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新たな中・長期的計画の策定に向けた市民委員会（第３回） 

議事要点録 

 

日   時：平成 26年 11月 24日（月・祝） 13：00～16：00 

場   所：ジェフリーすずか ホール他 

出 席 者：・市民委員 67人 

 ・計画策定アドバイザー  

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 長瀬光市氏 

      ・職員ワーキンググループ構成員 20人 

・事務局（企画財務部長，企画財務部次長，参事兼企画課長，企画課副参事兼 

総合政策グループリーダー，企画課総合政策グループ２人，企画課政 

策調整グループ２人） 

傍 聴 者：４人 

内   容：下記のとおり 

 

１ 開会（資料１） 

 

  事務局から資料１に基づき，第３回市民委員会の実施内容等の概要について説明した。 

 

２ 基本構想策定作業について（資料２） 

 

  計画策定アドバイザーから資料２に基づき，分野別会議において実施する「目指す

べき都市の状態」の確認や，「目指すべき都市の状態」成果指標の検討について，留

意点などを説明した。 

 

・ 第２回市民委員会では，６つの分野に分かれて「目指すべき都市の状態」につい

て検討いただいた。 

・ その後，職員ワーキンググループにおいて，第２回市民委員会での検討内容を基

に，資料のとおり「目指すべき都市の状態」（案）を作成した。 

・ 本日は，職員が作成した「目指すべき都市の状態」（案）を確認し，今後８年間

に，鈴鹿市が市民と行政の協働によって「目指すべき都市の状態」にどこまで近

づいたのかを測る手法について検討していただく。 

・ まず，職員が作成した「目指すべき都市の状態」（案）の確認については，職員か

ら作成経緯を説明した上で，第２回市民委員会での検討内容が反映されているか
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などの確認を行う。 

・ 内容の確認後は，市民や行政のどのような行動が「目指すべき都市の状態」に結

び付くのかを考え，その測り方にはどういったものであるのかを検討する。 

・ 検討にあたっては，測り方が「目指すべき都市の状態」をおうむ返しする測り方

にならないように注意する必要がある。 

・ 「目指すべき都市の状態」の達成度を測るためには，市民や行政などの行動や実

態が，どのように変化していくべきかを捉えることが求められる。 

・ その対象としては，定性的データ（意識調査やアンケート調査，関係者ヒアリン

グ等で把握）と定量的データ（各種統計資料で把握）がある。 

・ 地域の状態をより正確に把握することができるのであれば，１つの「目指すべき

都市の状態」に対して，複数の成果指標を設定しても良い。例を挙げると，「交通

安全に対する意識が高く，交通事故が無いこと」といった状態に対する成果指標

としては，定性的データとして「交通安全活動に参加している人の割合」と，定

量的データとして「市内の交通事故発生件数」をそれぞれ設定することも考えら

れる。 

・ 本日の作業では，どのような測り方が望ましいか，できるだけ多くの測り方を検

討していただきたい。 

 

３ 「目指すべき都市の状態」について（資料３－１，３－２） 

 

第２回市民委員会と同様に，市民委員を希望調書に基づく６つの分野に分け，それ

ぞれの分野の「目指すべき都市の状態」（案）について，職員による作成経緯の説明

を踏まえた上で意見交換を行った。主な意見は，次のとおりである。 

なお，各分野グループでの検討の結果，「目指すべき都市の状態」（案）についての修正

はなかった。 

 

 ＜防災・安全分野グループ＞ 

 ①「災害に対する不安がなく，安心して暮らしていること」 

 （意見）・避難場所についてなど，情報の伝達を正確にしてほしい。 

 ②「市民と行政が連携し，不測の事態に備えて対応していること」 

 （意見）なし 

 ③「交通安全に対する意識が高く，交通事故がないこと」 

 （意見）・施設整備などの意見が表現されていない。 

      ⇒施設整備についての内容は，都市整備分野に含まれる。 

 ④「地域で見守り合い，事件や犯罪がなく治安が良いこと」 

 （意見）・見守り合いについては，青少年への指導等の働きかけが危険な場合がある。 
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      ⇒地域が一丸となって対応し，個人に負担が大きくならないよう検討する。 

 

 ＜教育・文化分野グループ＞ 

 ①「スポーツを観て，して，楽しんでいること」 

 （意見）・スポーツを通じて，子どもに礼儀礼節を教えることが大切であり，「楽しんで 

いること」の表現を修正するほうが良いのではないか。 

 ②「人と文化を育み，心豊かに過ごしていること」 

 （意見）・何を通じて心豊かになるのか，具体的にするのは難しい。 

     ・文化の範囲が把握できない。 

 ③「みんなが支え合い，安心して子育てしていること」 

 （意見）・親同士の密接な関係を避けている場合もあり，「みんなで支え合い」が当てはま 

らない場合があるのではないか。 

 ④「家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっている 

こと」 

 （意見）・善悪，道徳教育について表現されていない。 

 

 ＜保健・福祉・医療分野グループ＞ 

 ①「地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること」 

 （意見）・「いきいきと」といった表現は，高齢者や障がい者に特化した印象を受けるので， 

全ての市民を対象としているならば，除いたほうが良いのではないか。 

     ⇒これまでの検討経緯を踏まえると，残しておくべきである。 

 ②「地域で障がい者が夢や生きがいをもって暮らしていること」 

 （意見）なし 

 ③「誰もが安心して医療を受けていること」 

 （意見）・児童福祉についての内容を教育・文化分野で取り扱うのであれば，「誰もが」 

の表現を修正すべきである。 

      ⇒考え方を整理する為に，分野ごとに区分して検討を行っている。必要な部分 

については，流動的に対応することとしている。 

 ④「市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること」 

 （意見）なし 

 

＜環境分野グループ＞ 

①「資源を有効に活用していること」 

（意見）・第２回市民委員会では，ごみに関する意見が多かったが，職員ワーキンググル 

ープでは，新エネルギーの利活用に関する意見も出されていた。 

 ②「地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること」 
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 （意見）なし 

 ③「身近な生活環境の維持，向上を図っていること」 

 （意見）なし 

 

 ＜都市整備分野グループ＞ 

 ①「地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること」 

 （意見）なし 

 ②「都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること」 

 （意見）・表現が大きいので具体的な内容が把握できない。  

     ・体裁の良い表現ばかりであるので，鈴鹿市の独自性がない。 

 

 ＜産業・観光分野グループ＞ 

 ①「地域の中で雇用の場が確保され，いきいきと働いていること」 

 （意見）なし 

 ②「ものづくり産業が元気で，活気にあふれていること」 

 （意見）なし 

 ③「生活に関わる商いが元気で，まちがにぎわっていること」 

 （意見）なし 

 ④「地元のモノ・コトが情報発信され，人が訪れ，交流が進んでいること」 

 （意見）なし 

 ⑤「自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み，活力にあふれていること」 

 （意見）・「産業」という単語からは，農水産品の連想が難しいのではないか。 

     ⇒６次産業化までを想定して「産業」と表現した。 

 

４ 「目指すべき都市の状態」成果指標について（資料３－１，３－２） 

 

  各分野の「目指すべき都市の状態」に対して鈴鹿市がどこまで近づいたのか，その達成

度を測る為の成果指標について意見交換を行った。成果指標の構成要素や測り方につい

ての主な意見は，次のとおりである。 

 

 ＜防災・安全分野グループ＞ 

 ①「災害に対する不安がなく，安心して暮らしていること」 

 （構成要素）・避難場所の数や避難する方向などが分かる標識の数 

 （測り方）・それぞれの立場において，できる範囲の中で進めている災害に対する備えの 

状況を把握することが指標になることから，アンケートによって測ることが 

望ましい。 
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 ②「市民と行政が連携し，不測の事態に備えて対応していること」 

 （構成要素）・行政が発信する情報が，市民にしっかり伝わっているか。 

 （測り方）・市民が行える危機管理とは何かといった観点から，行政が発信する災害に関 

する情報を自らのライフスタイルにあった方法で，しっかりと得ているのか 

といった視点で検討したい。 

 ③「交通安全に対する意識が高く，交通事故がないこと」 

 （構成要素）・地域や乗り物別の事故件数 

       ・「事故をいかに未然に防ぐか」という考えから交通事故防止対策事業数 

 （測り方）・交通手段別での事故件数。また，それぞれの交通手段に対する交通整備に係 

る費用も併せて把握する。 

      ・交通安全講座の実施件数 

 ④「地域で見守り合い，事件や犯罪がなく治安が良いこと」 

 （構成要素）・地域の人々が地域を見守るという「地域の目」が，事件や犯罪の抑止につ 

ながるという考えから，「地域の目」の「可視化」を行うこと。 

 （測り方）・各地区における事件の件数。また，事件発生場所の特徴を併せて把握する。 

 

 ＜教育・文化分野グループ＞ 

 ①「スポーツを観て，して，楽しんでいること」 

 （構成要素）・継続的にスポーツを行っている。 

 （測り方）・スポーツ関連施設の利用者数 

      ・スポーツを行っているかについてのアンケート 

 ②「人と文化を育み，心豊かに過ごしていること」 

 （構成要素）・図書館，文化会館などの文化施設を利用している。 

 （測り方）・図書館，文化会館，公民館などの文化施設の利用者数 

 ③「みんなが支え合い，安心して子育てしていること」 

 （構成要素）・子育てが孤立しておらず，不安なときに相談できる人がいる。 

       ・その人に応じた多様な相談の場がある。 

       ・親の教育力を支援する必要がある。 

 （測り方）なし ※時間的制約から構成要素の検討のみ行われた。 

 ④「家庭，地域，学校が連携して，すべての子どもが楽しく学べる教育環境になっている 

こと」 

 （構成要素）・学校や家庭において，子どもが孤立していない。 

       ・学校や公民館の有効活用 

 （測り方）なし ※時間的制約から構成要素の検討のみ行われた。 

 

 ＜保健・福祉・医療分野グループ＞ 
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 ①「地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること」 

 （構成要素）・生涯学習活動への参加率 

       ・予防対策として，ボランティア活動への参加が重要である。 

 （測り方）なし ※時間的制約から構成要素の検討のみ行われた。 

 ②「地域で障がい者が夢や生きがいをもって暮らしていること」 

 （構成要素）・障がい者雇用率。 

       ・バリアフリー施設の増加，設置数 

       ・交流・勉強会などの場の増加 

 （測り方）なし ※時間的制約から構成要素の検討のみ行われた。 

 ③「誰もが安心して医療を受けていること」 

 （構成要素）・病後児保育の受入れ施設数 

       ・医療機関数や夜間・休日の受入体制等の情報提供 

 （測り方）なし ※時間的制約から構成要素の検討のみ行われた。 

 ④「市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること」 

 （構成要素）・介護予防やスポーツなどのサークルやボランティア活動への参加者数， 

参加率 

       ・自主的な健康づくりが行える機会の数 

       ・地域の活動，行事に対し関心のある人の割合 

 （測り方）なし ※時間的制約から構成要素の検討のみ行われた。 

 

＜環境分野グループ＞ 

①「資源を有効に活用していること」 

 （構成要素）・ごみの埋立処分量 

       ・ごみの減量化，資源ごみ量 

 （測り方）なし 

 ②「地域の豊かな自然環境を維持し，保全していること」 

 （構成要素）・水や空気のきれいさ，水のおいしさ 

       ・市民からの苦情の件数 

       ・虫，鳥の生息数 

 （測り方）なし  

 ③「身近な生活環境の維持，向上を図っていること」 

 （構成要素）・下水道普及率 

       ⇒都市整備分野に含まれる内容である。 

 （測り方）なし  

 

 ＜都市整備分野グループ＞ 
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 ①「地域内外への移動がしやすい交通環境になっていること」 

 （構成要素）・移動に関する満足度 

       ・歩道や道路の整備率 

       ・公共交通機関乗車率 

 （測り方）・全ての市民を対象としたアンケート調査 

      ・歩道や車道の整備率を測る際には，市民の満足度と指標の数値が比例する 

ような工夫を検討する必要がある。（利用率の低い道路ばかりを整備しても 

市民の満足度は上がらない。） 

 ②「都市基盤がバランス良く整い，快適に暮らしていること」 

 （構成要素）・市民生活における満足度 

       ・都市基盤の整備率 

 （測り方）・全ての市民を対象としたアンケート調査 

      ・既存データの活用 

 

 ＜産業・観光分野グループ＞ 

 ①「地域の中で雇用の場が確保され，いきいきと働いていること」 

 （構成要素）・高齢者の働く場 

       ・地元で起きた企業における労働者数，地元での起業数 

       ・正規雇用数 

 ②「ものづくり産業が元気で，活気にあふれていること」 

 （構成要素）・地元産（メイドイン鈴鹿）の販売や，その意識 

       ・伝統産業を継承していくために，その雇用数 

 ③「生活に関わる商いが元気で，まちがにぎわっていること」 

 （構成要素）・地元で生産・消費する意識が必要である。 

       ・商いの場所の確保や，情報発信ができている要素 

 ④「地元のモノ・コトが情報発信され，人が訪れ，交流が進んでいること」 

 （構成要素）・観光施設におけるリピーター率 

 ⑤「自然の恵みを活用した産業の地産地消が進み，活力にあふれていること」 

 （構成要素）・鈴鹿産品に対する市民の認知度 

       ・情報発信や，人の交流が地産地消につながる。 

 ①～⑤をまとめて測り方についての検討を行った。主な意見は，次のとおり。 

 ・インターネットにより検索された数 

 ・市内の主な観光施設の入込客数など，既存データの活用 

 ・市民アンケートによる市民意識の把握 
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５ 閉会 

 

  企画財務部長から，市民委員会閉会に当たり，お礼の挨拶を行った。 

 

・ ９月の第１回目の市民委員会から本日を含め，３回参加していただいたこと，また，

それぞれの回の委員会では，長時間，熱心に議論いただいたことに感謝する。 

・ 市民委員会の中でも取り上げられた少子高齢化は，全国的に進む傾向であり，今後，

本市でも人口が減少していくものと予想している。 

・ 住む人が少なくなると，それまで行政が提供していた様々なサービスが，これまで通

り提供出来なくなることもある。 

・ そのため，これからは，行政として取り組むべきことはしっかり取り組み，一方で，

行政だけでは行うことができない分野は，今以上に，市民と一緒になって，まちづく

りを進めていかなければ，成り立たないことも想定される。 

・ このため，今回の新たな中・長期的計画の基本構想策定に当たっては，計画策定の背

景や将来の予測，市民の生活実感などについて情報共有し，市民委員と職員とが共通

の認識を持って進めていくことが重要と考えていた。 

・ このような状況の中，市民委員会への参画をお願いしたところ，このように多くの市

民に参画いただき，本市の将来のことを考え，職員と前向きに意見交換していただい

たことは，非常に力強く感じた。 

・ その結果，新たな中・長期的計画の基本構想の「目指すべき都市の状態」及びその「成

果指標」については，本市の将来都市像の実現に向けた素晴らしい意見やアイディア

を頂戴したと考えている。 

・ 今後は，市民委員に議論いただいた内容を基に，職員ワーキンググループで基本構想

の素案を作成し，全庁的な意思決定の上，市議会に提案していくことになる。 

・ 基本構想の素案がまとまった際には，まずは，協力いただいた市民委員に報告するた

めの機会を設けることを検討しているので，是非，参加いただきたい。 

・ 最後に，事務局職員をはじめ，第２回，第３回の市民委員会の運営に携わった本市の

若手職員にとっては，多くの市民と一緒になって取り組むことは，これまでなかなか

ない経験であった。 

・ このため，円滑な進行ができなかった面も多々あったが，市民委員の協力により，予

定していた成果は得ることができたと考えている。 

・ 本計画を策定した後は，本市が，今よりも，安心して暮らしていける「まち」となる

ことで，愛され選ばれる「まち」となるよう，精一杯取り組むので，引き続き，ご理

解とご協力をお願いしたい。 

以上 


