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（人と文化を育むまちづくり） 

 質問及び意見 回答 

１  

施策 6：みんなでまもり，育てる青少年の健全育成 

・行政のミッションとして，市民パトロール隊，学校安全安

心パトロール隊を取り上げているが，子ども安全の家，メ

ルモニによる情報提供など，子どもを見守る環境づくりは

他の部局でも取り組んでいるのではないか。縦割りでな

く，施策に沿った内容を横串的に記述したらいかがか。 

青少年課 

・子どもを見守る環境づくりについては，市長を本部長とし関係部局や

関係団体等で構成する鈴鹿市青少年対策推進本部が中心となって横

断的・総合的な施策が実施されています。そこで，「鈴鹿市青少年対

策推進本部が中心となり，市民パトロール隊や～」と修正し，関係部

局や関係団体等との連携の下に施策が推進されることを明確にしま

す。 

２  

単位施策 7：保育環境の充実 

・幼保の一元化が保育環境の充実や単位施策の概要にある

「入所児童が快適に過ごせる安全安心な保育施設を整備

します。」になる根拠の説明が無かったと思う。 

子育て支援課 

・入所児童が快適に過ごせる安全安心な保育施設を整備（建て替え）す

る中で，幼保の一元化も念頭に置いて進めます。 

３  

単位施策 8：子どもの教育環境の充実 

・単位施策の目的が「子どもたちが，良好な教育環境で教育

を受けている。」であるなら，実施計画登載事業の進捗率

教育総務課 

・施設整備事業を実施する際は，教職員等から十分に意見を聞いた上で，

可能な限り計画に反映していますので，事業の完成によって，子ども



 

2 
 

 質問及び意見 回答 

とともにその事業が本当に良好な教育環境を作れたのか

の検証もどこかで出して次に活かして欲しい。 

・成果指標が「実施計画搭載事業の進捗率」とされているが，

実施計画搭載事業は，予算の範囲内で，部局内で優先順位

付けを行ったものを挙げているのだから，現状値・目標値

とも 100％となって当たり前の結果である。目標が達成で

きない要因としては，予算（財源）不足しか考えられず，

これでは成果指標とはならない。進捗率（整備率）を指標

とするのなら，重点政策の中の関係する「学校施設等の計

画的な整備」をとらまえ，現時点で，教育委員会が必要と

考えている整備計画（第 5次総合計画の期間を超える）を

明確にし，それに対する第 3次経営計画期間内の進捗率と

したらどうか。 

たちにとっての良好な教育環境が作られたものと考えています。 

 

・学校施設の建替えや大規模改修は，施設の老朽化が主たる要因である

ため，長期的かつ継続的に行っていく事業であり，実施計画期間内で

の整備率で評価することは，適切であると考えています。 

４  

単位施策 10：学校教育の充実 

・小人数学級編成の実施率について，パブリックコメントの

学校教育課 

・教育委員会では，「すべての子どもの学力保障」を実現するための施
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 質問及び意見 回答 

意見に対する考え方として「環境面での施策」とし，単位

施策 12「確かな学力づくり」には当たらないとしている

が，「平成 21 年度 教育委員会活動の点検・評価報告書」

の「確かな学力の定着に取り組む」とした活動項目の中で

は「少人数指導の実施」が挙げられている。また，鈴鹿市

教育進行基本計画の「一人一人を大切にし， ～ 」の中

では，「今後も，少人数学級編成を核とした少人数教育の

推進は，すべての子どもの学力保障をめざす施策」とされ

ているが。多方面にわたると思われるが，重きスタンスを

置いているのはどの内容か。 

策として，教育環境面においては，少人数学級編制の充実（単位施策

10）を，また，教育活動面においては，確かな学力づくり（単位施策

12）を推進してまいります。 

・単位施策 10：学校教育の充実 では，特に少人数学級編制や就学支援，

学校給食等の制度面や環境面の充実に向けて，取組みます。 

５  

単位施策 11：学校教育を支える地域社会づくり 

・指標名が「市内小・中学校の学校支援ボランティア登録者

数」となっているが，単位施策評価シートの構成事務事業

には，当該指標に該当ものが見当たらない。「平成 21 年度

教育委員会活動の点検・評価報告書」でも，「該当する事

青少年課 

・教育委員会では平成 23 年度から今後 10 年間を展望した鈴鹿市教育振

興基本計画の下に教育環境づくりを進めております。 

・そこで，評価につきましても今後は，鈴鹿市教育振興基本計画に基づ

いて実施することとしました。 
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 質問及び意見 回答 

務事業なし」としているが，事業がないものを指標とする

ことはいかがか。「早寝早起き朝ごはん運動」「学校評議員

制度」等，教育委員会が力を入れている事業ではないのか。

外部の評価委員が，「該当する事務事業評価なし」とされ

ている項目がかなりあったが，なぜそうなるのか不可解で

ある。」との思いと同じである。 

６  

単位施策 13：人権教育の推進 

・指標名にある外国人の定義を教えて欲しい。外国籍の子に

は義務教育ではないとかで，中学校をやめたり，学校へ行

かない子もいると聞いているのだが，その割に現状値の

95％は高い気がする。 

・成果指標を「外国人生徒の高等学校進学率」とし，「進学

率の向上が多文化共生社会の実現につながる」としている

が，人権教育といった施策の中で，この指標は適切ではな

いのではないか。進学率 100％になったら，事業の目標は

人権教育課 

・現在，鈴鹿市在住の学齢期にある外国人の子どもで，不就学の状況に

ある子どもはいません。指標名にある「外国人生徒」とは，市内の公

立中学校に在籍する外国人生徒のことです。 

 

・平成 20 年度より日本語教育支援システムの構築に取り組み，すべて

の外国人児童生徒の日本語能力を把握し日本語指導を工夫したり，学

校生活に適応するための支援をおこなったりして外国人生徒の進学

率の向上に努めています。 
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 質問及び意見 回答 

達成し，終了できるのか。「外国人とは，生活・文化が異

なることを理解する生徒の割合」とでもしたほうがいいの

ではないか。 

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ますが，

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。 

７  

単位施策 14：学校教育の支援・研究 

・単位施策の内容は，単位施策 10「学校教育の充実」に含

められ，事務事業としていいものではないか。 

学校教育課，教育研究所 

・単位施策 10「学校教育の充実」では，人の配置を充実して，子どもた

ちの教育環境面を充実させる取組で，単位施策 14「学校教育の支援・

研究」は，学校現場の教職員の資質向上や教育の今日的課題の解決を

めざす取組であるため，独立させてあります。 

８  

単位施策 18：子どもの安全安心ネットワークの充実 

・パトロール隊活動への参加人数の数字の意味がわからな

い。4,000 人も 5,000 人もパトロール隊活動をしてもらわ

青少年課 

・パトロール隊への参加人数は，全ての小学校が把握しているパトロー

ル隊に参加する保護者や地域住民の登録人数です。 



 

6 
 

 質問及び意見 回答 

ないと安全にならないのか。目標値の設定基準とこれから

も増やし続ける予定なのかを聞きたい。パトロール隊活動

に参加していなくても，地域で見守ったり，声掛けしてい

る方がたくさんいる。 

・子どもの安全安心の見守り活動は，より多くの市民の参加を得ること

で安全で安心なまちづくりにもつながる取組であることから，今後も

「できるときに，できることを」といった考え方を基本に，パトロー

ル活動に参加いただける方の広がりを目指していきます。また，目標

値の設定については，これまで 3年間のパトロール隊への増加人数を

基に算出いたしました。 
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（環境と共生するまちづくり） 

 質問及び意見 回答 

１  

施策 13：良好な生活環境の確保 

・行政のミッションには，ソフト事業の内容しかないが，重

点戦略として斎苑の施設整備が挙げられている。政策 3「環

境への負荷の少ない循環型社会を進めます」，施策 9「ごみ

減量活動の推進」の単位施策 24「廃棄物の適正処理による

健全な環境の確保」は，ごみの減量活動とはいえないから，

政策 4「自然環境を保全するとともに，快適な生活環境を

維持します」，施策 13「良好な生活環境の確保」へ移し，

内容を不法投棄と施設の適正管理に分け，それぞれ単位施

策としたらいかがか。環境施設の適正な管理，運営とでも

したら，斎苑も位置づけできるのではないか。 

環境政策課・廃棄物対策課 

・一般廃棄物の対策については，循環型社会の構築を進めていく中で

ごみの減量化を推進していくことを柱として事業を進めていく観点

から，不法投棄対策や施設の管理運営等についても「ごみの減量活

動の推進」の施策と一つとして把握しているためです。 

・斎苑の施設整備については，第 3 期のうちに施設整備の方向性の検

討を開始することから重点戦略として考えておりますが，現時点で

は，火葬炉の改修から施設の建替えまで幅広い手法が考えられるた

め，成果指標の対象として取り上げておりません。 

２  

単位施策 25：循環型社会に向けた基盤整備 

・成果指標の事業は，単位施策評価シートに掲載されていな

い。この施策の中で事業を行っていないものを，指標とで

開発整備課 

・容器包装リサイクル法の対象であるガラス瓶，スチール・アルミ缶，

ペットボトル等は，自治体に特別な施設がなくても，適正な分別収
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 質問及び意見 回答 

きるのか。この指標は，単位施策 23「リサイクル施策の推

進と資源化の促進」の事業であって，ここでは，循環型社

会の実現のために，部局が考えている全体事業を 100％と

し，整備率を指標とでもしたらいかがか。 

集等により，すでに社会全体で１００％近いリサイクルシステム，

社会基盤が確立されています。 

・容器包装リサイクル法対象の「その他プラスチックごみ」（具体的に

は，ペットボトル以外の食料品などを包装するプラスチックごみ）

を再資源化していくには自治体においての中間処理（選別，梱包）

施設が必要であり，本市では不燃物リサイクルセンター2期事業によ

り「容器包装プラスチック処理施設」を建設し，平成 22 年度から稼

働させました。 

・単位施策 25「循環型社会に向けた基盤整備」は，不燃物リサイクル

センター等の施設基盤の整備と社会におけるごみの「資源化」や「分

別」に対する市民の意識基盤の両面があると考えられることから，

ここでは市民の分別に対する意識基盤を数値化して把握できる「そ

の他のプラスチックごみ」の資源化率を指標として採用しました。 
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（誰もが暮らしやすいまちづくり） 

 質問及び意見 回答 

１  

単位施策 37：生活保障の確保 

・生活支援課の仕事は，訪問率が 99.70％と高くしっかりと

やっていただいていると理解している。そのうえでの質問

だが，平成 27 年の目標値を 100％にしているのは，課とし

ては努力のいる数値なのか。自立支援の成功数など，さら

に違う目標値にするべき時期とはいえないのか。 

生活支援課 

・被保護世帯は，世帯の状況により，個別に訪問計画を策定しており，

訪問計画に沿った訪問活動を行うことによって，被保護世帯の状況が

その都度把握でき，必要な支援・相談を行うことができるといえます

ので，この 100％という目標値は，適正な保護の実施を担保するため

の最低限の数値であり，維持しなければならないと考えています。 

・なお，目標値の変更ですが，先日，市議会議員からのご質問にも回答

したとおり，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の

で，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，前回の自立廃

止件数から変更したもので，今のところ他の目標値に変更する予定は
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 質問及び意見 回答 

ありません。 

２  

単位施策 38：高齢者福祉の推進 

・今後，高齢者が増加することが予測される。そうした状況

の中，一人暮らしの高齢者の孤立化，孤独死，無縁死が増

えており，今後の課題と考えているが，市として現状分析

を行っているか。この時期に現状分析し，1～2年かけて解

析し対策を立てる必要があると考えるが，市では今後どの

ような取組をかんがえているか。 

・この施策の目標は，高齢者が在宅で過ごせるようにするこ

とにあると思われる。成果指標の設定背景は，「在宅生活

支援サービスの充実につながる」とするのではなく，「在

宅で安心して生活している高齢者が増えていることにつ

ながる」としてはいかがか。 

長寿社会課 

・一人暮らし高齢者の孤立化，孤独死，無縁死が増加しているとは考え

ているがその実態把握や分析には至っていないのが現状です。しか

し，本市では，平成２１年度から民生委員児童委員の協力のもと一人

暮らし高齢者等の災害時の避難に何らかの支援が必要となる可能性

の高い方を対象に災害時要援護者台帳への登録を呼びかけており，民

生委員児童委員等と情報共有しているところです。今後は，平常時に

おける見守り活動等への活用等，民生委員児童委員等との協議の中で

検討を重ねていきたいと考えています。また，当該情報をはじめ高齢

者福祉に関する情報を一元管理し，地図情報システムと連動させるシ

ステムの構築に取り組んでおり，このシステムの運用により，より的

確な状況把握につながると考えております。 

・成果指標（指標設定根拠・背景）について，この事業の目的は高齢者

の在宅生活の継続でありますので，ご指摘の通り訂正いたします。 
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 質問及び意見 回答 

３  

単位施策 39：介護保険の推進 

・施策の概要，目的，最下指標の記述内容が一致していない。

保険料の納付を目的とするのなら，成果指標の記述を変え

るべきであり，成果指標に合わせるのなら，概要は，介護

保険事業の安定した運営を維持するため，各種の介護予防

事業を推進します，とでもすべきでは。 

長寿社会課 

・介護保険事業の健全な運営には，介護が必要となる可能性の高い高齢

者の介護予防事業への参加促進をすることによって健康の維持増進

につなげ，ひいては介護給付費の抑制につなげていくこと及び介護保

険料の納付促進が必要であることから，当該表現としています。ご指

摘の通り，概要と指標が一致していないことから単位施策の概要を

「介護保険事業の安定した運営が維持できるよう介護予防事業を推

進します」に訂正いたします。 

４  

単位施策 42：働く場の確保と就労支援 

・成果指標がハローワークの就職率 30％としているが，現状

値 26.6％で，かつ，第 2 期の最終目標が 35％以上である

にも関わらず，3期目標を 30％とした理由は。本来なら，

方向性として上げていく目標を設定するべきではないか。

また，もっと積極的な活動もお願いしたい。 

・現状値が 26.6％で目標値が 30％で，単位施策３７「生活

産業政策課 

・第２期の目標設定時は，世界同時不況の発生以前であり，目標値を高

めに設定していた経緯があります。ものづくり産業が中心となって発

展してきた本市にとって，その業況は雇用面にも大きく影響します。 

・世界同時不況以降，企業の雇用に対する姿勢が慎重になっており，さ

らに，震災等の自然災害や，欧州の経済危機，円高の影響など先行き

が不透明な要素が多く存在することから，今後の本市における雇用状
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 質問及び意見 回答 

保障の確保」の指標とは，数値が大きく差が生じている。

難易度の高い設定であるといえ,数値が低くとも上げるに

は相当の努力が必要と思われるので,低くともかまわない

一例であると思う。 

況の改善は厳しさが続くものと考え目標値を 30%としました。 

・また，就労支援策としましては，職業訓練の実施や高齢者の就労に対

する援助のほか，雇用対策基金事業等への取り組みを引き続き行って

まいります。 

５  

単位施策 47：医療費助成による生活の安定 

・施策の目的が，「医療費の助成対象者が，経済的な負担の

ために受診が抑制されないように」とあるが，「経済的な

負担のために，医療機関での受診が抑制されないように，

助成対象者に適切な医療費の助成が行われている」という

ことではないのか。 

・指標設定は，把握できるのであれば，「助成対象者の増加

は」を，「助成対象となるべき者のうち助成を受けている

者の増加は」としてはどうか。 

保険年金課 

・医療費助成は，経済的な負担のために，必要な医療が抑制されないよ

うに所得制限を設けて助成しており，ご指摘のとおり，目的の「経済

的な負担のために」とした方が分かり良く，訂正を検討します。 

 

 

・ご指摘の「助成対象となるべき者」の把握は，扶養状況により所得判

定結果が異なるなど，申請書なしに助成対象を判定することは困難で

あると考えております。 

６  

単位施策 48：医療体制の充実 

・単に受診者数が増えればいいというわけではないので，（安

健康づくり課 

・受診者数の伸びは，応急診療所での診療により，救急時に診療しても
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 質問及び意見 回答 

易な受診を減らし，実際に必要な患者さんが，迅速に受診

できるのが望ましいので），どの数値にするかは，悩むだ

ろうと思う。その意味で目標数値の決定経過を伺いたい。

らえる医療機関があることが周知された結果によるものだと思われ

ます。 

・一方で，医療資源には限りがあり，診療可能な医療機関があるので，

軽症でもすぐに医療機関へかかるということになれば，医療体制の崩

壊に繋がります。 

・啓発活動を行うことで，軽症患者の抑制を図った結果の数値として，

目標数値を受診者数と設定しました。 

７  

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 

・成果指標については鈴鹿国際交流協会に登録しているボラ

ンティア人数より，実際に行ったイベントへの参加人員が

良いと思う。なかなか人員の把握は難しいかも知れない

が，他の施策でもいくつかのものは（例：単位施策 2，単

位施策 16 など）参加人員を指標としているので，やれな

いことはないし，その方が実態をはるかに明確に映し出し

ていると思う。 

市民対話課 

・イベントに関しましては，多文化共生を身近に感じ，理解していただ

くという点で，極めて重要であると考えております。しかしながら，

地域共生の観点から見ますと，ボランティア登録人数を成果指標と捉

えた方が実態により近いと考えております。 
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 質問及び意見 回答 

・ビジョン，ミッションで，「尊重し」を「認め合い」に修

正したのなら，施策の目的も「認め合い」に修正すべきで

はないか。 

・「尊重」し合うことが広がりを見せることで「認め合い」になると捉

えています。このことから，単位施策は「尊重」とし，ビジョン，ミ

ションを「認め合い」と捉えた方が適切と考えます。 
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（いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり） 

 質問及び意見 回答 

１  

施策 26：蓄積された知識と技術の活用による競争力の向上 

・ビジョン，ミッションともに，中小企業，農水産物と記述

されているが，この施策では，一次産業から三次産業（六

次産業）までを想定すべきではないのか。施策 27「持続

的で安定した経営基盤づくり」，施策 28「新ビジネスの創

造と産業の振興」のビジョン，ミッションにおいても，こ

のような考え方に基づくべきと考えるがいかがか。単位施

策 64「地元農水産物の消費拡大の推進」も，「市内生産物

の消費拡大の推進」としたらどうか。 

産業政策課，農林水産課 

・施策 26，27，28 については，ご指摘のとおり六次産業化も含めた枠

組みの中で，鈴鹿市知的財産戦略計画に基づき，農商工各担当課の連

携により付加価値化を推進していくことや，同様に，産学官連携や農

商工連携のもと，競争力のある製品の開発や，新分野への進出につい

ての方向性も考慮したものであることをご理解ください。 

・単位施策６４については，事業の担当課ごとに単位施策名を記載する

ことになっているため，この表現としています。 

２  

施策 29：豊かな自然と観光資源の活用 

・ビジョン，ミッションでいう観光資源とは，どのようなも

のを考えているのか。ミッションの中で，モータースポー

ツと歴史，文化，自然の観光資源とあるが，文化財や産業，

スポーツ，最近では B-1 グルメまでもが，観光資源となっ

商業観光課 

・観光資源の活用については，地域に存在する様々な文化財や食材等も

含めて取り組みます。 

・スポーツの活用については，本市が世界的にモータースポーツのまち

として知名度が高いことから，モータースポーツを核としたまちづく



 

16 
 

 質問及び意見 回答 

ている。この施策でも，縦割りでなく，横串で考える必要

があるのではないか。 

りを掲げていますが，併せて，他のスポーツ観光にも取り組みます。 

・また，モータースポーツに関連して，本市のものづくり産業を活用し

た観光にも取り組むことにしています。 

３  

単位施策 55：公共交通の利便性向上 

・成果指標の指標設定で，「交通の不便な地域の」と一般的

な記述になっているが，バスの利用者が指標なのだから，

「コミュニティバス沿線地域の」としたらいかがか。 

商業観光課 

・指標設定の考え方として，「交通の不便な地域」の交通手段が確保さ

れていることを示す，一つの事例として，コミュニティバスの利用者

数を指標としたものです。 

４  

単位施策 57：中心市街地と商業の活性化 

・第 2期・第 3期とも現状値が 1店，目標値が 0店と同じで

あるが，空き店舗がわずか 1 店舗しかなく，これを「0」

にする施策か。もっと多くの空き店舗があると思われる

が，記述どおりの 1店舗の空きを無くすことに，これだけ

資源を投入する必要があるのか。 

商業観光課 

・空き店舗数は最大で 7店ありましたが，主として夜間に営業する飲食

店が出店し，現在のところ 1店舗となっています。 

・しかしながら，商店街の活性化のためには，空き店舗の解消が大きな

課題と考えていますので，引き続き，空き店舗数を指標に設定しまし

た。 

５  

単位施策 59：良好な住環境の創造・保全 

・整備率の目標値が 26.5％から一挙に 100％なのは，努力目

市街地整備課 

・健全で良好な市街地形成を図るため現在実施している白江土地区画整
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 質問及び意見 回答 

標なのか。どういう根拠なのか。 

 

・成果指標の区画整理事業整備率は，現状値が 26.5％から

目標値が 100％となっている。この整備率とは，市が市内

で行おうとしている事業をさしているのか，特定の地域の

事業を指しているのか，それとも，現在の事業で今後は計

画をしないから，結果 100％になるということか。 

理事業において，その整備率を成果指標としていることから，当該事

業の完成予定である平成 27 年度の目標値を 100％としています。 

・成果指標における目標値は，現在施工中の白江土地区画整理事業にお

ける整備率としており，完成目標年度の平成 27 年度の目標値を 100％

としています。 

６  

単位施策 60：住居表示の推進 

・概要に，「地域（自治会）からの要望のある区域」とある

が，事業の必要性を行政が判断し，事業の優先順位付けを

行っていくべきであるが，要望がなければ実施しない事業

であるなら，計画に挙げる必要はないと思う。 

地域課 

・住居表示は住民，事業所，商店等，多くの関係者に影響する事業であ

るため，区域の役員と共に各種問題を解決しながら事業の推進を図っ

て行くこととしております。 

・現在，白江土地区画整理事業区域を中心とする一帯での住居表示の実

施を予定しており，今後，区画整理事業との調整を図りながら進めて

行くことを見込んでおります。 

・なお，住居表示事業は準備に多くの時間と多額の経費を要することか
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 質問及び意見 回答 

ら実施にあたっては地域の特性や事業の必要性・有効性などについ

て，十分に検討し，計画的に進めて行く必要があります。 

７  

単位施策 67：商店街の活性化促進 

・商店街が事業を実施する場合において，行政側では当初に

予算が組まれており，実施予定の商店街が事前にその意向

を伝えてあれば事業費（補助）が商店街に払い込まれるが，

後手に回る場合は，翌年度先送りが現状であり，資源の投

入方向性が拡大なれば予算枠の大幅なる増を努力願いた

いと思う。それに従い目的の商店街の活性化，賑わいに結

びつくと思う。 

商業観光課 

・商店街活性化支援については，現計予算の効率的な執行に努め，それ

でも不足が生じれば増額も検討したいと考えています。 

・また，事業者のニーズに的確に応えるために，支援策（補助制度）の 

内容について見直しを検討します。 

８  

単位施策 71：農業生産基盤の整備推進 

・施策の概要，地元要望は事業選択の一つの要素になるかも

しれないが，最終判断は行政が行うものである。「農地の

保全と活用，生産性の向上を図るため～」としてはどうか。

・成果指標に，「改修の必要な農業用施設の整備率」とある

耕地課 

・概要については「地元の要望により，用水路や農道，ため池等の農業

生産基盤の整備を行い，農地の保全と活用，生産性の向上を図りま

す。」に変更いたします。 

・市費単独大規模事業及び小規模事業による農業用施設の改修は受益者
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 質問及び意見 回答 

が，市で改修の必要な農業用施設がどれだけあるとしてい

ないと，指標にはならない。 

負担を伴う事業であるため，農業用施設の整備率は要望書の件数を指

標にしております。 

９  

単位施策 73：市内特産品の販路拡大の促進 

・市の特産品の代表的な伊勢型紙と鈴鹿墨を今後も PR し，

教育現場においても児童の習字（現在は墨汁が多いと思う

が）は，硯石にて磨ることから教え，活用を図られたい。

・平成 25 年度に白子駅前広場整備が完工されるが，駅前の

観光協会を一層充実し，一層の PR に努められたい。 

商業観光課，指導課 

・伊勢型紙と鈴鹿墨は国の認定を受けた伝統的工芸品であり。地場産業

の振興と観光振興の両面から，産地組合や観光協会，商工会議所等関

係団体と連携して，引き続きＰＲを行います。 

・観光協会は，本年 4月 1日に任意団体から一般社団法人に移行し，組

織，活動の充実を図っています。 

・白子駅前における観光案内所の充実についても，その情報発信機能強

化に向けて支援していきたいと考えています。 
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（安全で安心できるまちづくり） 

 質問及び意見 回答 

１ 

施策 30：防災対策の推進 

・施策概要では，①情報伝達を確立，②運営マニュアルの見

直し③総合防災訓練となっているが，成果指標が市民の認

識率だけになっているのは疑問である。特に，防災の基本

は，情報伝達が一番であり，そのこと無くては何をするに

しても，無意味であると思う。したがって，情報伝達シス

テムを構築するのであれば，その結果がわかるような指標

で判断することが重要であると考える。 

防災安全課 

・市民に対し正確な情報を迅速に伝達する手段の確保は，防災の基本

であると考え，施策 30 の行政の使命（ミッション）の中に記載して

おりますが，指標については市民に分かりやすいという観点から第 2

期行財政経営計画を継承しております。 

２ 

施策 32：地震災害対策の推進 

・東日本大震災で最も問題となったのは津波である。鈴鹿市

も長い海岸線があり，津波については市民の関心が高いと

思われるが，この施策には津波について何も言及されてい

ない。何か施策を入れた方が良いのではないか。 

 

防災安全課 

・津波対策につきましては，市民の関心が高いと感じておりますので，

施策 30 の中で対応していきたいと考えております。 



 

21 
 

 質問及び意見 回答 

３ 

単位施策 102：需要者ニーズを踏まえたサービスの充実 

・受託工事に対する実施率は，現状値，目標値とも 100％で

あるが，100％を達成しているのであれば，この指標は常

に達成するべき基本的指標にし，さらに別個の目標値，あ

るいは成果基準そのものを考えるべき時期なのではない

か。例えば，汚濁水の発生件数をなくすなど。 

工務課，営業課 

・お客様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，常に目標値は 100%となります。この指標が 100%

を切った時十分なサービスが行えていないということになりますの

で， 100%を維持し，それを確認するための指標であることをご理解

いただきたいと思います。ご指摘の汚濁水の発生件数につきまして

は，発生件数が減ることで，サービスが充実することとなりますが，

汚濁水の発生というものをいつどこでどの程度のものが起こってい

るかというものを把握し，数値化することは非常に困難であるため，

指標としてとりあげられませんでした。 
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（構想の推進のために） 

 質問及び意見 回答 

１  

施策 42：自治力の強化 

・「自治力の強化」とされているが，自治力とはなにか。ま

た，今回の計画の中の重点目標，単位施策の中でどのよう

に記述されているのか。 

企画課 

・第 3 期行財政経営計画の中で，「自治力」とは，基礎自治体として自

己決定と自己責任に基づく経営を行うための能力と位置付けていま

す。各施策や単位施策に特別な記述はありませんが，全ての施策，単

位施策に共通して必要な能力であり，本施策内の重点戦略，あるいは

施策及び単位施策の体系の見直しにあたっては，自治体としての経営

能力の強化といったことを念頭において行っております。 

２  

施策 44：適正な事務運営 

・重点戦略に，「証明書交付窓口の多様化と利便性の向上」

を挙げているが，この内容は，単位施策－１１８に含むも

のではないか。 

市民課 

・単位施策－１２０における事務の一部として位置づけており，結果と

して行政コストの削減に寄与するものであると考えております。 

３  

単位施策 106：市民参加のまちづくりの推進 

・当初の素案から目標値を簡単に下げ過ぎではないか。指標

に問題はないのか。 

地域課 

・本市では，平成１８年度から，「鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業

補助金交付要綱」を設け，地域づくり協議会の設置を推進してきたと
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 質問及び意見 回答 

・概要で，仕組み等を整備しとあるが，提言後，２年近くに

なるまちづくり基本条例の状況はどうか。成果指標とし

て，地域組織の設立数とあるが，この地域組織はどのよう

なものを考えているのか。また，行政の下請け組織を作る

のではなく，協働というのなら，法に基づく地域自治区，

地域協議会を目指すべきと考えるが。 

ころです。現在，準備委員会も含め，８つの地区で設立され，それぞ

れの地区で活発な活動がなされています。平成１８年度当時に，市内

２３地区の全地区での設置目標を平成２７年度として取り組んでき

ましたが，地域によって，取り組まれている活動や解決すべき課題，

各種団体の状況等が異なる中，地域の関係者が組織づくりの重要性を

認識し，団体設立へと繋げていくには，多くの時間を要することとな

っており，今回その目標について改めて検討し，見直したものです。

なお，当該指標については，まちづくりへの市民参加の状態として当

該指標を用いることは，誰にでも分かりやすい適切なものと考えま

す。 

・まちづくり基本条例については，来年度の条例案の議会上程に向けて，

現在，庁内における作業を進めているところです。地域組織について

は，「鈴鹿市地域づくり協議会補助金交付要綱」等に規定する地域づ

くり協議会を指すもので，地域の課題を協議し，地域に必要な事業を

実施するために，一定の区域において，自治会等の各種団体や地域住
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 質問及び意見 回答 

民等により構成された団体としており，当面は，この地域づくり協議

会が，市内全地区に設立されるよう取り組んでいきたいと考えていま

す。なお，法に基づく地域自治区，地域協議会等については，ひとつ

の例として，今後，調査・研究を行っていきたいと考えます。 

４  

単位施策 107：市民参加の活動環境の充実 

・成果指標を主要施設の設置数としているが，市としては何

箇所が必要としているのか。３２７か所が最終目標数でい

いのか。 

地域課 

・まちづくり活動には，種々の施設を利用することが考えられますが，

公的な施設の数を成果指標としました。施設は，たくさんあることが

望まれますが，費用対効果の面も大きな要因となる中で，より多くの

施設が整備されるよう努めたいと考えます。 

５  

単位施策 109：市民の声の的確な把握 

・成果指標を「市政への提言」による広聴を行った件数とし

ているが，受動的な市政への提言でなく，市長が掲げてい

る「市長直接対話」による参加者数としたらいかがか。 

市民対話課 

・「市長直接対話」の業務は，毎回テーマを決めた団体との対話であり，

「市政への提言」は広く市民全体を対象に寄せられた市民の声を聞く

業務であるので，より広い範囲を対象とした現在の成果指標が適切で

あると考えています。 
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 質問及び意見 回答 

６  

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 

・成果指標の「県の対応率」「ファンクラブの年間アクセス

件数」とも，他人任せの部分であり，市行政が施策として

進められるものではなく，指標としてはふさわしくない。

企画課 

・「県の対応率」「ファンクラブの年間アクセス件数」ともに市の働きか

けにより，数値を向上させることが可能であると考え指標を設定しま

した。 

７  

単位施策 111：シティセールスの推進 

・目的として本市の魅力を積極的に PR と書かれているが，

市長は，東海唯一の女性市長として注目されて見えるの

で，自らがトップセールスをと努めていただくことを期待

する。 

・また，現在本市でも有名タレント，スポーツ選手，元レー

サーなど各々個性ある方々を鈴鹿市の観光親善大使とし

て任命しているが，今後も機会があれば来鈴いただくこと

を期待する。 

 

企画課 

・必要に応じて市長によるトップセールスや鈴鹿と・き・め・き大使の

活用などを行い，シティセールスを推進します。 
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 質問及び意見 回答 

８  

単位施策 112：機動的な組織・体制の構築 

・「機動的な組織・体制の構築」となっているが，市長の「課

題解決型」から「目標達成型」にするため部局横断的な組

織づくりという考えは，どこで反映されていくのか。 

人事課 

・機動的な組織・体制を構築するためには，職員配置の重点化及び適正

化が必要と考えており，充足値目標の短期的な成果指標として現在，

取り組んでいる定員適正化計画の目標達成率を指標として取り上げ

ています。 

部局横断的な組織づくりという考え方については，成果指標の設定が

むずかしいため，今回，定員適正化計画の目標達成率を指標としてい

ますが機動的な組織・体制の構築の中の目指すべき形のひとつではあ

ると考えております。 

９  

単位施策 113：環境の変化に対応できる人材育成 

・成果指標が 4.1 から 4.2 と大きく変化がないのは，5段階

評価の中で現在の満足度が高いレベルにあると解釈して

よいか。 

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。 

成果指標の数値については，満足度において概ね高いレベルにありま

すが，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
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 質問及び意見 回答 

めるなど項目を見直す予定です。 

１０ 

単位施策 117：民間活力の導入 

・成果指標が，「施設利用者が「満足」と評価した割合」と

なっているが，この評価は指定管理者に対するもので，行

政に対する満足度ではないのではないか。 

総務課 

・公の施設という行政サービスに対する満足度であり，直接的な行政サ

ービスの提供者に対する満足度という意味合いではありません。 

 

１１ 

単位施策 118：事務の効率化と行政コストの削減 

・概要に，「行財政改革を進め，事務の効率化を図り～」と

あるが，まちづくり意見交換会意見の対応として，「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

くべきものであるが，目標として計画があると分かりやす

い」と答えている。「鈴鹿市行財政改革計画」は平成 20 年

度で終了し，外部評価も 20 年度実績で終わり，それ以降，

行財政改革計画は答えのとおりないが，どのような行財政

改革が進められ，どのような成果を上げているのかを，ど

のように把握し，検証しているのか。 

総務課，企画課 

・不断に努める行財政改革の取組については，事務事業を進める過程で

効果効率の視点をもって個々に取り組んでおります。その評価は，事

務事業評価で行っております。 
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 質問及び意見 回答 

・前回の行財政改革計画は，「事業計画」「財政計画」「行財

政改革計画」を 3本の柱に，行政評価で成果を検証してい

くとしていたが，現在の市の運営・経営の基本的な考え方

には継承されていないのか。 

 

・意見交換会で，行政経営計画と合わせて本年度中に新たな

「行財政改革計画」を策定する，パブリックコメントへの

対応として，実施計画の中において財政計画を作成，公表

していくとあるが，互いに大きな影響を持つと思えるが，

それぞれの進み具合はどのようなものか。互いに，見直し

が生じることは起こらないか。 

・行財政改革計画の考え方については，第 6章「構想の推進のために」

の施策 43「効果的・効率的な行政経営」の中に単位施策 116「総合的・

計画的行政の推進」，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」等を設置し継承し

ています。 

・新たな行財政改革計画は，平成 23 年度中の策定に向け，行財政改革

推進本部を中心に，第 3期行財政経営計画 第 6章「構想の推進のた

めに」にその根拠を置きながら，ゼロベースで策定作業を進めており

ます。また，実施計画及び財政計画につきましても行財政経営計画と

並行して作業を進めています。 
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（その他） 

 質問及び意見 回答 

１  

・鈴鹿市戦略計画書の戦略の分類の意味を教えて欲しい。 企画課 

・戦略計画書を作成するにあたり SWOT 分析という手法を用いており

ますが，その結果として次の 4つの戦略に分類しています。 

①成長戦略（これから成長していく分野で，自分の組織や地域で，他

よりも優位に立つ資源を有しており，これからも更に資源を投入し

ていく必要がある戦略） 

②改善戦略（これから成長していく分野であるが，自分の組織や地域

で持つ資源が他よりも劣っているため，改善をしていく必要がある

戦略） 

③回避戦略（これから縮小していく分野であるが，自分の組織や地域

で，他よりも優位に立つ資源を有している場合は，新たな投資をせ

ずに対応していくか，ニーズが急速に減少する場合は，いつでも撤

退ができるように準備をしておく必要がある戦略） 

④撤退戦略（これから縮小していく分野で，かつ，自分の組織や地域
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 質問及び意見 回答 

で持つ資源が他より劣っている場合は，早急に資源を引き上げ，撤

退する必要がある戦略） 

２  

・どの単位施策においても，目標値の達成が可能な範囲になれ

ば，さらにより進んだ成果指数を設けるべきではないか。 

企画課 

・成果指標の設定につきましては，目標値が達成された場合や目標値

の達成が可能な範囲になった場合にその維持に重点を置くべきも

のや，さらに進んだ成果指標を設定すべきものなど，単位施策によ

って様々であると考えております。 

３  

・この膨大な施策がキチンとやれるのか少し危惧している。出

来れば年度ごとのプライオリティ（優先順位）を付けて，平

成 24 年度の重点施策，25 年度のそれと力を集中するものを

決めたらどうか。 

企画課 

・年度毎の具体的な事業の計画につきましては，行財政経営計画に基

づき策定する実施計画の中で決めてまいります。 

４  

・戦略計画書の概要の内容のごとく鈴鹿の地域性を活かしたス

ポーツのまちとして今後も鈴鹿サーキット，県営スポーツガ

ーデン，NTT 跡地の広大なる旧スポーツ施設の再活用を図ら

れ，鈴鹿の山から海に至る新しい観光ルートの発信を期待す

スポーツ課，商業観光課 

・歴史や文化，自然・スポーツ等本市の多様な観光資源を活用して，

新しい観光ルート作りに取り組んでいきます。 
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 質問及び意見 回答 

る。 

５  

・第 5章を「安全で安心できるまちづくり」としているが，こ

の章全般でも縦割りの記述になっているのではないか。「災

害に強いまちづくり」，災害には，地震・津波・水害・火災・

交通事故・犯罪など全てが含まれると思えるし，「防災対策」

はこれら全体に対する対策を言うのではないかと考える。私

自身，きちんと整理はできていないが，記述のまとめ方を，

「災害予防」「災害発生時の対応」「災害後の対策」などを施

策としてまとめてみてはどうか。災害予防には，想定できる

災害ごとに単位施策として「行政・地域の体制の整備」「道

路・水路や防災施設，情報提供設備，相談窓口・危機管理部

門の設置，啓発事業の整備，推進」などを挙げ，「災害発生

時の対応」としては「災害対策本部の迅速な対応」「正確な

災害情報の集約と提供」「的確で，機敏な避難・誘導」，「災

害後の対策」として，「災害状況の正確な把握と事業の実施」

防災安全課 

・災害を考える場合「予防」「対応」「後の対策」を個別に考えるより

も，災害の種類ごとに「災害予防」から「災害後の対策」までを一

連で考えた方が，より効果的であるとの考えにより，現在の素案を

作成しております。 
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 質問及び意見 回答 

「被災者への迅速な支援活動」などと整理してみてはどうだ

ろうか。 

 


