
【資料５】

　

平成27年度　鈴鹿市行財政経営計画検証会議　意見書に対する回答書

単位施策コードを入力し
Ｅｎｔｅｒキーをクリック単位施策コード 85

単位施策名 都市浸水対策

主担当所属名 河川雨水対策課

関係所属名

評価の視点 意見書内容

【１】
目標値は適切に設定されて
いるか

　施策の目的を「浸水被害の低減」としているが、「低減」がどの程度の数値を目標にして
いるかが分からないので、事業の進捗率を指標としても、成果としての評価ができない。
また、その指標も、成果指標でなく、活動指標となっている。
　（例えば、被害を受けているエリアが１００ヘクタールあるとして、この面積を５０ヘクター
ルまで低減するのを目的として事業計画があるとすれば、平成２６年度に実施した事業面
積が代替指標の活動指標であったとしても、成果として評価できる。）

　 都市浸水対策達成率は，活動指標であることは御指摘のとおりですが，例えばとして御提案の平成26年度に実施した事業面積を
過年度分に累加した面積を分子とした指標であって，概ね御提案の趣旨に沿ったものでございます。
   都市浸水対策達成率は，分母が下水道（雨水）施設を整備すべき，概ね市街化区域と一致した下水道計画区域面積でありまして，
分子が雨水幹線（比較的大きな排水路）が整備され，浸水被害の低減に寄与する雨水排除施設が整備された面積として，その割合を
示しております。
    分母については，御提案の浸水被害を受けた面積ではございませんが，分子については浸水被害を受けたか若しくは，受ける可
能性の高いところが浸水から免れ，浸水被害が低減することとなった地域の面積であります。
   また，道路冠水は浸水エリアを把握する事象でありますが，大雨のピーク時に短時間に市内の多数の箇所で発生し，且つほとんど
の場合，比較的短時間に解消することから，公表に値する精度での面積についてのデータを持っていないのが実情です。
   面積に変わる指標として，家屋浸水戸数は公表に値する数字を持っておりますので，今後についてはこの指標を成果指標として，
お示しできるか検討を行います。

評価の視点 意見書内容

数値的には あとわずかの差ではあるが 目標には達していない

回答

1 / 6

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

数値的には、あとわずかの差ではあるが、目標には達していない。
　上記したように、指標と目標値を活動指標（どれだけの事業を実施したかの結果）とする
のであれば、ぜひ、事業計画と予算計画を一体的に立て、計画どおりに進められるように
されたい。

   ご指摘のとおり，事業計画のとおり実施すべく，今後とも努めてまいります。
　 なお，下水道（雨水）事業は，その財源のほとんどを国庫交付金とこれに伴う起債として
おり，予算要求額に対して満額交付が困難な状況であります。
　 このため目標達成に至っておりませんが，今後とも満額交付を強く働きかけ，計画どお
りの事業推進に努めます。

評価の視点 意見書内容

【３】
総合評価は妥当であるか

　立てている指標に対しては、概ね予定どおり実施、維持管理しているとしている。
　活動指標は、どのような事業に、どのように事業費をするかを表す数値であり、事業計
画と予算は本来連動しているものと考えると、実績値からは予定どおりとはいえない。
　平成２６年度の事業費計画が１８億円であるのに対し、実績が８億円余り、約４７％で
あったというのは、どういった理由による結果だったのか。（２４年度８５％、２５年度６３％）

　 事業費計画と実績値との差額についてでございますが，平成２７年度への繰越が約６
億円，国庫交付金予算要求額に対する減額された額が約１億６千万円，市単費不要額と
して約５千万円，残り１億３千万円は前年度統廃合している計画予算の計上誤りによるも
のです。

回答

回答

1 / 6



【資料５】

評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

　課題が何であるのかが、示されていない。
　前項目で「予算縮小等で、達成率が低い」との記述があり、財政状況の中で予算の確保
が課題と思えるが、事業の選択と集中の下、どのように予算を配分するかは行政が判断
することである。

　 以下により，より効果的且つ効率的な事業を選択し，集中して実施を行い成果につなげ
ます。
①浸水状況ほか，浸水対策関連事項の実態把握　②施設整備に関する課題抽出整理
③整備計画案策定　④事業効果・事業費等検討　⑤優先順位の検討方針
⑥効果的且効率的な事業計画策定

評価の視点 意見書内容

【５】
今後の取組みの方向性は妥
当であるか

　浸水被害の多い、緊急性の高い幹線を中心に整備を急ぐとある。誰もが、浸水被害の
解消を望んでおり、優先度等を基にしたとしても事業の選択は難しいと思えるが、効果が
早く、大きく現れる事業や予算確保の手法を取り入れ、施策を計画どおりに進めてほし
い。
　総合雨水対策基本計画を策定し、浸水対策計画を検討するとあるが、今までに、このよ
うな計画はなかったのか、そして、いつまでに両計画を策定することにしているのか、そこ
を明記されたい。

   準用河川改修事業は，白子川をはじめ５河川を昭和50年代前半より，個々の河川の事業計画として策定し実施してきたが，鈴鹿市内の全て
の準用河川の将来計画を，「鈴鹿市総合排水基本計画」として，平成2年度に策定している。しかしながら，本計画は実施を前提とせず，理論上
あるべき断面及び勾配を示したものとなっています。
　 都市下水路についても，江島都市下水路をはじめ路線を昭和40年代後半より，個々の路線の事業計画として策定し，実施してきました。
  下水道（雨水）事業の基本計画は，昭和55年度に策定し，昭和63年度より浸水被害の多いところから，優先順位を定めて進めてきています。
   特に，浸水被害の多い白子駅前周辺地区については，「白子地区浸水対策検討書」を平成3年に策定し，これを下水道（雨水）事業として，施
設整備を進めてきました。
  総合雨水対策基本計画は，これらの既存事業計画を踏まえ，河川事業で行うものと下水道（雨水）事業で行うものを一体として総合的に検討
し，且つ排水施設・貯留浸透施設・遊水機能を併せて総合的に評価し，さらにこれらのハード対策にソフト対策を加え，公助と自助を総合的に展

回答

回答

2 / 6

し，且つ排水施設 貯留浸透施設 遊水機能を併せて総合的に評価し，さらにこれらのハ ド対策にソフト対策を加え，公助と自助を総合的に展
開する浸水被害低減策を平成30年度を目途に策定し，これに基づき中長期の浸水対策施設整備を推進していきます。

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

－

－
回答

2 / 6



【資料５】

　

平成27年度　鈴鹿市行財政経営計画検証会議　意見書に対する回答書

単位施策コードを入力し
Ｅｎｔｅｒキーをクリック単位施策コード 70

単位施策名 農林水産業経営支援の促進

主担当所属名 農林水産課

関係所属名

評価の視点 意見書内容

【１】
目標値は適切に設定されて
いるか

　この指標も、農家や漁師の活動の結果であって、市が直接、対応できるものではないこ
とから、適切な指標とはいえない。
　農林水産業経営支援を施策とするのなら、市の補助、助成等を活用して事業を展開した
結果、計画を上回る収穫が得られたとか、予定通りの収入を得た、とする農林漁業者の
アンケートとしてはいかがか。
（総合計画の策定に合わせて、指標の再検討を。）

　第一次産業を持続的な産業として維持・発展させるためには，個々の経営体が安定した
経営を行うことが必須であると考えております。
　このようななか，本市では主要農水産物を安定して生産・供給することができる経営環
境づくりの結果に得られる数値として，生産量を指標といたしてまいりましたが，ご意見を
賜りましたとおり，本指標につきましては，市が直接的に対応することができるものではご
ざいませんことから，指標設定については再度検討をいたしたいと考えております。

評価の視点 意見書内容

回答

3 / 6

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

施策の推進は積極的で良いと思う。

今後においても農林漁業者が効率的かつ安定的な経営をすることができるように，強力
に支援していきたいと考えております。

評価の視点 意見書内容

【３】
総合評価は妥当であるか

妥当である。

今後においても農林漁業者が効率的かつ安定的な経営をすることができるように，経営
規模拡大のための農地の利用集積や面的集積，制度資金の利用を強力に推進していき
たいと考えております。

回答

回答

3 / 6



【資料５】

評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

①やや抽象的に思える。
農業，畜産，漁業別には記入できないか。
②　抽象的な表現でなく、規模拡大とはどういった事業を考えているのか、生産基盤の整
備とはどういったものなのか、具体的に記述してほしい。
　生産基盤の整備といっても、水田の圃場整備などは、ほぼ終了しているのではないか。

①ご意見のとおり，今後はそれぞれの課題を記入いたします。
　農業においては，所得の減少が就業人口の減少に繋がっていることから，農業収入を安定化させることが必要であると考えております。このことから，農地の利用集積や面的集積，地域におけ
る土地利用調整の支援，生産物の安定生産のための取り組み等を行い，強い農業者づくりを推進してまいりたいと考えております。
　畜産業においては，環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉の影響から，輸入畜産物が大幅に増え，地元畜産農家の経営を大きく圧迫し，所得の減少と施設の老朽化と更新にかかる経費等の問題か
ら就業人口が減少しています。今後は生産物等の高付加価値化等を推進し，経営の安定化を図ってまいりたいと考えております。
　漁業においては，後継者不足による漁業の担い手の問題があることから，新規に就業する漁業者の確保，育成対策を図るとともに，漁港施設等生産基盤の老朽化問題に対しては，調査を行
い，継続して対策を行ってまいりたいと考えております。

②規模拡大につきましては，土地利用型農業では農地の利用集積，農地中間管理機構の活用を，その他の分野では施設等の新設若しくは更新にあわせた規模拡大を考えております。
　また，生産基盤の整備とは，水田のほ場整備のみならず，用排水路，農道，パイプライン施設，かんがい排水，防霜ファン施設等があり，それぞれに実施の必要性があるものと認識いたしてお
ります。
　なお，水田のほ場整備については，整備済農地が多いものの，従来のほ場整備は一区画の面積が狭小であり，担い手農業者の大型機械で作業できないなど作業効率に問題がでてきているこ
となどから，一区画の面積が大きなほ場整備と集落営農の確立をめざして，現在，一地区で施工中，さらに他地区でも実施検討がなされております。
　
　これら基盤整備事業は，農地の利用集積と集約が進み，担い手の農業経営の効率化が図られ，農業が競争力を持った持続的な産業となることを目的としております。

評価の視点 意見書内容

【５】
今後の取組みの方向性は妥
当であるか

①具体的な検討資料があれば説明して頂きたい。
②　優先順位を付けることとなった元の考えを、記述してほしい。
　過去の評価、課題の抽出結果から、○○といった対応、△△といった事業が、生産量の
拡大、農林漁業者の確保などに有効であるので、優先的。緊急的に進めることとした、と
いったことではないか。

①農業，畜産業，漁業と異なる分野において検討することが必要であることから，分野ご
とにそれぞれの状況，国・県の施策の状況等の情報交換を密に行い，状況，実情を把握
し，それぞれの分野で何が必要であり，若しくは緊急性があるか等を検討をいたしまし
た。
②このような中，優先順位については，本市の基幹的農業であり，米価低迷が続き経営
の安定化対策が緊急的な課題となっている水稲作について，水田を活用した麦等への作

回答

回答

4 / 6

付転換を円滑に実施する事業を優先的に進めることといたしました。

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

①鈴鹿市における第一次産業の発展と安定のために，長期展望を持って取り組まれるこ
とを望みたい。
②経営支援の促進として、効率的で安定した経営を行うことを目的に「生産量増加」を指
標としているが、生産量増加は安定した生産を示し、安定した経営の第1歩であると考え
る。コスト高で利が薄ければ安定経営は実現できないのではないか。
③　多くの事務事業が構成事業として記載されているが、すべてが補助金、助成金の補
助、交付に係るものばかりである。補助金を交付する、受けること、事業を行うことに目が
いってしまって、目的、成果の出し方を忘れてしまわないか。

①本市では，第一次産業を持続的な産業として発展させていきたいと考えております。そのためには，農林漁業者の経営が安定し，
所得が向上するなど，魅力ある産業である必要があります。このことから，基盤整備と経営安定化施策を継続して行うとともに，消費
拡大施策についての強化も図ってまいりたいと考えております。

②経営支援においては，最終的には支援を必要としない強い生産者等を育成する過程であると考えております。
　なお，「生産量の増加」は，ご意見を賜りましたとおり，単に生産量が増えればよいということではなく，大規模経営によるコスト削減
や大型機械の導入等を行うなど，経営者としてコスト感覚を身に付けたうえでの経営の効率化と生産力強化による生産量の増加と考
えております。

③ご意見を賜りましたとおり，補助金，助成金にかかる事務事業が多い状況ではございます。最終的には，支援を必要としない強い生
産者となることが重要であると考えておりますことから，目的，成果の出し方には十分に注意をしてまいりたいと考えております。

回答

4 / 6



【資料５】

　

平成27年度　鈴鹿市行財政経営計画検証会議　意見書に対する回答書

単位施策コードを入力し
Ｅｎｔｅｒキーをクリック単位施策コード 101

単位施策名 水道施設の整備・更新

主担当所属名 工務課

関係所属名

評価の視点 意見書内容

【１】
目標値は適切に設定されて
いるか

①適切であるとは言い難い。
平成２４年度から基幹管路である大口径管路の整備を優先したことなどを理由に、進捗し
ていないとあるが、目標値を設定する際に、このことは考慮されなかったのか。
②　管路の整備率は、活動指標（事業費を投入して実施した事業量、実績）であって、成
果指標にはならない。老朽管の整備によって漏水が改善されるのなら（これが目的だ
が）、漏水によって損失する水量の削減などが指標になるのでは。
（新しい総合計画の策定に合わせ、指標の再検討を）

①大口径管路の整備も考慮し目標値を設定していましたが，整備管路の大口径の割合を
増やしたことと，平成２４年度からφ50以上のすべての管路に耐震管を採用したことによ
り，目標を達成できませんでした。
②漏水により損失する水量の削減が成果指標になることは理解していますが，自然漏水
が起こった場合，漏水量（いつからどの程度漏水していたのか）の検証が難しいためやむ
をえず整備率を，指標として使用しています。

評価の視点 意見書内容

回答

5 / 6

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

進捗していない。

送水場や配水池等の老朽施設整備に多額の事業費が必要となるため，管路の整備に投
資できる事業費が十分確保できていないことが要因となっています。

評価の視点 意見書内容

【３】
総合評価は妥当であるか

管路整備に着手できなかった背景は記されているが、平成２６年度の取り組み状況につ
いても記載してほしい。

老朽管更新計画に沿って更新工事を行いました。
鈴鹿市の基幹管路である住吉南玉垣配水本管布設工事に着手し，平野送水管布設工
事・野町配水管布設工事等，老朽管更新も着実に進めています。

回答

回答

5 / 6



【資料５】

評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

更新や新設が目白押しであること、収益が右肩下がりであることから節約が必要であると
記されているが、「管路整備率」を指標設定した背景に、漏水等の事故発生率を低下さ
せ、事故の発生が少なくなることで安定的に上下水道の共有が行えるからとされている。
現状のままで、事故は発生する心配はないのか。

老朽管が，年数がくれば漏水するかというとそうではありませんが，その確率は遅れるほ
ど高くなるので，リスクを下げるために老朽管の更新を行います。

評価の視点 意見書内容

【５】
今後の取組みの方向性は妥
当であるか

①現状のままで、老朽管更新を優先しなくても事故が発生する心配がないのであれば、
妥当であるが、十分、検討いただきたい。
②　事業名が記載されているが、これらの事業が、住吉道伯地域でのどのような負荷を軽
減することになり、その結果として、安定した供給につながることになるのかが理解しにく
い。例えば、住吉道伯ブロックが現在、どのような状況にあって、何が安定供給の不安材
料となっているのか、国府第２ブロックを新設することで、これらの問題が解消されること
になるので、収益が減少している中で、このような新たな事業を行うといったような説明が
ほしい。

①老朽管更新と老朽施設更新のどちらに重きを置くかは非常に難しいところではあります
が，現在は老朽施設更新を優先的に行っています。
②鈴鹿市の一番大きな配水池である住吉配水池が老朽化により更新が必要となっており
ます。現在住吉配水池が受け持つ配水ブロックが大きいため，国府第２配水池を新設し，
住吉配水ブロックを二つのブロックに分割することにより，住吉配水池の更新工事の際
に，工事に伴う影響を軽減し，市民への水道の安定供給ができることになります。また大
きい配水ブロックを小さい配水ブロック２つに分割することにより 非常時の水道水確保

回答

回答

6 / 6

きい配水ブロックを小さい配水ブロック２つに分割することにより，非常時の水道水確保
や，ブロック単位での復旧スピードのアップにもなります。

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

－

－
回答

6 / 6


