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市議会議員の意見への対応について 

 意見 対応・素案への反映 

１  

単位施策１：地域・家庭・学校の連携による青少年育成活動の支

援 

・指標に活動団体への支援内容がない。指標として，参加者だけ

の満足度で良いのか。 

生涯学習課 

・この施策には４つの事務事業が含まれ，それぞれの事業において指標を設定

し取り組んでいますが，ここでは，その代表的な指標を設定しています。ま

た，支援内容は様々であり，数値として指標化することは困難です。例えば

青少年育成団体等へは，事業費の一部を補助しているため，指標とすること

は不適切であると考えます。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ることから，

適した指標と考えています。また，アンケートには，課題解決や今後の方向

性を得るための項目も設け，より市民のニーズが反映できるような内容とし

ています。 

２  

単位施策３：図書館サービスの充実 

・指標は貸出冊数ではなく，利用人数で表すべきである。 

図書館 

・図書館サービスを充実させるにあたり，利用人数は，重要な指標となるべき

ものであると考えています。利用人数のとらえ方には，何人の方に利用され

たかという実利用人数と，一人の方が複数回利用されたものを含める延利用

人数があり，いずれも図書館サービスを考える上で，大切な指標となってい

ます。 

一方，貸出冊数は，図書館サービスの基本となる図書の貸出を一元的にとら

え，図書の利用及びサービスの充実度をはかるものとして有効です。また，

市民が，その必要とする知識や情報が含まれている資料に出会うことができ

るように努めることが，図書館の最も重要なサービスであると考えられるた

め，図書館サービスの充実をはかる指標としては，「貸出冊数」がより適切
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 意見 対応・素案への反映 

ではないかと考えます。 

３  

単位施策４：高等教育機関との連携 

・年 1回の会議で 21 事業。内容が固定化しているのでは。 

企画課 

･高等教育機関との連携については，毎年，高等教育機関側，行政側の双方か

ら，それぞれが実施する事業等において連携できる内容や，ノウハウや知識

を活用できる分野を選定し，連携内容に関する協議を行っています。会議に

おける協議以外にも，協議結果に基づき個々の取組を推進する過程において

は，さらに連携を図っています。 

４  

単位施策７：保育環境の充実 

・老朽化の状況，目標が建て替えで良いのか。 

子育て支援課 

・１０箇所の公立保育所の内，牧田保育所と河曲保育所を除く８箇所の公立保

育所において，老朽化が著しい状況にあることから幼保一元化も視野に入れ

つつ，この指標の設定を行いました。また，目的に幼保一元化も念頭に置い

て建て替えを進めるため，「幼保一元化も図りつつ」を追記しました。 

５  

単位施策８：子どもの教育環境の充実 

・成果指標について 1期 2期とも同じ内容で 100％達成されてい

る。 

教育総務課 

・「子どもの教育環境の充実」の中で，施設整備事業のウエイトが大きいこと

から，実施計画に搭載された大規模な施設の整備や改修などが，計画通り実 

施されているかどうか，進捗状況を把握していくことが，この単位施策の成

果を評価する上で重要であり，かつ妥当であると考えます。 

６  

単位施策９：就学前教育の充実 

・第 1期目標の就園率から変更した理由は。 

学校教育課 

・指標設定については，少子化という社会状況の中で，園児の数を確保し，適

正な規模による集団教育を充実させるため，教育環境の整備に重点を置き，

就園率から効率化に変更しました。また，第３期においては，平成 21 年 12

月，「幼稚園再編整備検討委員会」の答申を受け，「効率化された」という表

現を「再編整備された」に変更しました。 



 

3 
 

 意見 対応・素案への反映 

７  

単位施策１３：人権教育の推進 

・この成果は別の問題で子どもの人権意識としてはあわない。 
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

が重要となっています。学校教育においては，国籍や文化の異なる児童生徒

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

ていく取組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指標

としています。 

８  

単位施策１５：教育相談の充実 

・相談体制づくりという目的に対して，指標が不登校の割合で正

しいのか。 

教育研究所 

・教育相談の内，不登校に関する相談が半数以上を占めている現状の中，教育

相談体制の充実は，不登校減少につながるものと考えます。 

９  

単位施策１９：青少年の健全育成 

・あいさつ運動への参加とは，どのような基準か。 

青少年課 

・あいさつ運動は，児童会・生徒会役員が中心となって，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

ことです。これに参加する児童会・生徒会役員が増加することは，他の人々

に自ら進んであいさつができる姿を培うことになり，青少年の規範意識の向

上にとって大切と考えます。このようなことから，指標名を変更することと

しました。 

１０ 

単位施策２６：新エネルギーの導入促進 

・5 年間で 859 件増は，平成 23 年度実績から目標が低い。補助

件数を増やせば達成する。 

環境政策課 

・補助については，国のエネルギー政策を注視しつつ，本市を取り巻く社会経

済状況を勘案して実施します。 

１１ 
単位施策２７：地球温暖化対策実行化計画の推進 

・成果指標について 1期で 100％達成されており，2期は無かっ

環境政策課 

・今回計画においては，地球温暖化防止活動の推進を施策として新たに分類し，
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 意見 対応・素案への反映 

たが，今回再度企画されている。 単位施策を細分化しています。 

１２ 

単位施策３０：緑化施策の推進 

・指標の判断材料が不明，指標も抽象的だが良いのか。 
市街地整備課 

・緑豊かで潤いのあるまちづくりの実現に向けて，様々な緑化施策を進め，市

民にとって，緑が暮らしの中で欠くことのできないものであることを再認識

し，行政及び市民が一体となって，緑の空間を増やすまちづくりを展開する

結果として，市民アンケートによる緑に対する満足度が，客観的に評価され

るものと考えます。 

１３ 

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３２を実施後，３３の下水道が整備されれば，合併処

理浄化槽が無駄になる。合併浄化槽と下水道で，人口密度によ

る費用を考慮して計画を練るべき。 

環境政策課，下水管理課 

・下水道の認可区域においては，合併処理浄化槽の補助は行っておらず，区域

外であれば下水道の整備計画と調整を図って進めています。 

・本市の生活排水対策は，上位計画である三重県のアクションプログラムとの

整合を図り，公共下水道事業・合併浄化槽・農業集落排水事業によりバラン

スをとり整備を進めており，今後とも効果的・効率的に事業を進める予定で

す。 

１４ 

単位施策３４：環境美化及び公衆衛生の向上 

・市民のモラル向上と雑草苦情は違う。適正に雑草管理をしてい

れば良いだけ。施策として妥当か。 

環境政策課 

・環境美化や公衆衛生に関する市民のモラルが向上することで，雑草の管理も

適切に行われ，快適な生活環境が確保されていくと考えられるため，その施

策として啓発活動を地道に行います。 

１５ 

単位施策３７：生活保障の確保 

・2期も 99.7％で未達成，要因があるのでは。 

・1期の自立廃止件数から変更した理由は。 

生活支援課 

・いわゆるリーマンショックによる雇用情勢の悪化から生活保護受給世帯が急

増し，担当ケース数が大幅に増加したことが一番の要因です。受給世帯数も

落ち着いてきたことから，施策への取組についても前々年の 92％から改善

されており，平成 23 年度に至っては，数値目標を超える取組が行われてい
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 意見 対応・素案への反映 

ます。 

・受給世帯は，さまざまな理由から生活困窮に陥っており，傷病や障害等で自

立廃止が見込めないケースも少なくありません。ケースの状況を勘案せずに

一律に自立廃止件数を数値目標とすることは適切でなく，個別ケースの求め

る援助がなされているかどうかが肝要であり，そのケースワークの基本であ

る訪問調査が計画通りに行われることが，単位施策の目的に合致すると判断

し，変更しました。 

１６ 

単位施策３８：高齢者福祉の推進 

・高齢者は増加するので，利用者は自然に増加する。利用率の方

がよいのではないか。 

長寿社会課 

・一人暮らしや，介護等が必要であっても，住み慣れた地域での自立した生活

の継続を支援するものであり，高齢者に対する割合ではなく，支援を必要と

する対象者を目標としました。 

１７ 

単位施策３９：介護保険の推進 

・指標は，介護予防であり，目標の介護保険事業の安定した運営

とは，ずれがあると考えるが。 

長寿社会課 

・介護が必要となるおそれの高い高齢者に対して介護予防教室への参加を促

し，自立した生活の継続を支援することにより，介護を必要とする方の増加

抑制を図っていくことにより介護保険事業の安定運営につながると考えて

います。 

１８ 

単位施策４２：働く場の確保と就労支援 

・数字の意味。内部努力により景気に変動される数字だが。 

 

 

 

 

・働く意欲のある人の就労率として，目標 30％は低過ぎる。せ

産業政策課 

・就職者数を新規求職者数で除した数値が就職率であり，雇用情勢を反映しや

すい指標です。景気の動向に左右される側面は否めず，現下の雇用情勢が厳

しい状況で低迷している就職率ですが，職業訓練への支援や，高齢者の働く

機会の確保などの就労支援施策に取り組むことが，就職率の向上につながる

ものと認識しています。 

・就職者数を新規求職者数で除した数値が就職率であり，雇用情勢を計る中で
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 意見 対応・素案への反映 

めて 50％を目標にすべき。 は最も実績を反映し易い指標です。ハローワーク鈴鹿管内における平成 22

年度の実績は，26.8%であり，平成 23 年 10 月末現在では 28.9％で推移して

いることから，30％を目標に設定しています。 

１９ 

単位施策４３：勤労者福祉の促進 

・勤労者福祉の促進は，団体の事業支援と参加者数で判断できな

い。目的は，景気で大きく変動する。施策は妥当か。 

産業政策課 

・勤労者福祉の促進とは，勤労意欲の増進を目指すものであり，余暇の活動も

含めて心豊かに過ごして活力を得ることが重要であると考えます。 

２０ 

単位施策４６：国民健康保険の適正な執行 

・成果指標について 1期 2期とも同じ内容で 100％達成されてい

る。 

保険年金課 

・国民健康保険事業の健全な運営には，収支比率 100％を維持することが重要

であると考えています。 

２１ 

単位施策４９：子どもの人権の保障 

・目的の対象者は，すべての子どもであり，指標の「であいひろ

ば」の参加者は特定されすぎている。 

人権教育課 

・指標の対象者は，障がいのある児童生徒や外国人児童生徒に特定している訳

ではなく，すべての子どもとしているため，単位施策の用語解説の表現を修

正します。 

２２ 

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 

・目標の「地域で共生している」を，ボランティア登録数で判断

するのはおかしい。 

市民対話課 

・指標には，行政が把握でき，なおかつ具体的な数値を明示する必要がありま

す。また，鈴鹿市では，多文化共生を推進していますが，地域で活動してい

るボランティアの方の個々の活動まで，すべてを把握することは困難です。

よって，財団法人鈴鹿国際交流協会は多文化共生のための各種事業を推進し

ているため，当協会のボランティア登録者数を代理指標として利用していま

す。 

２３ 

単位施策５５：公共交通の利便性向上 

・路線がある所だけの指標であり，一部の数字だけでよいのか。

商業観光課 

・交通不便地域の交通手段が確保されていることを示す有効な指標として，コ

ミュニティバスの利用者数を設定したものです。現時点では，指標として適
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 意見 対応・素案への反映 

切であると考えています。 

２４ 

単位施策５６：国・県の道路事業促進 

・働きかけたことで，どれだけ上がったのか判断できない。 
土木総務課 

・国・県へ働きかけることが，より国道・県道の整備促進につながるものと考

えています。目的として主要幹線道路の整備を掲げていることから，事業整

備率を指標に設定しています。 

２５ 

単位施策５７：中心市街地と商業の活性化 

単位施策６７：商店街の活性化促進 

・単位施策５７は，目的に対し指標が限定すぎ。数値が少ない。

単位施策５７と６７は同じような施策，統合すべき。駐車場の

改善の方が活性化につながると思う。 

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当面の課題と考え

ており，成果指標を空き店舗数に設定しました。また，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あり，単位施策６７は，鈴鹿市全域に

おける商店街の活性化への施策となっていて，それぞれ，指標の対象が異な

っています。 

なお，商店街による駐車場整備については，市の補助制度の活用を促進して

いきたいと考えています。 

２６ 

単位施策５９：良好な住環境の創造・保全 

・数字が極端に増加しているが，事業の内容がわかりにくい。白

江のことなら，重要性が低いと考える。 

市街地整備課 

・健全で良好な市街地形成を図るため，道路・公園・宅地を総合的に整備する

土地区画整理事業は有効的であります。 

人口の増加に伴い，小規模開発の宅地化が進み，都市基盤の立ち遅れによる

居住環境の悪化が指摘されるこの地域において，快適で利便性の高い生活の

場の創設は重要課題と位置づけており，平成 27 年度完了を目指し，鋭意進

めております。 

２７ 
単位施策６０：住居表示の推進 

・施策としての重要性に疑問があるうえに，目標設定が低い。 
地域課 

・市民生活に直結した事業で，合理的な住所とし，暮らしやすいまちにするた
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め必要な施策です。ただし，実施については，対象区域内の住民等の意見が

最も重要な要因となるとともに，実施に向けての手続きにも相当の期間を要

することから，目標設定は既に気運の高まりつつある区域を含む数値としま

した。 

２８ 

単位施策６２：美しい街並みや景観の創造と保全 

・割合の増減よりしっかりと指導するほうが有効では。どれぐら

いの件数があるのか。 

都市計画課 

・事前相談や窓口指導により適正な指導を行って参ります。また，実績件数に

つきましては，平成 22 年度，届出件数 31 件のうち指導件数 19 件です。（約

６０％） 

２９ 

単位施策６３：計画的な土地利用の誘導 

・施策としての重要性に疑問があるうえに，目標設定が低い。ま

た，市が関与できる比率が低い。 

都市計画課 

・第５次鈴鹿市総合計画に掲げた将来都市像の実現のためにも，計画的な土地

利用の誘導の重要性が高いと考えます。そのために，鈴鹿市都市マスタープ

ランにより，市民の方々に土地利用の方向性を示すと共に，用途地域の見直

しや道路等の公共施設の整備及び市街地開発等の位置付けを行い，市街化区

域内の宅地化促進に努めてまいりたいと考えております。また，目標値の設

定につきましては，市街化区域（3713ha）におけます農地の宅地化実面積

(10ha/年)をﾍﾞｰｽに，その数値の維持，促進を目指すものです。 

３０ 

単位施策６４：地元農水産物の消費拡大の推進 

・数字は直売所の努力で変わる。スーパーマーケットとの兼ね合

いでも変化する。 

農林水産課 

・地元農水産物の消費拡大は，流通・生産者・消費者が一体となって取り組む

ものです。そのため，流通の役割である直売所が生産者，消費者とのパイプ

になり，市内農林水産物の消費拡大に貢献するものと考えており，成果指標

は妥当であると考えています。なお，スーパーマーケットの数値も考えられ

ますが，数値の把握が難しいため，農協及び漁協の農水産物直売施設の販売

額としました。 
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３１ 

単位施策６６：中小企業の経営健全化促進 

・指標目標が減っているのは妥当なのか。商工会議所が努力すべ

き目標ではないのか。 

商業観光課 

・経営指導の対象となる商工会議所の会員数が，減少傾向で推移している状況

のもとで，目標値を現状値に近い数字に設定したものです。 

３２ 

単位施策７０：農林水産業経営支援の促進 

・生産額では効率も利益も判断できない。 
農林水産課 

・農林水産業の担い手が，効率的で安定した経営を行うことにより，農林水産

業が発展していくものと考えています。そのため，生産額が増えることが，

農林水産業の支援が円滑に行われていると考え成果指標としました。なお，

農林水産省東海農政局の統計調査が縮小され，農業生産額の把握が困難とな

っていることから，農水産物生産量を新たな成果指標に変更します。 

３３ 

単位施策７２：多面的機能が発揮できる生産環境づくり 

・指標となる目標面積が減っている。また，森林に関する指標な

し。 

農林水産課 

・農用地区域面積は，これまでの推移から今後も減少傾向が続くことが想定さ

れます。そのため，農用地区域への編入促進及び除外抑制等で農用地区域面

積の減少を最小限食い止めたいことから現状の指標のままとしました。ま

た，森林についても各機能を維持するための間伐等が実施されています。間

伐の実施面積は，国・県等の補助を活用して実施した面積は把握しています

が，その面積は全森林面積比でごく一部であるため指標としては採用せず，

実態を反映した農用地面積のみを採用します。 

３４ 

単位施策７３：市内特産品の販路拡大の促進 

・販売者の努力で売上高は変化する。市業務の指標として適当な

のか。 

商業観光課 

・市が物産関係団体に対して，物産展におけるサポートや積極的な情報発信等

による支援を行うことで，販売者の意欲ある取り組みを促し，特産品の消費

拡大につながると考えていることから指標を設定しました。 

３５ 
単位施策７６：地場産業の需要開拓の促進 

・目標は，5年で 4件または毎年 4件のどちらか。 
産業政策課 

・目標値については，単年度の件数です。 
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３６ 

単位施策７７：新産業の集積の促進 

・目標指数が，5年かけて 1社増加で産業集積と判断するのか。

産業政策課 

・平成２７年度の目標値２社とは単年度に新分野に対して参画している企業で

あり，積極的に新分野に進出する企業の支援を行います。 

３７ 

単位施策７８：産学官の連携による研究開発と人材育成 

・目標指標が 3件で変わらないが妥当なのか。 
産業政策課 

・中小企業のおかれている現状において，自社の新技術，新産業への研究は今

後の企業の将来を決める重要な事業です。一方，それを行う企業にとっては，

研究に係る費用は，経営上負荷の係る事業経費です。本来ならば，多くの企

業に研究開発補助をすることが望ましいと考えますが，予算額と補助限度額

を勘案し，年間３件としています。 

３８ 

単位施策８１：防災体制の充実 

単位施策８２：市民の防災力強化 

・最重要課題の防災施策が 2つだけで良いのか。さらに成果指標

がアンケートの認識率で良いのか。 

防災安全課 

・市が行う防災対策と市民が行う防災活動の２つの施策で良いと考えます。ま

た，認識率を確認する手段としてはアンケートが最適であると考えます。 

３９ 

単位施策８４：河川等の維持管理 

・成果指標について 1期 2期とも同じ内容で 0件で達成されてい

る。 

河川課 

・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不具合が生じないようにし，浸水件数を０に

することを指標として掲げています。 

４０ 

単位施策８５：都市浸水対策 

・異常気象など集中豪雨が増えており，緊急に対策すべき施策で

あり，目標値が低過ぎる。 

下水管理課，下水建設課 

・公共下水道区域全体を整備するには莫大な費用と長期に亘るので，出来る限

り投資効果を上げるため，浸水被害が発生し，緊急度の高い箇所から整備を

進めています。 

・ちなみに，本計画期間中の目標整備面積は９９ｈａである。 

４１ 単位施策８７：避難所の整備 防災安全課 
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・異常気象などが増え，地震への対応としても緊急に対策すべき

施策であり，目標値が低過ぎる。 

・避難所の整備率の目標は，5年間で 2割 UP ではなく，100％を

目指すべきである。 

・小学校における耐震化とマンホールトイレの整備を進め，目標値を１００％

に変更します。 

４２ 

単位施策９９：企業性を重視した水道事業の経営 

・成果指標について 1期 2期とも同じ内容で実績の方が高い。 

水道総務課 

・地方公営企業における経常収支比率は，水道料金・手数料等の経常収益を人

件費・物件費・維持修繕費等の経常費用で除して算出したもので，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

るということになるが，公営企業の目的は一般企業とは違い利潤の追求では

ないので，数字が大きければよいというわけではなく，大きいと儲け過ぎと

なることから，いかに現状の料金で 100％以上つまり黒字になるかを目標に

経営することが重要であり，現状値（実績）はその結果です。 

４３ 

単位施策１０２：需要者ニーズを踏まえたサービスの充実 

・成果指標について 1期 2期とも同じ内容で 100％達成されてい

る。指標として事故発生の対応にクレーム件数を検討。 

工務課 

・市民からの工事申し込みを 1件たりとも理由なく遅延させないと言う指標で

すので，常に 100%を維持することが目標です。事故等の対応については，

事故発生を皆無にするためにも，老朽管更新率等の指標を上げることで示し

ています。 

４４ 

単位施策１０３：水道施設の維持管理 

・1 期，2期と目標未達成なのに目的・指標を変更している。今

回施策への変更は妥当なのか。 

水源課，工務課 

・１期，２期共に目標は，達成しております。また目的・指標は，１期から２

期へ「安全で安心であるか」という観点から変更しております。また２期か

ら３期へはより高い目標として 0.4 ㎎/ℓ未満としております。 

４５ 
単位施策１０４：安心できる消費生活の確保 

・悪事が増えれば相談件数は増えるので指標として疑問。 

産業政策課 

・相談件数が多くあることは，鈴鹿亀山消費生活センターの存在が市民の中に
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浸透し，いつでも安心して相談できる体制ができているということであり，

事件性のある相談案件への対応件数を表すものばかりではないと認識して

います。相談体制の充実は，事件発生の予防にもつながると考えられます。 

４６ 

単位施策１０８：市民への情報提供の推進 

・特異なことが起きればアクセス数は大きく増える。目的の成果

に対し，正しい成果指標ではないと考えるし，インターネット

をしない市民も多く，指標が限定され過ぎ。 

秘書広報課 

・市では，広報すずかをはじめ，ホームページ，ケーブルテレビ，コミュニテ

ィＦＭラジオ，市政メールモニター（パソコンや携帯電話への電子メール配

信），ツイッターなど，様々な媒体を用いて市民へ情報提供を行っています。

ご指摘のように，インターネットが利用できない人がいることは事実です

が，市では総合的・補完的に情報提供施策を進めており，何らかの方法で情

報が市民に届くように工夫しています。 

すべての媒体の効果を包含した成果指標を定めることが困難であり，その中

で，常に最新の情報が提供でき，市民も自発的に情報入手が可能なホームペ

ージへのアクセス数が，現状では市民の市政への関心度を測る指標として最

も適切であると考えます。加えて，アクセス数が正確にカウントでき，数値

化できることも大きな理由です。 

４７ 

単位施策１１０：国・県との連携 

・要望の範囲や基準が不明確 

企画課 

･国や県に対しては，それぞれの政策の柱に掲げたまちづくりを推進するため

に，教育，文化，産業，道路など市政全般にわたり重点的に推進すべき事項

について，時宜に応じて必要な要請を行っています。 

４８ 

単位施策１１１：シティセールスの推進 

・特異なことが起きればアクセス数は大きく増える。目的の成果

に対し，正しい成果指標ではないと考えるし，インターネット

をしない市民も多く，指標が限定され過ぎ。 

企画課 

･インターネットの普及状況や市民の関心が反映される点では適切な指標であ

ると考えています。 
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４９ 

単位施策１１２：機動的な組織・体制の構築 

単位施策１１８：事務の効率化と行政コストの削減 

・単位施策１１２と１１８は，成果指標が削減人員で同じ。さら

に嘱託職員への移行や委託業務以降した場合の費用増加部分

が不透明。 

人事課，総務課 

・単位施策１１２は，職員の配置を業務の質や量を鑑み機動的に行うことで，

組織全体として最適な職員配置を維持することを目的とした単位施策とな

ります。行政需要が増加する中であっても職員数を増加することなく，限ら

れた職員で機動的に業務を推進することで，定員適正化計画に掲げる目標人

員数を達成することを成果指標としています。 

単位施策１１８は，サービスの向上と事務の効率化の視点によって，事務の

見直しを図ることで，必要な職員数を削減すると共に行政コストを削減する

ことを目的とした単位施策となります。事務量の削減度合いと行政コストの

削減度合いの成果を示すには，前者であれば総労働時間数，後者であれば歳

出総額が最も的確な指標でありますが，それは，事業内容が常に同一である

ことが前提となります。そのため，事務量の削減度合いと行政コストの削減

度合いを概観として測る指標として職員数を成果指標としています。 

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

及び期間のみ雇用を認めており，今後も徹底していきます。 

５０ 

単位施策１１３：環境の変化に対応できる人材育成 

・指標基準があいまい。UP も 0.1 増と少ない。施策として妥当

なのか。 

人事課 

・職員一人一人が持てる能力を最大限発揮できるようにするためには，職員の

意識改革は当然ですが，側面的にサポートする研修制度の充実が人材育成に

つながるものと考えます。目標値は，前回と同じ数値としましたが，受講職

員アンケートの項目を職員満足度だけでなく理解度も含めるなど項目を見

直します。 
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５１ 

単位施策１１４：自主財源の積極的な確保 

・1期，2期とも，98％で推移しており，指標として妥当なのか。

納税課 

・自主財源の主たる市税の安定した確保が，財源の安定性の目安となります。

東日本大震災の影響も加わり，さらに厳しい経済状況や雇用情勢から，市税

の確保はより困難となることが予想されます。しかしながら県内他市の状況

と比較考慮し，更なる努力を要しますが，現況より高めの 98％を指標とし

ています。 

５２ 

単位施策１１５：広域行政の推進 

・協議すれば結果なしでも達成になる。 
企画課 

･単位施策全体において直接的な成果を示す指標設定が困難であり，測定可能

なものとして当該指標を設定しております。 

５３ 

単位施策１１７:民間活力の導入 

・指定管理施設の利用者満足度の評価基準が曖昧である。 

総務課 

・指定管理施設の求める姿は，利用者が施設利用に際し，あらゆる面で不満を

感じていない状態を想定していますので，単位施策の成果指標としては，利

用者が主観的に感じる満足度を設定しています。利用者満足度という主観的

な評価に基準を設けるのは困難ですが，個々の施設では，施設特性に応じて

様々な項目で利用者アンケートを行っていますので，その中で必要に応じて

評価基準を設定していきたいと考えています。 

５４ 

単位施策１１９：計画的・効率的な財政運営 

・目的は重要だが，締めすぎると必要な施策ができなくなる。今

の歳入状況で比率を下げてよいのか。 

財政課 

・充当可能基金残高，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，全体の地方債の残高を中心に目標設定を行っており，将

来負担を見据えた財政運営を行うことで，事業の安定的な実施に努めていき

たいと考えています。 

５５ 
単位施策１２２：適正な資産管理 

・公用車の削減目標として，5年間で 6台は少ない。1割削減を

管財営繕課 

・本庁管理車両は，平成 20 年度に 117 台あったものを，これまでも計画的に
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目指すべき。 削減してきております。今後も各車両の運行状況を確認しながら，目標値の

達成を目指します。 

５６ 

単位施策１２４：働きやすい職場環境の充実 

・指標として，時間外月 80 時間以上の設定は不適切であり，35

時間もしくは 50 時間に改めるべき。 

人事課 

・労働安全衛生法の規定では，時間外が月 100 時間を超え，かつ，疲労の蓄積

が認められる者については，医師による面接指導が義務付けられています。

本市においては，その事前の措置として月 80 時間以上を面接指導の対象者

としていることから，月 80 時間以上を指標と設定しました。 

 


