかに移動を勧告

します。 

選挙運動を除く政治上の目的をもって行われる平時の政治活動は，景

観に関する法令等により適切に対応しておりますので御理解くださ

い。 

・鈴鹿市は平成 21 年 1 月 1 日に景観行政団体となり，それ以降，景観

計画策定委員会，景観審議会，市議会等での議論や，ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（市

民意見募集）の実施を経まして，平成 22 年に「鈴鹿市景観計画」策

定の運びとなり，必要な条例改定を行い平成 23 年 1 月１日より本市

独自の景観行政を進めております。 
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計画の見直しにつきましては，景観を取り巻く環境の変化等の状況を

見ながら，今後とも広く市民の皆様からのご意見を伺いながら適宜検

討してまいりたいと考えております。 

８  

単位施策６３：計画的な土地利用の誘導 

・JR 鈴鹿駅周囲を市街化区域に編入し，名古屋，津方面の

利用を増やすとともに便数の増発を要請すべきと思う。 

・近鉄柳駅周辺は，残された発展の希少地で市街化区域に編

入し，名古屋，津方面の通勤客の人口増を図るべきと思う。

・市街化調整区域の農業関連の規制は人口増大期の規制であ

る。特に農業関連の多い鈴鹿市では農業や養鶏業の緩和策

を早急に実施し，年齢バランスの取れた人口確保による優

良なコミュニティの保全が必要である。 

都市計画課 

・市街化区域の編入や市街化調整区域における開発許可等の取り扱いに

つきましては，都市計画法及び農地法等の関係法令に基づき，関係機

関との調整を図りながら，適正に対応してまいりたいと考えておりま

す。 

９  

単位施策６４：地元農水産物の消費拡大の推進 

・地元が誇れるブランド作り。このためには，農水産物の直

売所を多くの市民の目が届くように開設する施策が必要 

農林水産課 

・引き続き農水産物直売所設置に対して，支援を行っていきます。 
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１０ 

単位施策６７：商店街の活性化促進 

・生きいきとした町の創造に繋がるものであり，声かけだけ

でなく大鉈を振るった取り組み企画をすべきである。例え

ば，市街地に「道の駅」を持ってくるとか。 

商業観光課 

・道の駅については，国の考え方や経済関係団体等の意向も踏まえなが

ら，実現可能性について検討したいと考えています。 

１１ 

単位施策７０：農林水産業経営支援の促進 

・「農業生産額」の現状値(平成 22 年度)14,810 千万円，目

標数値(平成 27 年度)16,010 千万円はケタ違いではない

か。14 日のタウンミーティングで確認済。間違いを指摘

されたならば，速やかに修正のお知らせをするべきと思

う。 

農林水産課 

・「農業生産額」の現状値(平成 22 年度)1,481 千万円，目標数値(平成

27 年度)1,601 千万円が正しい数値です。 

今後は，農林水産省東海農政局の統計調査が縮小されたため，農業生

産額の把握が困難となることから，成果指標については農水産物生産

量に変更します。 

１２ 

単位施策７３：市内特産品の販路拡大の促進 

・アンテナショップの活動報告が全く見えない。ＰＲして欲

しい。 

 

 

商業観光課 

・本市の特産品を扱うアンテナショップとしては，市内では白子駅前に

ある鈴鹿市観光協会観光案内所がその機能を果しています。市外につ

いては，大都市圏には本市独自の施設はありませんが，物産関係団体

等の施設を活用しながら情報発信を行っています。 
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・成果指標「物産展等における市内特産品の売上高」 

現状値(平成 22 年度) 18,919 千円 

目標値(平成 27 年度) 20,000 千円 

参考 H19  13,496 千円   

成果指標として，チャレンジングな数値とは思えない。「特

産品」の内容もよくわからないが，過去 3年間に 40%伸び

ているのに，指標では今後 5 年間で 5.7%しか伸ばしてい

ない。現状値も決して多いとは思えず，思いきった取組み

を望む。 

・平成 27 年の目標値については，市の支援が直接すぐに売上に反映す

るのではなく，販売者の意欲が高まることにより，徐々に増加してい

くという考え方のもとで設定しました。 

１３ 

単位施策７５：進出意欲をもつ企業の立地促進 

・第2期では平成27年度目標値が12件以上となっているが，

第 3期では資源投入の方向性が「拡大します」になってい

るにもかかわらず 5件に変更した理由は。 

 

 

産業政策課 

・リーマンショック後の企業の投資が減少傾向にあり，企業の立地件数

が減少していますが，工業振興条例の支援メニューや企業マッチング

システムを用いて立地拡大を目指しています。5件としたのは，経済

情勢を踏まえた現実的な数値に変更したものであり，今後の経済動向

の展開次第では，結果的に大幅な件数アップもあり得ると考えていま
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・事業者募集で漁港の一部をジェットスキーやウインドサー

フィンなど海のスポーツレジャーの基地化。また，海釣り

公園の設置など。プロモーターを探し，海浜を使ったスポ

ーツ大会の定期的な開催。 

 

 

 

 

 

・工業振興条例の適用を受けた企業の件数について，第 2期

行財政経営計画では平成 19 年度の現状値 7件，平成 23 年

度の目標値 12 件以上であるが，第 3期では平成 22 年度の

現状値 3 件，平成 27 年度目標値は 5 件となっている。計

画期間の設定と目標値に対する考え方の説明が必要では。

す。 

農林水産課 

・この意見については，この該当項目ではありませんが，漁港は漁業の

用に供する施設であり，現在も年間を通じて漁業が盛んに営まれてい

るので，漁業関係以外のスペースの確保やレジャー施設整備は考えて

いません。（港湾整備は三重県） 

スポーツ課 

・海浜を使ったスポーツ大会の開催については，運営委託できる競技団

体もなく，現在のところ開催できる状況ではありません。県や競技団

体，企業等が開催するスポーツイベントの支援を進めます。 

産業政策課 

・産業関連施策の目標設定については，その背景となる経済情勢等が大

きく影響し，第 2期策定当時に比べ現在の企業立地動向には顕著な停

滞傾向があります。企業立地マッチングシステムなど各種支援策を駆

使し，立地を促進するが，現実的な目標値に変更したものです。ただ
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し，経済情勢の変化により，進出意欲が増加すれば，目標値以上の結

果が表れることもあり得ることを期待します。 

１４ 

単位施策７８：産学官の連携による研究開発と人材育成 

・難しい話でなく，子どもから高齢者まで楽しめる農水産工

業を含めた研究部門の中に「科学博物館」併設のような場

所を作るなどしてはどうか。 

産業政策課 

・昨今の経済情勢を考えると「科学博物館」のような施設の設置は困難

であると考えます。 

１５ 

単位施策７９：観光資源の充実 

・夏の花火大会は大半の市で企画されているが，鈴鹿は鈴鹿

サーキットが独自に行っている。鈴鹿市とサーキットが共

同で盛大な花火大会を計画すれば，他市より安く手間が掛

からないイベントが企画でき，その結果，鈴鹿市の宣伝と

観光客を増やすことができるのではないか。 

・鈴鹿は海水浴場が複数あるので，イベント用の仮設演台や

地場産品の販売の仮設テントなどの手助けをし，市民と協

働で活性化の積極参加が必要と思う。 

商業観光課 

・花火大会の開催には，幅広い層の市民の参画や民間事業者の協力が必

要不可欠であり，会場の設定を含めて鈴鹿サーキットのイベントとの

整理も必要になります。花火大会に特定するのではなく，既存の観光

資源に付加価値をつけることやそれを効果的に情報発信していくこ

とにより，観光客を増やしたいと考えています。 

・鼓ヶ浦海水浴場と千代崎海水浴場は，鈴鹿市観光協会が地元の鼓ヶ浦

観光協会と千代崎観光協会に委託し運営されています。今後も鈴鹿市

観光協会を通じて，地元観光協会に対して期間中のイベントの充実や
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・旧伊勢街道の整備（高岡の山，鈴鹿川，田園風景，白子の

海など歩くには変化に富んで楽しい路，矢印による道案内

など），近鉄ハイキングとの協賛事業など。道みちの言い

伝えなどの高札があれば雰囲気を盛り上げる。 

情報発信等による誘客促進を働きかけていきます。 

・旧伊勢街道のウオーキングを楽しむ方のために，鉄道事業者や地元団

体等と連携して検討していきたいと考えています。 

１６ 

単位施策８０：モータースポーツの振興の促進 

・成果指標「モータースポーツ友の会等が開催するイベント

の参加者数」は，観光振興事業の成果指標として適切か。

観光振興は基本的に鈴鹿市を訪れていただく市外，県外，

国外からの客を対象にしていると思うが，友の会の大半は

鈴鹿市民と思われる。また仮に成果指標とするにしても，

5年間で 330 人の増加，1年で 66 人の増加というのはチャ

レンジングな目標か。 

商業観光課 

・モータースポーツ友の会は，Ｈ23 年 4 月より組織代えし，会員の対

象を市外に広げたことにより，友の会が開催するイベントには全国か

らの参加が予想されるため，成果指標として適切であると考えていま

す。 



 

39 
 

パブリックコメント 意見への対応について 

（安全で安心できるまちづくり） 

 意見 対応・素案への反映 

１ 

施策３３：消防力の強化 

・鈴鹿市の組織図によると，消防関係は消防本部と消防署に

分かれているので，施策３３：消防力の強化の中で単位施

策に消防署の業務も反映させる必要があるのではないか。

消防本部 

・消防組織法第 12 条により，消防本部の長は，消防長とし，消防長は，

消防の事務を統括し，消防職員を指揮監督するとなっていることか

ら，消防関係が消防本部と消防署に分かれていると解するのではな

く，消防組織は，消防長の指揮監督下に成り立つものであり，現状

の施策３３「消防力の強化」の中の単位施策に消防署の業務も含め

て考えております。 

２ 

施策３４：交通安全対策の推進 

・全体的に，交通法規の周知・徹底を図る。信号・標識を無

視している場所もあり，そのような場所の標識を見直す，

或いは，指導期間を設けて遵守の徹底を図っていく。狭い

生活道路の側溝は計画的に蓋を付け工事を行う。また，ド

ライバーに危険速度を知らしめるようにハンプや鋲を敷

道路保全課 

・交通安全対策の一環として，住居の密集地区の自治会からの要望に

より対策を行っている現状です。また，自治会からの要望をもって，

三重県公安委員会と協議を行い，道路標示等において速度抑制を行

っています。 

・鈴鹿市としては，市民よりの情報を自治会要望としていただき，各
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き音などで警告する。農道？交差路にも必要に応じてハン

プや鋲を敷き音で速度警告する。自転車での走行ルールが

不明確になっているので広報などで周知を図る。道路は，

国道，県道，市道，農道など管理者の違いがあるが，交通

安全と云うくくりで市民情報などの打上げは吸い上げて

推進管理していくべき。セクショナリズムに陥って傍観す

れば困るのは市民であることを忘れないように。 

セクションに，進達，副申させていただき安全対策を行っていただ

くよう進めています。 

防災安全課 

・市民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を図り，交通ルー

ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに，市民自

身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進するため，鈴

鹿市交通安全都市推進協議会の構成機関・団体が相互に連携して，

交通安全運動を組織的・継続的に展開します。 

・道路交通秩序の維持を図るため，三重県公安委員会など関係機関と

の連携により，交通事故実態等を的確に分析するとともに，児童，

高齢者，障がい者等の保護の観点に立ち，事故多発路線等における

街頭指導活動を強化します。 

また，飲酒運転のほか，無免許運転，著しい速度超過，交差点関連

違反（信号無視，一時不停止，歩行者妨害等），シートベルト非着用，

携帯電話の使用等の交通事故に直結する悪質性，危険性の高い違反
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に重点を置いた三重県公安委員会による交通指導取締りを促進しま

す。 

・自転車の安全利用と事故防止を図るため，交通ルールやマナーを遵

守するよう意識の啓発を図ります。 

 また，自転車による迷惑行為を防止するため，歩行者や他の車両に

配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発の強化と，

自転車の歩道通行時におけるルールについての周知・徹底を図りま

す。 

３ 

施策３８：上水道の安定供給 

・赤道を横断する水道は通常は 1箇所指導であるが，赤道横

断は許されず 2 個所で指導を受ける。2 個所のメーター設

置は民間の迂回ルートの工事費増と役所の管理手間もか

かる。 

営業課 

・水道使用の公平性を図るために，水道の使用は１つの受益地に１個

の水道メーターで対応いたします。受益地につきましては，官地（市

道，赤道，水路敷等）を挟んで他の土地で水道を使用される場合は，

別の申請となります。 

４ 

単位施策８１：防災体制の充実 

・津波については，沿岸部市民への緊急通報と市民が逃げる

防災安全課 

・市民が災害時に迅速に対応できるように情報伝達システムの整備等



 

42 
 

 意見 対応・素案への反映 

ことが最優先であり，そのために沿岸部への防災無線の設

置と最短時間で安全な場所へ逃げるための資料提供が必

要である。 

・狭隘道路で危険個所のブロックを調査して，所有者に対す

る改修の協力要請と住民に対する避難路としての危険を

示す積極策が必要と考える。 

・避難所に利用できる公共施設は，最優先で耐震補強をする

とともに非常用マンホールトイレはその工事と合わせそ

の場所に設置すべきと思う。建物のない避難地は一時の避

難で長期利用する場所ではないし，トイレを 1箇所に集中

しても遠くから利用できるものでもないため，避難地への

設置は緊急を要する施策ではないと思う。 

も含めて，市の防災力の強化を図っていきます。 

５ 

単位施策８２：市民の防災力強化 

・平時に避難勧告・指示などの行動訓練をすべきと考える。

また，鈴鹿川氾濫があった場合，今の避難所は低地で用を

防災安全課 

・市民が災害発生時に自主的に防災活動が行えるよう，地域の状況に

応じた訓練を行い，地域の防災力の向上を図っていきます。 
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なさない地区もあり，該当する地区民の避難訓練を開催す

べきと考える。沿岸部の津波避難は，一部，高層建築物へ

の避難場所確保が進められているが，想定外のことを考え

て避難場所見直しや避難訓練が必要と考える。 

６ 

単位施策８３：河川・排水路の整備推進 

・大雨に伴う排水が不完全な場所での浸水被害，河川用水な

どの排水能力向上や堤のかさ上げ強化などを計画的に行

っていくべき。また，鈴鹿市街の河川といわれるものは，

用水路であり降雨等が各所から流れ込むだけの水路のた

め急激なスポット降雨に耐えられないで氾濫する危険性

が大きい。用水路が圃場に沿っている箇所は圃場を安全弁

として活用できるようにするなどの策を講じておきたい。

河川課 

・都市浸水対策及び河川改修につきましては両事業ともに多大な費用

並びに長期間の事業となりますことから，いくつもの事業を行うこ

とができませんので順次計画を立て行っていきます。 

７ 

単位施策８４：河川等の維持管理 

単位施策８５：都市浸水対策 

・重点的定期的に見回り，不具合箇所の整備や改良を要する

河川課，下水管理課 

・河川管理施設に不具合が生じれば，浸水・洪水被害が出る恐れがあ

ることから，定期的に施設の点検を行い維持管理を行ってまいりま
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ところの改修整備をして欲しい。 す。 

・都市浸水対策については，整備に莫大な費用とともに長期に亘る事

業となるので，出来る限り投資効果を上げるため，緊急度の高い箇

所から計画的に整備を行います。 

８ 

単位施策８８：地域消防力の整備充実 

・自治消防隊の編成は重要であるが，若者のいない就業時間

中対策を如何にするか，消火行動は最低限にして避難に重

点をおくなどを策定・訓練しておくなど。 

消防本部 

・地域消防力の要は，消防団，自主防災隊であり，いつ，どこで発生

するかわからない災害に対して，特に若者のいない就業時間中であ

る昼間において，消防団をはじめ自主防災隊の編成は大きな役割を

果たすものであります。そのため，大規模災害時を想定し，地域住

民の生命を第一に自らの命も保持できる避難誘導体制等を重点に訓

練を実施していきたいと考えています。 

９ 

単位施策８９：消防体制の充実強化 

・市民からの通報訓練などを行って，その時に，冷静に対応

できる心構えを養う。 

 

消防本部 

・市内の自治会から年間約１００件の自治会消防訓練依頼があり，消

防署及び消防団が指導にあたり，訓練を行っております。訓練内容

として，消火訓練や救急法などがあり，その中に１１９番通報のか



 

45 
 

 意見 対応・素案への反映 

 

 

 

・消防車の平均到着時間の目標が現状の 10.5 分に対して平

成27年度が10分と総合計画の最終目標時間が据え置きで

ある。高い目標を持って取り組むべきでは。 

け方といった訓練項目を取り入れ，「いざ」という時，冷静に災害内

容を伝えられるよう訓練を実施しています。また，広報活動を積極

的に推進し，その周知を図っていきたいと考えています。 

・消防白書による平均到着時間を目標値として設定していますが，い

まだ，目標値は達していないため，この目標値といたしたいと考え

ています。 

１０ 

単位施策９３：市道の維持管理 

・赤道上部の占用物の空間高さは赤道の実態に応じて決める

べきで，最も厳しい基準への単純運用は，基本的行政能力

に疑問を感じる。 

土木総務課 

・鈴鹿市で制定している道路・法定外公共物占用許可基準に準じて事

務処理を行ってまいります。 

１１ 

単位施策９７：救急業務高度化の推進 

・市民として救急活動を阻害する道路上への物品放置などを

行わないように周知すべき。 

 

・第 2期行財政経営計画における救急車の平均到着時間は，

消防本部 

・救急活動を阻害する道路上への物品放置については，広報紙等を活

用し，一層市民に協力いただけるよう周知いたしたいと考えていま

す。 

・救急出動の増加が続いている中，出動中に新たな救急要請により他
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7.2 分となっているが，今回計画で平成 22 年度は 7.8 分と

遅くなっている。検証の上に施策を実行する内容とするべ

きでは。 

署所からの出動が増加しているのが要因です。到着時間の遅延は全

国的な傾向であり，平成２２年中の全国平均は 8.1 分でした。早期

の救急隊到着が安心感につながるため，この目標値としたいと考え

ています。 

１２ 

単位施策９８：応急手当の普及 

・各自治会などで，応急手当などの訓練を計画しておくこと

も重要であり消防署の出前実演を計画すべき。 

消防本部 

・出前実演等の計画をしていただく事は，非常に有用であると考えて

いますので，各自治会が年間行事に盛り込んでいただけるような訓

練の指導方法等も考慮していきたいと考えています。 

１３ 

単位施策９９：企業性を重視した水道事業の経営 

・第 2 期の単位施策 122「経常収支比率は，経常的に収入さ

れる税等の一般財源等を人件費や扶助費，公債費等の経常

的な支出に充てた割合のことで，経常収支比率が低いこと

は，財政運営が健全かつ弾力的に行われている状態であ

り，計画的・効率的な財政運営につながる」と書かれてい

たが，経常収支比率の意味が理解できないので説明して欲

水道総務課 

・第 2 期単位施策 122 における経常収支比率は，地方自治体における

比率で，人件費・扶助費・公債費等の経常的経費を地方税・普通交

付税等を中心とする経常的一般財源で除して算出するもので比率が

低いことが健全な財政運営につながるのに対し，第 3 期単位施策 99

における経常収支比率は，水道事業等の地方公営企業における比率

で，水道料金・手数料等の経常収益を人件費・物件費・維持修繕費
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しい。特に「100％以上であれば黒字となり健全な経営」

の部分がわからない。 

等の経常費用で除して算出するもので，100％以上は収益が費用を上

回ることになり収支が黒字で健全な経営がなされているということ

になります。 

１４ 

単位施策１０１：水道施設の整備・更新 

・ここ数年の整備率を見ると，年 2％程度の実績になってい

る。今後 5年間で 19％も整備して，26％にするとのことで

あるが，予算の見込はあるのか。 

工務課 

・水道局においては布設後４０年以上経過した水道管を対象に老朽管

更新を行っていますが，老朽管更新時には耐震管を使用して同時に

耐震化も行っています。本年３月に発生した東日本大震災等の自然

災害の発生を鑑み老朽管更新のスピードをあげていきたいと考えて

います。 
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パブリックコメント 意見への対応について 

（構想の推進のために） 

 意見 対応・素案への反映 

１  

単位施策１０７：市民参加の活動環境の充実 

・成果指標「市民がまちづくりの活動を行う主要施設の設置

数」は新規の成果指標だが，自治会集会所等の施設の増加

は今後もすべて必要か。すでに一部新設の自治会などでは

維持費もばかにならないとのことで，市民センターや公民

館の部屋を必要なときだけ使用するところも出てきてい

る。こうした動きを市はどう評価されるか。 

地域課 

・単位施策「市民参加の活動環境の充実」については，第 2期の単位施

策であった「市政への市民参加の推進」，「社会公益活動の支援」，「地

域コミュニティの推進」を見直し，主に市民参加に関するハード面の

施策として整理を行いました。このことから，市民参加の活動環境の

充実度を計る指標として，活動拠点となる施設の設置数が，より的確

と考え設定しました。 

・自治会集会所の設置については，各自治会の状況や考え方により，異

なるものと認識していますが，自治会集会所は，地域住民によるまち

づくりの有効な活動拠点のひとつになる施設と考えています。 

２  

前単位施策１０８：市政への市民参加の促進 

・成果指標「公募委員を選任している審議会等の割合」はな

ぜやめたのか。理由を明記すべきと思う。成果が出ないか

地域課 

・第 3期行財政経営計画の策定にあたり，第 2期の単位施策であった「市

政への市民参加の推進」，「社会公益活動の支援」，「地域コミュニティ



 

49 
 

 意見 対応・素案への反映 

らやめたということのないようにお願いする。 の推進」を見直し，主に市民参加に関するソフト面の施策として，「市

民参加のまちづくりの推進」との単位施策に整理を行いました。その

際に，当該施策の成果指標として，地域組織の設立数が，広く市民が

まちづくりに参加している状態を，より的確に示すものと考え設定し

ました。 

３  

単位施策１０８：市民への情報提供の推進 

単位施策１０９：市民の声の的確な把握 

・市民の市政参加ムード作り，情報提供方法の拡大など積極

的に仕掛けていく方策が最初である。 

市民対話課 

・本単位施策は，手紙やメール等の様々な方法で寄せられる市民の声を

的確に把握し，市民に適切な行政サービスが提供できるようにするこ

とを目的としています。 

４  

前単位施策１０９：社会公益活動の支援 

・成果指標 「鈴鹿市民活動情報サイト登録団体数」はなぜ

やめたのか。理由を明記していただきたい。 

地域課 

・第 3期行財政経営計画の策定にあたり，第 2期の単位施策であった「市

政への市民参加の推進」，「社会公益活動の支援」，「地域コミュニティ

の推進」を見直し，主に市民参加に関するソフト面の施策として，「市

民参加のまちづくりの推進」との単位施策に整理を行いました。その

際に，当該施策の成果指標として，地域組織の設立数が，広く市民が
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まちづくりに参加している状態を，より的確に示すものと考え設定し

ました。 

５  

単位施策１１１：シティセールスの推進 

・前回の成果指標「会員数」を「SUZUKA と・き・め・きファ

ン倶楽部 HP への年間アクセス数」に変更した理由を明記

してください。 

企画課 

･シティセールスは，鈴鹿市の持つ魅力や個性を国内外に売り込むこと

で，人，物，財源，情報の獲得を目指すものです。このため，会員数

よりも魅力をアピールするため発信した情報を取得したことを示す

ホームページへのアクセス数の方がより適切な指標であると判断し

変更いたしました。 

６  

単位施策１１６：総合的・計画的行政の推進 

・各部署の理念や意識が統一されておらず，総合判断に欠け

る政策や実行になっていると思う。政策の柱の実現は，部

署間の権益を排除した市民サービス優先の強力な統率が

必要であり，そのためには適材適所な不定期な人事異動も

必要と考える 

 

人事課 

・政策の柱の実現のためには，本市を取り巻く環境や現状，課題等を職

員間で共通認識として共有する事が重要と考えます。機動的な組織・

体制の構築に当たっては，職員配置の重点化及び適正化によって対応

します。 
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７  

単位施策１１８：事務の効率化と行政コストの削減 

・職員数の削減は，正規のみでなく臨時職員も含めた目標設

定が必要と思う。民間企業と比較した場合，補助職員の比

率が約 3割と高く，安易な補助職員の採用により，正規職

員が安易に補助職員に依頼し，自己の事務処理速度や効率

が向上しない原因になっていると思う。 

・看板や水路占用等の管理業務は，1年 1 回を 3 年に 1 回に

改めれば，3分の 1程度の負担で事務処理ができる。 

 

・今後採用枠が縮小される中，事務職への配転が可能な技術

系多用が効果的と思う。また，技術間での異動も硬直防止

に必要と思う。 

 

 

・成果指標 「職員数」(平成 22 年度) 1,452 人 

人事課 

・非正規職員の雇用については，業務の内容，時期等を毎年見直し，部

内各課で共有するなど有効活用の手法を十分に検討したうえで必要

最小限の人数及び期間についてのみ雇用を認めています。今後も徹底

していきます。 

 

都市計画課，土木総務課 

・屋外広告物，占用に関する関係法令により事務処理を行ってまいりま

す。 

人事課 

・同職種での人事異動については定期的に実施しています。現在，技術

職員の事務職への配転は考えていませんが，高度化する行政ニーズや

地域主権の進展に対応するため多様な人材の確保に努めてまいりま

す。 

総務課 
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(平成 27 年度) 1,418 人 

前回は人口千人当たりの職員数(H19  7.27 人→H23  6.96

人以下)前回の目標だと H27 は 1,400 人以下になるはずだ

が，なぜ目標を下げたのか。財政は厳しさを増している。

是非高い目標で進めていただきたいと思う。 

・今回計画では，目標職員数が人数で表現されているが，人

変動，行政負担増減がある場合の目標値設定のあり方，考

え方を明記する必要があるのでは。 

・職員数の目標設定は，前回と同じく今回も定員適正化計画を基本とし

て設定しており，目標としている職員数は変更しておりません。市の

事務量は，大幅な人口増減がない限り，大きく変動するものではなく，

人口増減のみに影響を受ける不安定な指標は，今回成果指標として取

り入れるべきではないと考えました。 

・ご指摘のとおり社会情勢が激動するなか，目標値が変更となる可能性

がある成果指標であるため，「※現行の定員適正化計画の目標値を参

照しています。」と明記します。 

８  

単位施策１２０：法令等に基づく事務の推進 

・国の定めた基準に選挙公営費があるが，選挙ポスターで比

較すると市場の 8倍の予算である。赤字財政の鈴鹿市が，

このような基準に合わせる理由はなく，実態に合わせた予

算にしないと水増し疑惑もある。実行者も悪だが，その制

度をチェックさえしない制度の運営者に責任がある。 

 

選挙管理委員会事務局 

・鈴鹿市の選挙におけるポスター作成の公費負担は，公選法に基づき，

市条例を制定して実施しています。あくまで，単価の限度額を定めた

もので，鈴鹿市の単価は国の基準額を採用しています。なお，選挙公

営制度を利用するためには有償契約の締結，確認のための様々な書類

提出等が義務付けられており，市の厳重なチェックのもとで実施して

おり，現在のところ現単価限度額を見直す予定はございません。 
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・道路，水路の境界を確定するのに，道路や水路の対面の所

有者の同意がないと鈴鹿市は同意をしない。鈴鹿市の行為

は，法的根拠がない。 

・自治会長の境界立会に法的な根拠はない。最近の自治会長

は，土地に詳しくない方もたくさんいる。上層部の立会是

非の判断でなく，その目的，必要性，法的責任を実際責任

を負う自治会長の立ち合いが必要か実務者の採決が必要

と思う。また，継続する場合は，法的責任が発生したとき

立会ルールを取り決めた者の責任や事故対応策を決めて

いく必要があると思う。 

・境界立会の申請地で相続が発生している場合，現地を知ら

ない代襲相続人までもが実印や印鑑証明書を必要とする

のもおかしいと思う。 

・成果指標「行政研修に関する職員理解度(受講職員アンケ

ートにおける設定問題の平均正答率)」について研修で理

土木総務課 

・引き続き，境界立会い事務については，法令等を順守した事務を推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 

・監査検査機能の充実は重要であると考えており，会計事務における審
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解されていても，実際にできるか疑問である。前回の指標

「会計事務における審査件数に対する不備件数率」の方が

より効果的と思える。 

査業務も含め，よりそのチェック機能の充実を図るため，単位施策１

２１として設けることとしました。単位施策１２０では，執務の不備

がない状態にするためにどうするかという職員育成に重きを置いて

指標設定した結果，職員理解度を成果指標に設定しました。 

９  

単位施策１２１：監査・検査機能の充実 

・境界確定した道路中心や道路境界を道路改修等で移動して

いるのを散見する。刑法第 262 条の 2でも罰則を定めてい

る行為であり，工事後の検査方法を見直す必要がある。 

工事検査課 

・工事検査とは，契約図書，共通仕様書等を基に，品質・規格・性能・

数量等が契約内容に適合しているかどうかを確認する行為です。従い

まして，工事の影響（不注意含む）で移動した境界鋲等の復元につい

ては，工事発注課で対応すべきものであると考えています。 

１０ 

単位施策１２２：適正な資産管理 

・庁舎の周辺には庁舎を含め 4棟の建物がある。出来る限り

庁舎に集約し，余った建物を処分すれば，経費削減，効率

化，周囲の民間企業の発展が期待できる。 

・現在の職員業務用駐車場は，甚だ遠く時間ロスによる経費

損失は膨大で非効率である。東側の駐車場を立体化して効

管財営繕課 

・引き続き適正な庁舎管理に努め，具体的な事業については，事業実施

の際に検討していきます。 

 

・公用車駐車場については，財源の問題もあり，早期の実現は難しいと

考えています。 
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率化を図るべきである。 

１１ 

単位施策１２４：働きやすい職場環境の充実 

・時間外勤務時間が月 80 時間以上の年間延べ職員数 277 人

は，鈴鹿市の総職員数から考え多すぎると思う。上層部は，

平時の実務処理やその部下の作業内容に無理，むら，無駄

がないか業務に精通した指導とともに，上層部もプレイン

グマネージャーで実務をこなして効率を高める必要があ

ると思う。また，業務内容によっては短期間での人事異動

は，技術・効率の低下を招いているので，技術や業務内容

によって決めるべきと思う。 

・成果指標が「1カ月以上の病休者数」から「時間外勤務時

間が月 80 時間以上の年間延べ職員数」に変更された理由

がわからない。前回の成果目標はより深刻で，対応が急務

と思われるので従前の指標へ変更を要望する。 

人事課 

・277 人という人数を分析すると２月～４月までで 141 人と半数以上を

占めており，税の申告業務など年度末と年度初めに市の主な業務がど

うしても集中するという現状があります。また人事異動の影響も少な

からずはあるものと考えており，それぞれの部署によって職員数も違

いますので技術や効率の低下を招かないように今後も配慮してまい

りたいと考えております。 

 

 

・前回の「1 カ月以上の病休者数」については」，職場環境に起因しな

いような事由の病休者（たとえば交通事故等）も含まれていたため，

今回は職場環境と密接に関連のある時間外勤務を成果指標としまし

た。 
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パブリックコメント 意見への対応について 

（行財政経営計画内容外） 

 意見 対応・素案への反映 

１  

・総合計画に関心のある人達だけが，どんどん関心を持ち，関

心のない人達は関心のないままである。「市役所の職員に何

を言っても無駄」という市民の気持ちを変えなければならな

いと思う。 

企画課 

・総合計画に関わらず市政全般を推進する過程において市民の関心を

高めることは非常に重要であると認識しています。そのため「構想

の推進」において市民参加や，市民との情報共有を図る施策，自治

力を強くする施策を掲げ，市民がまちづくりに参加しやすい環境を

整備するとともに職員の資質向上にも努めていきます。 

２  

・まちづくり意見交換会の際に数字の間違いを指摘されていた

が，市民への公表文書は，複数の職員でチェックしてから公

表して欲しい。 

（企画課） 

・チェックについては複数の職員で行っていますが，漏れがありまし

た。今後は，公表時に記載誤り等がないように，より慎重に行って

いきます。 

３  

・平成 24 年度予算編成方針の（３）行政評価による結果の反

映には「事務事業評価によるＰＤＣＡサイクルによる有効

的，効率的改善効果を活かした予算計上を行うものとしま

財政課 

・行政評価システムは，総合計画の進行管理，市民への説明責任，職

員の意識改革に一定の成果をあげていますが，今後の厳しい社会情
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す。」と書かれているが理解しにくい。特にＰＤＣＡの Check

（検証・評価）と Action（改善・見直し）の部分を市民に

もっとわかりやすく公表して欲しい。 

 

 

 

 

・また，平成 15 年度から事務事業評価を本格実施しているが，

市全体でどのような効果があったのか。 

勢に対応するためには，さらなる職員の意識改革の必要性がありま

す。 

 自らが振り返り評価を行い，そして具体的改善を行い効果・効率的

な行政運営につなげるため，PDCA サイクルを活かしたマネジメント

意識の向上に努め，また市民のみなさまにもわかりやすい行政経営

のシステムづくりのために，行政評価システムの改善を継続的に行

っていきます。 

・事務事業評価を導入した平成 15 年当時，評価対象事業は 1，000 事

業を超えていたものが年々精査され，事務事業を目的別に事業集約

するなどして，平成 22 年度実施事業では 675 事業となっておりま

す。平成 21 年度からは予算事業との整合によって各事務事業に係

るコストを明確にしており，より効率的な事業実施に努める意識の

向上につながっています。 

４  

・基本構想策定の義務付けが，なぜ廃止されたのか。 企画課 

・地方公共団体の組織及び運営について，その自由度の拡大を図ると
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いう趣旨から，地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止の一

つとして地方自治法の改正が行われたためです。 

５  

・総務部戦略計画書の「クラウド化」とは。 市政情報課 

・市の情報システムに，近年発達が著しいクラウドコンピューティン

グを導入することを「クラウド化」と称しています。クラウドコン

ピューティングとは，情報処理サービスを，情報ネットワークを利

用して受けることを言います。従来のコンピュータ利用は，情報機

器やシステムを所有し，それを管理しながら，情報処理をすること

が一般的でした。 

クラウドコンピューティングを市の情報システムに導入し，市が所

有している様々な情報システムを，他の自治体と共同で利用する情

報システムに転換することによって，情報システムの経費削減と業

務の標準化を図ることを目標としています。 

６  

・教育委員会事務局戦略計画書に昨年 4月に市内で起きた小学

1年生の虐待事件をどのように検証し，教育委員会としてど

教育研究所 

・県及び市が検証を行い，その結果に基づき，学校，地域，子ども家
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のような対策が計画されているか明記して欲しい。 庭支援室，北勢児童相談所との連携を更に深め，情報を共有し再発

防止に努めています。 

７  

・教育委員会事務局戦略計画書の戦略名「地域ぐるみの教育環

境づくり」に関し，平成 23 年度安全安心意見交換会に参加

したが，参加者が少なくて驚いた。それぞれの学校での取組

の違いはあると思うが，「鈴鹿型コミュニティスクール」に

関する報道とのギャップを感じた。また，先生達が大変疲れ

ている様子で心配になった。 

青少年課 

・保護者や地域住民の学校運営への参画をより促進するコミュニテ

ィ・スクールの取組は，本年 4月 1日から始まったところであり，

今後，様々な課題を検証しながら取組の充実を図り，学校教育課題

の改善に取り組んでいきたいと考えています。 

８  

・私の記憶違いでなければ，鈴鹿市民大学は文芸部門に限られ，

平成 21 年度から始まった鈴鹿自然大学も本年度は未実施の

ままであると思う。一方，近隣市では民間産学連携により，

世界一の環境都市を目指し総合環境研究センターを開設，本

年度からは文化，健康，福祉と分野が拡大され，また，環境

分野でも環境省が推進する「くらしアドバイザー」の育成に

乗り出し，環境フェア等でエコなくらしのアドバイスや提案

環境政策課，生涯学習課 

・鈴鹿市民大学は，文芸部門に限られていますが，鈴鹿市文化振興事

業団主催の市民大学文芸学科として現在も継続して実施していま

す。生涯学習はご承知のとおり，乳幼児期から高齢期まで生涯のあ

らゆる時期に行われる学習活動で多種多様にわたることから，生涯

学習課では，現在，社会教育の実践の一つの場としての公民館活動，

青少年の健全育成活動や家庭教育の支援に重点を置いて取り組ん



 

60 
 

 意見 対応・素案への反映 

を行っている。市民大学を名乗るのであれば，もっと充実を

図っていただきたい。 

でいますので，市民大学のような総合的な取組は現状の体制ではむ

ずかしい状況です。 

本市には一小学校区一つの 31 の公民館があり，それぞれ地域の特

色を活かした運営を行っています。趣味や教養等のサークル活動や

語学や情報に関する学習，現代課題や地域の課題解決に向けた学習

等を開設していますが，さらなる公民館の活性化のため，個人の需

要や社会の要望等も考慮して取り組んでいきます。 

・鈴鹿自然大学は平成２１年度から平成２２年度に植物や昆虫等や生

物多様性について６回開催してきましたが，専門性の高い内容であ

り，子供たちにもわかりやすく，親しみやすい内容のものといった

声もあって，現在では，環境展等のイベントの中で，子供たちが参

加しやすい「しぜん学校」として開催しています。 

環境アドバイザーではないが，三重県地球温暖化防止活動推進員に

よる暮らしの省エネ診断を環境月間やクールビズの期間内に実施

しています。 
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９  

・ご当地検定については，本来，商工会議所がすべきと思うが，

市民が広く学び，理解を深めるためにも商工会議所等と連携

し，実施の方向で検討いただきたい。 

商業観光課 

・鈴鹿市においても公民館などでご当地検定が行われた実績があるよ

うですが，今後は関係諸団体と連携を図りながら検討したいと考え

ています。 

１０ 

・企画財務部戦略計画書の戦略名「総合的・計画的行政の推進

について」に関し，第 5次総合計画の基本はＰＤＣＡサイク

ルをまわしながら事業を進めることになっている。しかしな

がら，各部局における年度ごとの事務事業については，Plan

が無い状態で事業が進められ，年度ごとの事務事業評価を行

って評価シートが作成されている。平成 24 年度からは，年

度始めに事務事業ごとの Plan を制定して業務を推進し，そ

の結果を受けて事務事業評価を実施することを望む。 

財政課，企画課 

・当市では行政評価は事後評価方式を採用しておりますので，事務事

業評価においては，実施内容を中心とした実績表示および課題認

識，改善案を示す内容となっておりますが，成果指標における目標

値，投入コストについては次年度の内容も示しております。各事務

事業の実施にあたっては，各所属において目標達成に向けた年間ス

ケジュール等を作成し，進行管理をしております。 

１１ 

・総務部戦略計画書の「行財政改革推進」に関し，概要の中で

「定員の適正化を図り，組織をスリム化する」とあるが，こ

のことはどの単位施策で受けているのか。単位施策の中で明

総務課 

・単位施策１１２「機動的な組織・体制の構築」と単位施策１１８「事

務の効率化と行政コストの削減」で，「定員の適正化を図り，組織
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確にして事務事業名がわかるようにしていただきたい。ま

た，この戦略の目標値は，人口千人当たりの職員数が 7.05

人以下となっているが，第 2 期の平成 27 年度目標値 6.70

人と違う理由は。 

をスリム化する」ことを目指しております。 

・総務部戦略計画書の「行財政改革推進」の目標値にある「人口千人

当たりの職員数 7.05 人以下」の表記については，「職員数 現状値 

1,452 人(平成 22 年度)，目標値 1,418 人(平成 27 年度)」に改めま

す。 

１２ 

・生活安全部戦略計画書の「証明書交付窓口の多様性と利便性

向上」に関し，本庁窓口以外での証明書発行機能を強化する

ことは賛成であるが，コンビニエンスストアへ委託すること

は，設備投資やコストの面で反対である。それより，行政が

関わって土日に業務を行っている公共施設（図書館など）を

利用すべきである。 

市民課 

・図書館等の公共施設での証明書交付は，専門職員の新たな配置が必

要なうえ，利用可能時間が開館時間内のみとなってしまいます。一

方，コンビニエンスストアでの証明書交付は，店員へ依頼すること

なく，住民基本台帳カードを利用して，特別なネットワークで接続

された多機能コピー機から自らの操作のみで証明書交付が可能と

なる仕組みです。職員配置の必要もなく，市内，市外問わず全国で

のサービスが受けられるとされています。 

１３ 

・文化振興部の戦略計画書に関し，どの項目も「施設の整備・

改修あるいは修繕を行い市民に利用してもらう」ことが基本

文化課 

・文化振興部が所管する施設は大規模かつ多数にわたっており，いず
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になっている。これらのことは当たり前のことであり，戦略

計画とは言えないのではないか。 

れの施設も老朽化が進んでいる状況にあります。ご意見のとおり，

施設の整備・改修，修繕は当たり前のことではありますが，厳しい

財政状況のもとで，市民の皆さまが，より快適に文化・スポーツ・

生涯学習活動を行っていただけるよう，活動の拠点となる施設整備

等を計画的に実施していくことは，文化振興部として非常に重要な

課題であると考えておりますことから，部の戦略計画として位置付

けております。 

１４ 

・産業振興部戦略計画書の「公共交通の利便性の向上」に関し，

概要の中で「交通不便地域における新たな交通手段の検討に

取り組む」と書かれているが，単位施策５５：公共交通の利

便性向上では，新たな取組を行うような表現が見受けられな

い。今後，C-BUS 以外の手段に取り組むのであれば，その概

要を示すべきである。 

商業観光課 

・単位施策 55 の中で，交通不便地域における生活交通を確保するこ

とが示されているので，C-BUS 以外の交通手段については選択肢の

一つとして検討していくことにする。 

１５ 

・産業振興部戦略計画書の「進出意欲を持つ企業の立地促進」

に関し，戦略の概要によると，勉強会を開催したり，工業振

産業政策課 

・この条例による企業への補助金の交付は最大５年間付与されること
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興条例に基づく支援を行うとあるが，条例の適用を受けた企

業は，平成 21 年度 0件，22 年度 3件と僅かであるのに対し，

事業費は平成21年度 2.7億円，22年度 4億円となっている。

目標に対し大幅に未達になっており，このような多額の投資

が今後も認められるのか。 

となっています。よって平成 21 年度，22 年度に新たに適用を受け

た企業の件数が少なくても，事業金額についてはそれ以前からの適

用企業分を含め計上しています。 

・企業が移転・増設する際には多額の投資金額が必要とされており，

市としては，ものづくり企業の新規立地の促進，また，市内企業の

市外への転出を防ぐため，さらには本市において継続的に操業を維

持できる経営基盤を早期に整えるための支援として必要な施策と

考えています。 

１６ 

・水道局戦略計画書の「啓発・ＰＲの推進」に関し，概要を見

ると広報やホームページなどで水道水についてＰＲするこ

となどが記載されていますが，このことは日常業務として行

うことであって戦略計画には該当しない。 

水道総務課 

・鈴鹿の水道水が安全でおいしい水である反面，水道工事や火災時の

放水等により濁水が発生することがあるため，鈴鹿の水道水の特性

を市民の方に理解していただくためにＰＲの推進は重要であると

考えます。 

１７ 

・今回の第 3期行財政経営計画は，末松市長が初めて市民に示

されるものである。末松市長は，市長就任時にいろいろなメ

企画課 

・戦略計画書は，行財政経営計画上の施策，単位施策の中で，各部局
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ッセージを出されましたので，今回の戦略計画書にそのこと

を改めて明確にしていただきたいと思うので，P2 と P3 に末

松市長の市政運営方針を記載していただきたい。 

において重点的に取り組む施策の展開や資源投入の方向性を定め

るための分析を行ったものです。 

市長が市政を運営するに当たっての方向性は，施政方針で明らかに

しており，各施策，単位施策の内容とも整合を図っています。 

また，第３期行財政経営計画の公表時には，市長メッセージを記載

することを検討いたします。 

１８ 

・企画財務部戦略計画書の戦略名「総合的・計画的行政の推進

について」に関し，「鈴鹿市のまちづくり基本条例」が制定

されることにより，現在制定済みの各種条例や要綱の見直し

と新たに必要とされる条例や要綱の策定作業が必要になる

と思う。そのため，「総合的・計画的行政の推進」の戦略の

概要にまちづくり基本条例制定後の対応方針を記載すると

ともに平成 24 年度以降の事務事業で具体化されたい。 

企画課 

・行財政経営計画は，基本構想に基づき，政策の実現のために行政が

リーダーシップを持って実施していく施策，単位施策について示し

たものですが，本市は，第５次総合計画から，行政評価システムの

確立に努めており，毎年，単位施策評価，事務事業評価を実施し，

進捗状況を確認し公表しています。当該単位施策は，これを推進す

ることにより計画的に行政経営していくために設けたものです。ご

意見のまちづくり基本条例は，現在，事務事業として取組んでいま

すが，当該条例が制定された際，新たに必要となる事務が発生する
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時は，事務事業で明らかにしていきます。 

１９ 

・鈴鹿市は市長交代という大きな変化があった。さらに県内で

の水害発生，国内での震災発生等，取り巻く環境に変化があ

ったが，計画を通じて，変化についての取り組みが分り難く，

第３期行財政経営計画もこれまでと変わらず網羅的な計画

になっている。 

企画課 

・第５次鈴鹿市総合計画は，市民の視点に立ち，市民をまちづくりの

パートナーとして位置付けていくために構想段階から公募による

市民メンバーと職員で構成される「総合計画策定プロジェクトチー

ム」を設置し，基本構想，行財政経営計画の素案づくりを行った手

作りの計画です。策定に際しては，鈴鹿市行政経営戦略会議の提言

を受け，市が提供するサービスが任意で実施され総合計画が無力化

しないよう市が行う全てのサービスが網羅されています。 

しかし，経済の長期停滞による自主財源の伸び悩み，公共サービス

の多様化，増加による歳出増大など市を取巻く環境が厳しいなか，

行政サービスの集中と選択が求められるようになりました。 

このことから鈴鹿市では，社会経済動向を先読みした施策展開や経

営資源の投入方針を明らかにする戦略計画書を作成し，行政全般に

ついて並列的かつ網羅的に書かれている鈴鹿市第５次総合計画の
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施策に重点戦略を設け，メリハリを与えています。 

２０ 

・各部門の業務が全て重要なのは理解できるが，社会環境等の

変化を踏まえ取捨選択し，それに見合う評価を行うべきでない

か。 

企画課 

・第３期行財政経営計画策定にあたり，市の目指すべき将来都市像の実

現に向け，政策を推進する１２部局が所管する分野の目指すべき地域

社会の姿や目標を実現するために実施する活動について，社会経済動

向を先読みした施策展開や経営資源の投入方針を明らかにする戦略

計画を作成しています。作成にあたっては，民間企業が戦略立案を行う

時に用いる主要な分析手法であるＳＷＯＴ分析を用い，組織を取り巻く

社会情勢やニーズの有無とニーズ等への組織の対応能力についてク

ロス分析し，戦略を導き出しています。また，事業実施等では，毎年，事

務事業評価，単位施策評価を行い，行財政経営計画の進行管理を毎

年行っており，その中で課題等の整理も行っています。 

２１ 

・川岸市政に対する末松市政の特色を明確に打ち出していただ

きたいと思う。選挙中に公約されたことを中心に，市長とし

て何をやりたいのか市民へはっきりと伝えるべきと思う。 

企画課 

･施政方針で掲げたまちづくりと照らし合わせ，第 3 期行財政経営計

画において施策，単位施策等の見直しを行っております。今後，こ
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れらの施策等を着実に推進してくことで，まちづくりの特色を示し

ていきたいと考えています。 

２２ 

・行財政経営計画を作成するにあたっての前提となる，対象期

間中の人口フレーム・財政フレームを明記すべきと思う。 

企画課 

･基本構想部分について変更していないため，人口フレームは，平成

27 年度に 20 万人を目標人口として想定しています。また，計画期

間の財政見通しについては，今後，実施計画の中において財政計画

を作成，公表していきます。 

２３ 

・リーマンショック，東日本大震災などの大きな環境変化など

を「背景」として記述してはどうか。背景，現状認識，市長

としての思いを計画の冒頭に記載すると市民が計画全体を

理解しやすいと思う。 

企画課 

･全体として社会経済情勢等の変化の記載はございませんが，東日本

大震災や経済情勢の変化は認識しており，施策，単位施策に反映さ

せているところです。また，第３期行財政経営計画の公表時には，

市長メッセージを記載することを検討いたします。 

２４ 

・市が何をしたかではなく市民がどう感じたか，どう満足した

かをより多く成果指標とすべきではないか。市政に関する市

民満足度を定期的に調査して，成果指標に取り入れるべきと

企画課 

･成果を測る指標には，短期的な成果を表す成果指標と長期的な成果

を表す指標など色々あり，成果を測る対象により適切な指標設定が
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 意見 対応・素案への反映 

考える。 あります。本市では，行政が責任をもって担い，短期で見直しを行

う行財政経営計画では，数値目標が明確に設定でき，各所属長が責

任を持ってマネジメントできることに主眼を置いた成果指標を設

定することとし，それを受けた単位施策評価を実施しています。 

長期的かつ総合的なまちづくりの指針である基本構想では，まちづ

くりの方向性や将来の姿を効果的に表現し，鈴鹿市のまちづくりの

意志を内外に示す将来都市像に，市民がどう感じているかを測る指

標が適切であるとのことで，「住みよいところだと思う人の割合」

という満足度を指標として設定しています。 

２５ 

・成果指標は施策の目的を達成するためのベストなものとなっ

ているか。全体の再点検をお願いする。 

企画課 

･市民からいただいた意見や議会，審議会等における意見を踏まえて，

より適切なものがあれば見直しを行ってまいります。 

２６ 

・成果指標は，職員のやる気を引き出すチャレンジングなレベ

ルとなっているか。全体の再点検をお願いする。 

企画課 

･成果指標については，一定の考え方のもとで，それぞれの単位施策

を取り巻く情勢や計画期間内の取組の方向性を考慮して設定して
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 意見 対応・素案への反映 

います。 

 また，市民からいただいた意見等を踏まえて，より適切なものがあ

れば見直しを行ってまいります。 

２７ 

・第 2期行財政経営計画の成果指標が変更され，なくなってい

るものもある。変更なり，削除するときはその理由を明確に

示していただきたいと思う。単に達成が困難だからやめたと

か，部門長が変わったためというのでは職員の士気に影響す

ると思う。そうしたことを極力，抑止するため理由の公表を

お願いする。 

企画課 

･成果指標については，第２期行財政経営計画の評価結果をもとに，

単位施策の目的に応じて変更，見直しを検討した結果行ったもので

す。 

  

２８ 

・地方自治法改正による計画策定根拠が失われる中，環境認識

及び市長意思を明確にする必要があるのでは。 

企画課 

･地方自治法における義務付けの規定が廃止されましたが，計画的な

行政経営の必要性はますます重要になると認識しており，計画策定

の根拠については，今後，検討していきます。 

また，市長意思については，施政方針で掲げたまちづくりと照らし

合わせ，第 3期行財政経営計画において施策，単位施策等の見直し
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 意見 対応・素案への反映 

を行い方向性を示しております。 

２９ 

単位施策１２：確かな学力づくり 

単位施策１３：人権教育の推進 

単位施策１４：学校教育の支援・研究 

単位施策１５：教育相談の充実 

単位施策１６：市民参加型スポーツの推進 

単位施策１８：子どもの安全安心ネットワークの充実 

単位施策１９：青少年の健全育成 

単位施策２０：文化財を発掘・保存・活用したまちづくりの推

進 

単位施策２１：市民参加型文化事業の推進 

単位施策２２：文化的施設の整備・運営 

単位施策２３：リサイクル施策の推進と資源化の促進 

単位施策２７：地球温暖化対策実行計画の推進 

単位施策２８：地球温暖化防止啓発活動の推進 

企画課 

・第３期行財政経営計画は，第５次鈴鹿市総合計画の将来都市像を達

成するため，この先４年間，行政がリーダシップを持って，実施し

ていく施策，単位施策を位置付けたものです。 

なお，策定にあたっては，総合計画の無力化を防ぐため，鈴鹿市行

政経営戦略会議の提言を受け当初から市が提供するサービスを全

て登載することとしています。 
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単位施策３１：農業集落排水の整備 

単位施策３２：合併処理浄化槽の設置促進 

単位施策３３：公共下水道（汚水）の整備 

単位施策３４：環境美化及び公衆衛生の向上 

単位施策３５：生活環境を守る取り組み 

単位施策３６：障がい者福祉の推進 

単位施策３７：生活保障の確保 

単位施策３８：高齢者福祉の推進 

単位施策３９：介護保険の推進 

単位施策４０：住生活基本計画の推進 

単位施策４１：地域福祉活動の推進 

単位施策４２：働く場の確保と就労支援 

単位施策４３：勤労者福祉の促進 

単位施策４４：健康づくりの啓発推進 

単位施策４５：健康診査の推進 
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単位施策４６：国民健康保険の適正な執行 

単位施策４７：医療費助成による生活の安定 

単位施策４８：医療体制の充実 

単位施策８４：河川等の維持管理 

単位施策８５：都市浸水対策 

単位施策８６：建築物等の耐震化促進 

単位施策８７：避難所の整備 

単位施策９０：交通安全意識の高揚 

単位施策９１：生活道路の整備推進 

単位施策９２：交通安全施設の整備推進 

単位施策９３：市道の維持管理 

単位施策９４：安全で良質な建築物の確保 

単位施策９５：防犯意識の高揚 

単位施策９６：火災予防対策 

単位施策９７：救急業務高度化の推進 
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単位施策９８：応急手当の普及 

単位施策９９：企業性を重視した水道事業の経営 

単位施策１００：水道料金に関する事務の効率化 

単位施策１０１：水道施設の整備・更新 

単位施策１０２：需要者ニーズを踏まえたサービスの充実 

単位施策１０３：水道施設の維持管理 

単位施策１０４：安心できる消費生活の確保 

単位施策１０５：市民相談窓口の充実 

単位施策１０６：市民参加のまちづくりの推進 

単位施策１０７：市民参加の活動環境の充実 

単位施策１０８：市民への情報提供の推進 

単位施策１０９：市民の声の的確な把握 

単位施策１１０：国，県との連携 

単位施策１１１：シティセールスの推進 

単位施策１１２：機動的な組織・体制の構築 
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単位施策１１３：環境の変化に対応できる人材育成 

単位施策１１４：自主財源の積極的な確保 

単位施策１１５：広域行政の推進 

単位施策１１６：総合的・計画的行政の推進 

単位施策１１７：民間活力の導入 

単位施策１１８：事務の効率化と行政コストの削減 

単位施策１１９：計画的・効率的な財政運営 

単位施策１２０：法令等に基づく事務の推進 

単位施策１２１：監査･検査機能の充実 

単位施策１２２：適正な資産管理 

単位施策１２３：情報資産の適正管理と共有 

単位施策１２４：働きやすい職場環境の充実 

上記は，市庁内部が行う通常業務の範疇のものであり，変化の

ある部分への対応計画とは認めがたい。今後は通常業務として

行いこの計画書から抜き出すべきである。 
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３０ 

・議員定数について，隣接市の四日市市と比較し大幅な財政負

担となっており大幅な削減が必要と思う。議員の自発的な動

きがなければ，行政から上程しないとおかしいと思う。 

総務課・議事課 

・法制度上，首長も議員定数条例を提案することは出来ますが，議会

では，来年度中に議会基本条例の制定を目指しており，それを制定

した後，議員定数について今任期中に協議する見込みです。 

３１ 

・「市民への様々な方法で積極的に情報提供」とあるが，議会

だよりは消極的で隠ぺいと思われる部分が多々ある。市税を

使用した視察等は行政運営に反映させないと税の浪費と思

う。 

企画課・議事課 

・議事機関である議会は，執行機関で作成した当該計画の対象として

いませんが，議会だよりについては，紙面の限りのなかで本会議，

委員会等の概要を伝えています。 

・議会の委員会視察については，主に年毎に四つの常任委員会でそれ

ぞれテーマを決め，視察等調査を行い，研究結果を報告書にして議

会に提出します。その中の委員会としての意見部分をまとめ，毎年

市長に提言して行政運営に反映されています。また，１年前の提言

がどう行政に反映されているかのチェックも委員会で行っていま

す。 
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まちづくり意見交換会 意見への対応について 

（環境と共生するまちづくり） 

 

番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

１ ・単位施策 23 から単位施策 28 までの 6

つの全てが拡大になっているが，これ

について説明をお願いする。 

・財源が厳しいので，人的な投入という

ことであるが，人員適正化計画では，

4 年間で 34 名の職員を減らすことに

なっており，その中で今言われたよう

なことができるのか。 

（環境部） 

・現状値と目標値を見て，基本的に数

値を改善する方向でヒト，モノ，カ

ネを投入していくため，拡大という

表現になっている。 

・現実的に予算や人が減らされれば，

拡大は難しいという考え方はわかる

が，仕事の配分の見直しや効率をあ

げることにより，拡大することは可

能であると考えている。 

環境部 

・ごみ減量活動の推進及び地球温暖化防止活動

の推進の２つの施策については，社会情勢か

ら積極的に進めていく施策であり，改善する

方向で目標値を示しています。厳しい財政状

況であっても職員の事務の見直しや啓発活動

の推進によりそれぞれの施策・単位施策に対

応していきます。 
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まちづくり意見交換会 意見への対応について 

（いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり） 

番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

１ 単位施策５７：中心市街地と商業の活性

化 

・成果指標であるが，白子駅西商店街の

空き店舗数 1が 0になることが，この

単位施策の目標達成に大きく寄与す

るとは思えないので，成果指標を見直

すべきではないか。 

（産業振興部） 

・本市の場合は，白子，神戸，平田の 3

箇所に市街地の拠点があり，評価指標

の設定が難しく議論を重ねてきた。 

・その結果，白子駅西商店街の空き店舗

数を 1から 0に減らすのは難しいが，

なんとかクリアしたいという思いで

この指標を設定した。 

商業観光課 

・商店街の活性化のためには，当日の答弁のと

おり，空き店舗が解消されることが当面の課

題と考えています。そのため，空き店舗数を

成果指標として設定しました。 

２ 単位施策７０：農林水産業経営支援の促

進 

・指標の農業生産額の数値が一桁間違っ

ているのではないか。 

 

（産業振興部） 

・指摘のとおり間違っているので，正し

い数値に修正する。 

農林水産課 

・当日の答弁のとおり 
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番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

３ 単位施策７３：市内特産品の販路拡大の

促進 

・成果指標であるが，平成 19 年度から

平成 22 年度までで約 500 万円伸びて

いるのに対し，第 3期では約 110 万円

伸びるだけではチャレンジングな目

標とは言えない。 

・成果指標の難易度については，市民か

ら見て頑張っていると思える観点で

設定すべきである。 

（産業振興部） 

・第 2 期で大きく目標をクリアしたか

ら，もっとチャレンジングな指標を設

定してはということであるが，これま

での経緯から考えて 2,000 万円が妥

当であると考えている。 

商業観光課 

・平成 27 年の目標値については，市の支援が直

接すぐに売上に反映するのではなく，販売者

の意欲が高まることにより，徐々に売上が増

加していくという考えの方のもとに設定しま

した。 

４ 単位施策８０：モータースポーツの振興

の促進 

・成果指標であるが，観光振興の視点で

見たときに，会員の多くが市民である

モータースポーツ友の会等が開催す

（産業振興部） 

・モータースポーツ市民の会からモータ

ースポーツ友の会に変わり，全国から

参加者が来ていることや指標名の等

の中には，鈴鹿サーキットも含まれて

商業観光課 

・モータースポーツ友の会は，Ｈ23 年 4 月より

組織替えし，会員の対象者を市外に広げたこ

とにより，友の会が開催するイベントには，

全国から参加していただくことが予想される
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番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

るイベントへの参加者数で良いのか。 いることから，この指標でモータース

ポーツファンの増加を測ることがで

きると考えている。 

ため，成果指標として適切であると考えてい

ます。 
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まちづくり意見交換会 意見への対応について 

（構想の推進のために） 

番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

１ 単位施策１１０：国・県との連携 

・自治力という言葉は，すごいと思うが，

指標が市からの要望事項に対する県

の対応率となっており，市から要望を

するのではなく，国や県から何か言わ

れてもノーと言える位のものを出し

て欲しかった。 

（企画財務部） 

・要望には，県にお願いするだけではな

く，制度の改善要求なども含まれてい

るが，表現については一度検討する。

企画課 

・国や県に対する提案及び要望活動は，単に支

援をお願いするといった消極的なものではな

く，国や県の施策実行を求めるものや，市と

して重点的に推進すべき施策の早期実現に向

けて制度の改正や国や県における取組の方針

転換を促すといった積極的な意図から実施す

るものであります。このことから，単位施策

の概要及び目的をそういった趣旨が分かるよ

うな表現方法に改めます。 

２ 単位施策１１８：事務の効率化と行政コ

ストの削減 

・成果指標であるが，第 2期では，人口

（総務部） 

・成果指標については，指摘いただいた

とおり変更しているが，これは具体的

総務課 

・職員数の目標設定は，前回と同じく今回も定

員適正化計画を基本として設定しており，目
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番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

1,000 人当たりの職員数であり，それ

に基づき計算すると職員の数は 1,400

人以下になるはずであるが，1,418 人

と目標値が甘くなっている。 

・市民が，切実と思うような設定になっ

ていないので，その観点で是非見直し

て欲しい。 

な数値を出した方が，市民によりわか

りやすいとの考えからである。 

・削減幅が少ないという指摘であるが，

今回の成果指標は，定員適正化計画の

数値と合わせている。 

標としている職員数は変更しておりません。 

・市の事務量は，大幅な人口増減がない限り，

大きく変動するものではなく，人口増減のみ

に影響を受ける不安定な指標は，今回成果指

標として取り入れるべきではないと考えまし

た。 

３ 単位施策１１９：計画的・効率的な財政

運営 

・将来負担比率が下がる方向で指標を設

定しているが，本当に可能なのか。 

・借金を減らすことは大切であると思う

が，防災など行政がすべきことが多く

あるので，負担率は維持して，行政が

すべきことをしなければいけないの

（企画財務部） 

・前回までは，経常収支比率を指標とし

ていたが，分かりにくいということ

で，今回，将来負担比率に変更した。

・具体的にこれをどのように 75.2％か

ら 65％にするかということについて

は，根拠が３つある。 

・1つ目は，充当可能基金残高を現在の

財政課 

・当日の答弁のとおり 
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ではないか。 約 104 億円から約 26 億円増やすこと

により改善を図っていくこと。 

・2つ目は，一般会計等以外の会計の地

方債の元金償還に対する一般会計等

負担見込額，いわゆる借金を現在の約

402 億円から平成 27 年度末には，１％

にあたる約 4億円減らしていくこと。

・3 つ目として，平成 22 年度末の全体

の地方債の残高，約 464 億円を平成

27 年度末に 462 億円に約 2 億円減ら

すこと。 

・これにより全体で約 32 億円の改善効

果が見込め，将来負担比率を 65％に

減らしていけると試算している。 

・借金を減らすと言ったが，その幅は 1％
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といった実現が見込める少ない数字

であるし，また，基金残高を増やすこ

とによって新たな事業に充当する可

能性もでてくる。無理に借金を抑えて

いこうとするものではない。 
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まちづくり意見交換会 意見への対応について 

（行財政経営計画内容外） 

番号 意 見 当日の答弁  素案への反映等の対応 

１ ・市長が変わったので，当然「末松ビジ

ョン」のようなものが出されると思っ

ていた。 

・議会では，行政の継続性を重視し，第

5次総合計画を進めていくとのことで

あったが，そのあたりの市長の思いを

聞かせて欲しい。 

（市長） 

・第 5次総合計画のビジョンと私の思い

が大きく違わなかったため，新しい総

合計画の策定にこだわらなかった。 

・第 3期行財政経営計画は，第 5次総合

計画の完結の部分にあたり，重要な部

分であると考えている。 

・第 3期行財政経営計画では，基礎自治

体としての能力を高めるため，自治力

という言葉を項目に挙げ，第 5次総合

計画の完了を大事に考えた。 

市長 

・当日の答弁のとおり 

２ ・今後 4年間の資源投入の方向性である

が，拡大が多いように感じる。事業に

（事務局） 

・資源投入の方向性については，人や財

企画課 

・資源投入の方向性については，重点戦略との整
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よって違いはあると思うが，具体的に

ヒト，モノ，カネの何を投入するのか。

源をどう投入するかを示している。 

・財政状況が苦しい中であるが，人の投

入は可能であり，124 事業の内 68 事

業が拡大となっている。 

合を図りながら記載しています。資源とは，具

体的には人材，財源，物的資源，情報であるが，

自治体経営を取り巻く環境が厳しい中におい

ても，事業の選択と集中，並びに，実施方法の

見直しなどにより，重点的に推進していく分野

に対して効率的，効果的に資源投入ができるよ

う取り組んでいきます。 

３ ・指標の数値と内容が一致していない単

位施策がたくさんあるが，再検討な

り，見直しなりして回答をいただける

のか。 

（事務局） 

・いただいた意見については，関係部局

で再検討した後，総合計画審議会へも

報告し，その対応については，最終的

にはパブリックコメント等の結果と

して公表する。 

企画課 

・当日の答弁のとおり 

４ ・戦略計画書には，「変化」のある部分

への対応計画と書いてあるが，その変

（企画財務部） 

・行財政経営計画には，施策を推進して

企画課 

・第 3期行財政経営計画の策定においては，社会
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化の部分が読み取れない。 

・一番の力点は，変化に対する対応を具

体的に市民にわかりやすく表すこと

である。 

いくことによって地域をどのような

状態にすべきなのかをビジョンとし

て，そして，そのビジョンを達成させ

るために，行政として何に取り組むの

かをミッションとして記述している。

・その次に各施策を構成する単位施策が

掲載されているが，具体的な事業につ

いては，単位施策を構成する事務事業

で明確にしていく。 

・事務事業のうち，主要なものを実施計

画としてまとめていく。 

・実施計画については，行財政経営計画

と同時に策定しており，完成したら公

表する。 

経済情勢など行政経営を取り巻く環境変化を

踏まえて見直しを行っています。具体的には，

施策・単位施策に係る体系の整理や，施策のビ

ジョン・ミッション，単位施策の概要，目的の

部分を検討，見直し対応の変化を表現していま

す。 

・また，市では第 2期行財政経営計画の策定時か

ら，社会経済動向を先読みした施策展開や経営

資源の投入方針を明らかにする戦略計画書を

作成し，行政全般について並列的かつ網羅的に

書かれている鈴鹿市第 5 次総合計画の施策展

開の考え方について論理性を持たせ，施策に重

点戦略を設け，メリハリを与えることを行って

おり，第 3期行財政経営各の策定にあたって戦

略計画の見直しも行っています。 
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５ ・第 2期行財政経営計画の結果は，どう

やって第 3期に反映させているのか。

（事務局） 

・第 2期行財政経営計画の検証について

は，毎年度実施している単位施策評価

の中で，今年度は第 2期の行財政経営

計画の中間評価も行っており，その結

果については，市ホームページに掲載

してあるので参考にして欲しい。 

企画課 

・第 2 期行財政経営計画の結果の把握として，

単位施策評価を行い，平成 23 年度期末の目標

値に対する達成状況を検証しています。 

【達成状況】 

・単位施策 127 のうち，80％以上達成したものは

96（75.6％）ととなっています。 

６ ・例えば，単位施策 19「青少年の健全

育成」の成果指標が，「あいさつ運動

への児童生徒の参加者数」となってい

るが，子どもは皆あいさつをしてお

り，なぜ当たり前のことを目標にする

のかと思う。 

・役所は一生懸命やっているが，成果が

出てこないのは緻密さが足りないの

（市長） 

・第 3 期行財政経営計画は，10 年の計

画期間である第 5 次総合計画の最後

の 4年間の計画であるため，第 2期行

財政経営計画との継続性も考えてい

る。 

・その中で，変えることができる部分に

ついては再検討して，その結果をお示

企画課 

・当日の答弁のとおり 
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ではないか。 

・大きな計画の中にこそ，緻密さを取り

入れて欲しい。 

しする。 

・ただ，総合計画という大きな計画の中

で具体的な事業を記載するのは難し

く，個別の事業については，実施計画

に掲載し公表していくので，理解をお

願いする。 

７ ・実施計画であるが，全事務事業 700 の

内の3分の1位しか立てられていなか

った。 

・その実施計画も 4年間の計画で年度毎

の計画は立てられていない。 

・平成 24 年度から，各事務事業の計画

を立ててもらえないか。 

・実施計画は 4年，仕事は年度単位でし

ているので，年度毎の計画が必要であ

（企画財務部） 

・主要な事業については，実施計画とい

う形でホームページにて公表してい

る。 

・それに当たらない事業については，各

担当課で計画を立て，その結果は事務

事業評価で公表している。 

・年度計画は，ほとんどの所属で行って

いるのが現状であると思う。 

企画課 

・事務事業評価は事後評価方式を採用しており，

実施内容を中心とした実績表示および課題認

識，改善案を示す内容となっていますが，成果

指標における目標値，投入コストについては次

年度の内容も示しています。 

また，各事務事業の実施にあたっては，各所属

において目標達成に向けた年間スケジュール

等を作成し，進行管理を行っています。 
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る。 

・企業は，一般的に年度計画を立ててお

り，それが無ければ管理はできない。

・ただ，徹底されているかという部分に

ついては庁内で検討させていただく。

８ ・総務部の戦略計画書の「行財政改革推

進」であるが，第 3期においても委員

会を設けてやっていくと思うが，第 1

期，第 2 期と委員会を傍聴してきた

が，提言が受け入れられていなかっ

た。 

・今回の素案に平成 21 年 7 月の提言が

反映されているのか，私としては提言

の内容を見直して反映していただき

たいと思っている。 

 

（総務部） 

・本市の行財政改革計画は，平成 18 年

度から 20 年度の 3 年間，同じ様な内

容であるが，国の主導で作られた集中

改革プランは平成17年度から21年度

で終わっており，新たな計画は作られ

ていない。 

・ただ，今回の行財政経営計画と歩調を

合わせて，本年度中に新たな計画を策

定しようと取組を進めている。 

・行財政改革は，計画があろうが無かろ

うが切れ目なくやっていくべきもの

総務課 

・今回の行財政経営計画と歩調を合わせて，本年

度中に新たな計画を策定しようと取組を進め

ています。これについては，行財政改革に対す

るこれまでの提言を踏まえて進めていきます。 
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であるが，目標として計画があると分

かりやすい。 

９ ・前回も組織改編，組織のスリム化と言

っていたが，具体的にどのようにやる

のか，本気でやる気があるのか。 

（総務部） 

・職員の削減につながるが，仕事が増え

ていく中，定員適正化計画を作って，

実現するために少ない人員で効率化

を進めているので，理解をお願いす

る。 

人事課 

・当日の答弁のとおり 

 


