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・目標設定の根拠
・今後の展開に対する意見

【１】
健康診査、検診、予防接種の受診者数を目標値にしている
が、目標の159,600人がどういう位置づけにあるのか、判
断できない。全国平均との比較などベンチマークと比較の
上、目標値を決めて欲しい。

3

3 ４５　健康診査の推進

1

1

政策の柱 単位施策番号・単位施策名 得票数

1

1 ９　就学前教育の充実 1

８　子どもの教育環境の充実

指標の設定を漠然とし幅広いものにしてしまうと，「数値化
した評価は難しい」との回答にしかならない。計画の策定時
に，評価を行っていく想定の下で施策を構築していく必要が
あるのではないか。
数値化の評価で説明不足を補うのが，この総合評価の欄では
ないか。

今年度，新規起業サポート事業を実施しており，今後，同様
な支援ができるか検証中である。地場産業の育成や地域雇用
については，農商工が連携する取組みを支援しており，ま
た，中小企業の活性化を図るため，ものづくり産業支援セン
ターを中心に県や商工会議所等と連携して支援を行ってい
る。

産業クラスターなど鈴鹿市の特徴を出せる産業への誘導を積
極的に行って欲しい。そうすることで雇用の場が広がるので
はないだろうか。またこう言ったことは企業単独では難し
く、行政が音頭を取るものだと考えている。

【５】
チームが述べている新規起業をサポートする取り組みは就労
支援のみではなく、経済活動の活発化を促す意味で力強く推
進して欲しい。場合によっては三重県や周辺市町村との協働
があっても良いと考える。

目標値（159,600人）は，乳幼児から成人，高齢者まで全
ての年代に係る健診等事業の受診者，予防接種者の総数を設
定している。

1

3 ３７　生活保障の確保

【１】
目標値をハローワーク鈴鹿管内の就職率におくことは良いと
思うが，目標値の30%という数字が妥当なのか不明。ベン
チマークを選んで適切な数字を設定すべきである。
また今後景気が改善される予想がされている。その時景気の
あまり良くない24年度の数字をそのまま使って良いのか。
5％ぐらいの向上は期待したい。

受診者数を目標値にすることは良いと思いますが、15９,６
00人の根拠が解りません。また年度が進んでなぜ改善でき
ないのか。

・目標設定の根拠

　就職率(就職件数／新規求職者数×１００）は，厚生労働
省職業安定局においても目標数値としており，また，各ハ
ローワーク管内の比較及び目標の数値としても使われている
ことから，本市においても雇用情勢を示す数値として設定し
ている。就職率のアップについては，景気が回復し有効求人
倍率が良くなってきても，５％の向上は難しいと考えてい
る。

目標値を就職率におくことには賛成するが、30％という目
標値はどこから来ているのか？

論点意見（要約） 回答（要約） 再意見（要約）

・指標の妥当性
・総合評価における取組み
結果の検証

ご指摘のとおり，成果指標は満足度を指標化したものが望ま
しいが，「良好な環境」といった定義を数値化することが困
難なことから，代理指標を使用している。また，学校施設は
多数あり，施設の老朽化を踏まえると改修事業が完了するこ
とはないと考える。このことから，計画期間終了後も目標値
が変更とならない指標を設定することは困難である。

【１】
指標である「実施計画登載事業の進捗率」は成果指標でなく
活動指標ではないのか。また，「事業の進捗率」だと期間が
終了するたびに目標値がリセットされるため，指標としてふ
さわしくないのでは。

【３】
事業の完成後に「目的にあったものか」の評価もほしい。

「全ての事業の進捗率を成果指標としている。」とあるが，
「完了することがない。」との答えだと，目標・指標が設定
できず，進行管理はできない。例えば，「吊り天井の改修を
必要とする学校」が市内にいくつあり，そのうち総合計画の
期間内に解消するのは「いくつか」とすれば，目標値に対す
る達成率を指標とし，進行管理ができるのではないか。

学校施設等の整備事業には，過去の経験を生かすとともに教
職員や生徒等の意見を聞き反映させているが，完成後の施設
について数値化した評価は難しいと考える。

・指標の根拠設定と達成状
況の確認
・構成する事務事業の課題
への対応について

【２】
ケースワーカーの訪問計画を確認したい。

平成24年度の訪問計画と実績の資料を各委員へ提供
訪問計画の根拠を教えていただきたい。また，訪問で行われ
ていることが不明で，どのような状況が多いことから，この
訪問が効果的と判断しているのか知りたい。

時間がないために，職員のレベルアップができないとの課題
を提起しているが，効果的に今後のレベルアップするための
取組みに対する考えがあれば聞きたい。

【３】
園の廃止が目的なのか，効率的で適正な規模による運営が大
事なのか。

幼児教育にとって，「適正規模の集団による教育」は最も大
切なことと考えているため，安定した集団確保のため，鈴鹿
市の幼児教育の環境を整えることを目的とした単位施策であ
る。

「適正規模の集団による教育」が最も大切とあるが，その理
由，根拠は。

・幼稚園再編の目的
・幼児教育のあり方

・指標の妥当性

【１】
ケアホーム・グループホームの施設数を目標値に挙げている
が、CH＋GHは民間業者の経営に依存することであり、目
標値としては適切ではない。21ある施策の中で60％以上の
一般財源を使う「自立支援給付事業」に関連した目標値を設
定すべきである。

不正受給防止の認識は強く持っている。シートには記載して
いないが，平成24年度から新規開始ケースについて3カ月
を目途に改めて財産調査を行い，資産の再チェックを行って
いる。

ＧＨの施設数を目標値としたのは，ＧＨに代表される居住系
福祉サービス基盤整備を推進することで，障がいの種別，程
度に関わらず，地域で自立した生活が営めるよう，暮らしの
場を確保する為である。

GHが障がい者にとって重要なことは理解できるが、そのた
めに障害福祉課は何をするのか。障害福祉課が努力した結果
で目標に近づくものにした方が良いと考える。

3 ３６　障がい者福祉の推進 1

1

【４】
もっとも重要なことは必要な人に支給され，不要な人には支
給しない。いかに不正を防止するかの認識が強く欲しい。

４２　働く場の確保と就労支援



資料３

ヒアリング対象選定資料  【１】目標値は適切に設定されているか　【２】施策が計画どおり進捗しているか　【３】総合評価は妥当であるか　【４】課題認識は妥当であるか　【５】今後の取組みの方向性は妥当であるか　【６】その他

政策の柱 単位施策番号・単位施策名 得票数 論点意見（要約） 回答（要約） 再意見（要約）

1９１　生活道路の整備促進

燃料電池については，本市では「鈴鹿市燃料電池関連周辺機
器等開発補助金」を設け，燃料電池を核とした産学官連携や
市内企業の高度化・高付加価値化や新たな産業分野への展開
を期待し，支援を行ってきたが，経済状況の悪化で，平成２
２年度を最後に事業に取り組む事業者が開発等から撤退した
ため，平成２４年度に補助金事業を廃止している。
  このことにより，当該単位施策の成果指標が測定できなく
なりましたので，平成２５年度から成果指標を「次世代産業
等の勉強会参加者数」に変更している。

5

4 ７７　新産業の集積の促進 1

・新たな指標設定について
・今後の取組内容について

【２】
成果指標を、防災講演会等で得たアンケートの回答率として
いるが、講演会事業等への参加者は毎年変化する思われ、指
標として進捗率を把握できない。過年度の実績に表れている
のではないか。

・取組み内容，方向性につ
いて

・目標未達成の分析

この施策は，所定の所得以下の障がい者，子どもが経済的な
負担のために受診が抑制されないようにすることが目的で
あって，直接的に医療費増加の抑制を目的としておりませ
ん。むしろ早期受診することによって，重篤化を防ぐ一面も
あり，ひいては医療費の削減にもつながることにもなりま
す。
しかしながら，受給資格者数は，この施策の目的である経済
的に負担を軽減される方の人数，即ち，施策の受益者数を示
しているため，目標指数としていますが，担当部局で改善出
来る指標でないことから今後検討してまいりたい。

男女共同参画は市役所関連部門のことさえ改善すればいいの
か。鈴鹿市全体の企業を対象に考えなくて良いのか。鈴鹿市
と直接関係のない企業で働く女性の数が圧倒的に多いと思う
が、その方たちを対象とした何か施策はあるのか。

・取組みの方向性について

25年度より新たに設定し直されてる｢次世代産業等の勉強会
参加者数」は成果目標としては相応しい指標と考えにくく、
また、本施策で掲げていた指標との乖離が大きすぎる指標だ
と考える。
燃料電池関連については、理解した。産業政策推進事業のマ
ターかも知れないが、新たな企業戦略の中での土地の誘致に
ついても連携してはいかがか。
新産業の集積を持ってくることは容易ではない。国や県の方
針を早く掴み、その中から鈴鹿市に最適なものを選び出して
手を挙げることがもっとも近道ではないか。

男女共同参画基本計画では女性委員登用率の引き上げを重要
課題として取り組んでいるが，それを含め１２５の取組を総
合的，体系的に行っている。基本計画策定のたびに市民意識
調査を行っているが，次期計画策定のための意識調査等を
近々実施する。そこで，課題を見つけ新たな取組を検討して
いく。

回答内容で了解しましたが、では医療費増加を下げることを
考えているところはどこですか。大変重要なテーマだと考え
るが。

・概ね了解

【１】
助成対象者は国の法律や自治体の基準によって自動的に決
まって来るものであり、保健福祉部で努力すれば改善出来る
ものではない。よってこれを目標値にすることは適切でない
と考える。
現在問題になっていることは医療費の増加であり、これを如
何に抑制するかが重要であり、これ又はこれに準じた項目を
目標値として欲しい。

【１】
燃料電池（FC）は現時点では非常にハードルの高い、難し
い技術である。鈴鹿市の中小企業が手を出さないのは当然で
あり、これを目標とすることは適切とは思えない。

【５】
男女共同参画のための具体的行動計画が見えない。
大切なことは男女共同参画を阻害しているものは何かを見つ
け、それを取り除くことであると考える。そうすれば自ずと
男女共同参画は上昇すると考える。

4 ５８　ユビキタスネット社会への対応

1

1

3 ５３　男女共同参画の総合的な取組の推進

13 ４７　医療費助成による生活の安定

1

【５】
改善すべき課題で，講習するのが目的ではなく手段であり，
インフラ事態の整備を市政として図っていく必要があるのか
方向性を検討すべき。

生活道路は，5.5ｍ以下の道路が対象になるため，幹線道路
のような緩衝機能を有していないので，防災面は実施してい
ない。一方，火災時など緊急車両が入れるよう狭あい道路の
整備として実施している。

・目標値，進捗状況，総合
評価，課題認識，今後にお
ける優先順位の考え方

民間への支援事業も含めた取組を行っていく方向なのか。携
帯会社やＣＮＳ等の計画状況はどのようにつかんでいるのか
確認したい。

【１】
地域Wi MAXの加入世帯割合を目標値としているが，事業中
止により今後の目標を整理する必要があるのでは。

目標は平成26年度から新たな目標を立てながら当該単位施
策を継続して行う予定。

どのような目標か。ＣＮＳとの連携はあるのか。今後の方向
性が知りたい。

生活道路は地元要望の客観的な指標で評価し整備を進めると
しているが，この客観的な指標とは何か。海岸部の集落内の
道路はほとんどが5.5ｍ未満の生活道路だと思うが，火災・
救急のとき，消防車・救急車は支障なく現場へ到達できるだ
ろうか。地元要望がなくても，市民の生命・安全の確保の面
から，行政が担う仕事になるのではないか。

参加者や人数は変化しているが，個人の防災行動の実行数が
増加していくことで，市民の防災意識の向上を評価すること
は可能であると考える。

指標の設定が的確であったとした際、目標値に対する実績値
の乖離についてどのように捉えているのか。

高速通信網の市内普及については，市がインフラ整備を行う
のではなく，民間の高度情報通信インフラが届いていない地
域を事業者に知らせ普及を促す等を検討している。

【６】
防災に関しての記述がないが，災害時の道路には，災害防止
の緩衝帯となる機能もあると思われる。整備基準や優先順位
を考える際には，この点も考慮されたい。

5 ８２　市民の防災力強化
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【６】
短期の事業を次々いれすぎではないか。現場でその事業に振
り回されているという声もよく聴く。

事業の有効性について学校長との共通理解のもと進めており
ます。また，目的に応じて短期で終了するものもあれば，長
期計画で実施している事業もあります。

【１】
活性化促進事業の実施件数は活動指標であって、成果指標に
はならない。事業の実施による来客数ぐらいを指標とし、来
客数を把握するようにしてはどうか。

報告書など実際に作成し提出する教頭や実際に行う教師の意
見や希望が反映された事業とそうでない事業では成果に格段
の差がでるのではないか。

９９　企業性を重視した水道事業の経営5

縮小傾向はどの市町でも言えるが，中には地産物やインパク
トのある商店街にすることで活性化を図っているところもあ
ると聞く。このままでは，将来の運営が難しい状況になると
考えるが，商店街としてのコンセプト等を追及した取組も必
要ではないか。何か考えがあれば聞きたい。

3

【２】
目標値が適切なら全然計画どおりに進んでいないと考える
が。

目標値には達していないが，平成25年度の本市の調査で
は，文科省の示す全国平均を100とした標準化得点で98～
99となっており，ほとんど差がない状況となっている。

【1】と【２】の項目に対する回答内容では、整合性がとれ
ていない。目標値の設定が適切であれば計画と進捗状況に大
きな隔たりがあるとしか言えないのではないか。
全国一斉学力テスト結果はどうだったのか。
本市の調査とは，具体的にどのようなものを指すのか。

【５】
事業費補助を続けていく重要性は認識するも，実際の商店街
の維持に向けた方向性を確認したい。

【１】
目標値（全国学力・学習調査の国語・算数の「知識」「活
用」問題の結果が全国平均を上回る学校数の割合）と現実が
かけ離れ過ぎている。50%を目標とした根拠を知りたい。

・事業の目的，実施結果の
検証
・今後の取組に対する市の
考え方

【３】
目標値とかけ離れた実績値だが，正直に問題の大きさを記述
し，時間がかかりそうな事も明記すべきではないか。

3

郊外型大型店への集積やネット販売等の増加に伴い，商店街
組織の縮小はやむを得ないと考えているが，地域に根差した
商店等の商店街組織については，地域活動の主体も担ってい
るため組織維持を図るため支援を行う。

【１】
企業性を重視した水道事業の経営といった施策の下で，経常
収支比率を成果指標とし，経営状況を見るものとしては理解
できるが，全ての事業の結果であって，どれかの施策の結果
によるものではない。構成する事業の中から，評価の対象と
するものを改めて選択すべきではないか。
水道事業の経常収支は簡単に100％にすることが出来る。
なぜなら悪い時は値上げをすれば良いからである。競争相手
がいないので難しいことではない。よって経常収支が
100％だからといって満足してもらっては困る。支出を減
らす（たとえば毎年5%づつ）などが本当の努力目標と考え
る。

この単位施策を担当する水道総務課は，予算編成時に局全体
を調整していく役割を担っている。水道事業を安定的に経営
していくうえで，長期的にも経常利益を確保していくことが
最も重要と考えているため，目標設定値としている。

現場でそんなに簡単に改善できる問題なら，何故今までしな
かったのか。

・目標の設定と進捗状況と
の整合性
・課題の認識と対策

活性化促進事業を実施することが、商店街活動の維持につな
がると考えており、積極的な事業実施を支援しているため、
事業実施件数を成果指標としています。

単位施策シートに、商店街組織の維持を図るための事業とあ
るが、活性化促進事業とは、どのような内容の事業であっ
て、市は何を求めているのかを知りたい。補助を受けた商店
街は、具体的にどのような活動をしているのか。そして、そ
の事業を行ったことにより、どのような成果が出ているの
か、あるいは出ていないのか、どのようにチェックしている
のか。

・指標の妥当性

平成２４年度の結果において，本市の正答数平均と全国平均
を比較し，それぞれの調査科目において０．２問～０．８問
正答数を上げることで全国平均となり，全国平均になると，
ほぼ５０％が達成できると考えられるので目標とした。

【1】と【２】の項目に対する回答内容では、整合性がとれ
ていない。目標値の設定が適切であれば計画と進捗状況に大
きな隔たりがあるとしか言えないのではないか。

　課題は大きいと認識しておりますが，時間的にすぐに改善
に向けて取り組むことが多くあります。

施策・事務事業評価は，総合計画・行財政経営計画等に掲げ
た事業が，目的・目標に向けてどのように進めているかを評
価するものである。収支比率にＰＤＣＡは当てにくいと思
え，この観点から，ふさわしい選択ではないと考える。課題
にも上がっているが，全遊休資産に対し計画期間内での処分
件数，処分額を指標とできないのか。また，現実的な行動が
起こせるのではないか。
水道事業を企業経営並に経常利益を考慮しながら進めている
ことは良いが，水道事業関連の単位施策をみるとどこにも支
出を削減する施策が見当たらない。示してほしい。回答書に
各課に５％の削減を求めているとは書いてあるが、これなど
の達成を目標とすると努力が良く見えると思うが，いかが
か。

1 １２　確かな学力づくり 3

4 ６７　商店街の活性化促進



資料３

ヒアリング対象選定資料  【１】目標値は適切に設定されているか　【２】施策が計画どおり進捗しているか　【３】総合評価は妥当であるか　【４】課題認識は妥当であるか　【５】今後の取組みの方向性は妥当であるか　【６】その他

政策の柱 単位施策番号・単位施策名 得票数 論点意見（要約） 回答（要約） 再意見（要約）

１０８　市民への情報提供の推進

6 １１０　国・県との連携 0

回答に対する再意見なし。

回答に対する再意見なし。

回答に対する再意見なし。

完了検査時に不適合が見つかった場合は，適合させるよう指
導し，検査に合格するまで使用することができない。

建築基準法にある建築主の責務をきちんと啓発することも必
要ではないか。

回答に対する再意見なし。

いくつもの情報を別々のものから発信されている。ワンス
トップとなれば良いと思うが，それは難しいのか。

6 １０９　市民の声の的確な把握 0

6

「まちづくり」とは最終的にどんなイメージを描いているか
良く解らない。なんとなく必要なことは解るが，もう一つ
はっきりしないところがある。「まちづくり」の市民意識を
高めると言っても何をするか。たとえばお祭りを町で行う、
町民運動会を復活させるといったことなのか。

0
【６】
活字が苦手な人が多数いると感じる。何か対策案はあるの
か。

視覚的に理解していただけるよう，図，グラフ，写真などが
活用できる場合は，これらを取り入れている。

6 １０７　市民参加の活動環境の充実 0

6 １０６　市民参加のまちづくりの推進 0
【６】
まちづくりに参加する意義をより多くの市民に周知・理解し
てもらい、参加できる仕組みの構築を目指してほしい。

平成27年度の策定を予定している「協働の指針」におい
て，市民参加と協働の仕組みを構築し，その意義を理解して
いただく機会を多くつくっていきたいと考えている。

5 ９４　安全で良質な建築物の確保 0
【３】
完了検査に合格しなかった数％の建築物は、使用できるの
か。

5 ８８　地域消防力の整備充実 0
【４】
消防団員の行政区ごとの定員があると記載されているが配置
に対して柔軟な運用はできないのか。

行政地区毎の採用条件を解消するために消防団条例を改正す
る準備にあたっている。

ベンチマーク（目標とする他市）があるともっと良い。0

3 ３９　介護保険の推進 0
【１】
目標値が妥当な数字か否か判断出来ない。

目標値に対する，全国平均を鈴鹿市は上回っている。（詳細
は回答参照）

過去の実績及び地域サービス事業の充実を加味し，市全域で
の貸出冊数の増加を想定し設定している。

鈴鹿市の目標値が高いことが解った。ぜひ目標値を達成して
ほしい。

1 ３　図書館サービスの充実

4 ６５　中小企業の高度化・高付加価値化の推進

【１】
目標値（貸出冊数）の設定根拠がみえてこない。

0

どのように改正をしていこうと考えているのか。


