
【資料２】

　

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 21

単位施策名 市民参加型文化事業の推進

主担当所属名 文化課

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

　指標名が「鈴鹿市、文化振興事業団及び芸術文化協会事業への参加者数」となってい
る。補助金を交付しているからと、二つの民間団体の事業も対象に含めることにしている
が、昨年度も指摘したように、民間団体の活動、事業を含めるのは適切でない。
　補助金を出しているからといって、指揮命令権があるわけではなく、民間団体の自主的
な事業、分野にまで口出しをするのは好ましくない。

文化振興とは非常に裾野の広いものであり，直接行政が行えることは限られています。地域づくり
を推進している本市にとって市民主体の文化団体がその主役と言っても過言ではありません。
　事業に対して委託事業も含め事業補助を行っているのは，行政では行えない市民主体の文化
団体としての強みを活用した柔軟でニーズにあった活動を推進していくことを目的としています。
　最終的な成果指標が文化振興の度合いとなれば，必然的に各種団体の数値を含めたものとな
ります。しかしながら，全ての団体の数値を把握することは現実的にできないことから，参加者数
の把握ができる上記の２団体分を含めて指標としております。

評価の視点 意見書内容

回答

1 / 8

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

　事業の実施方法が、現状のままで良いとするのなら、平成２６年度の実績値は目標値を
上回っており、計画どおりに進捗しているといえるが、上記したように、団体の数値まで含
む指標はいかがかと思う。

【１】において申し上げましたように文化振興全体を数値に反映させるには，市が直接行う
活動，事業のみの数値よりも団体の数値を含めたものの方が全体数値に近いものになる
と考えます。

評価の視点 意見書内容

【３】
総合評価は妥当であるか

　指標を良しとするのなら、この記述で良しとするが、やはり指標を修正すべきである。
（団体の成果が目標を上回ったとして、その成果は行政の努力によるものとできますか。
その逆に、目標に達しなかったとして、団体の職員を叱責できますか。）

　【1】，【２】と同様の理由です。文化振興とは本来市民主導が理想であると考えます。
　事業団や芸文協とは密に連絡を取り合い，会議に出席をし，場合によっては事業の手
伝いを行うなど協働の関係を持っていますことから目標数値が市だけのもの，団体だけ
のものとは考えておりません。

回答

回答

1 / 8



【資料２】

評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

　団体への補助金が、芸術活動の支援や文化的水準の向上、あるいは団体の経営状況
の健全性の確保の確認が必要としているが、補助をしている目的どおりに、団体が成果
を上げているのかどうかのチェックが重要ではないか。

　おっしゃられるとおりと考えます。そのために【３】で申し上げましたように「目的どおりに
団体が成果をあげるよう」に団体に関与した活動を行い，成果指標としているものであり
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

　事業効果が着実に結果となって現れるよう積極的指導を行うなど、団体運営に関わって
いくとあるが、補助事業が評価の仕方が間違った方向に向いている。
　団体の設立に関与（出資金）している場合でも、民間団体である限りは、団体の運営
は、団体が自主、自立して行っていくべきものである。
　出品数等が減少傾向あり、新たな工夫、策が必要とするのなら、それは行政が分析し、
対策を考えるのであって、団体側にあるものではない。

　団体の自主，自立がある中でも，同じ事業費の範囲内で最大限の効果を求めるのは当
然のことと考えます。
　行政による団体への事業費補助を行うことで，行政と市民主体の文化団体が協働して
それぞれの立場を尊重しつつ文化振興に寄与することが理想な形と考えます。

回答

回答

2 / 8

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

　行政として、補助事業について、その考え方を改めて統一し、確認してほしい。
　補助の概念は、団体が運営や事業の実施に必要とする経費の一部を助成するものと考
える。事業等の経費全般を負担するやり方は、事業委託ではないか。

　団体の経費全般を負担しているわけではなく，事業団においては自主事業の収益は当
然，会計に組み入れており，事業補助はその補填という意味合いです。芸文協の補助に
ついても事業費の全額ではなく，会費によって賄われているだけでなくボランティアとして
様々な事業に関わっていただいている部分もあります。
　行政は，市民主体の文化団体に一部委託をしている事業もありますが，事業団，芸文
教の２団体へは事業費に対する補助を行い，団体の自主事業を尊重しつつ市民の文化
活動の活性化や発展を支えていくことが必要と考えます。

回答

2 / 8



【資料２】

　

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 28

単位施策名 地球温暖化防止啓発活動の推進

主担当所属名 環境政策課

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

天候に左右されるイベントでの人数を入れているのはどうかと思う。

出前講座は天候の影響を受けないが，イベントについては天候に左右されるので，次期
策定時には，より適切な目標値設定に努めます。

評価の視点 意見書内容

回答

3 / 8

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

概ね妥当。

－

評価の視点 意見書内容

【３】
総合評価は妥当であるか

残念ながら地球温暖化がすすみ，異常気象などで市民に迷いが出ている。

今後も更なる温暖化防止の取組みを推進し，市民へは引き続き積極的な情報提供及び
啓発を行ってまいります。

回答

回答

3 / 8
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評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

①啓発の文言にも工夫をしてほしい。
②指標名が「参加者数」であるので、参加者数をより増やすために目前にある課題に触
れてほしい。

①より効果的な啓発に心掛けます。
②今後も国（環境省）の啓発事業等の情報を収集し，本市としてより効果的な啓発を進め
られるよう，課題の把握に努めてまいります。

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異常気象などで思いもよらない事が世界規模で起こっている。危機感を持ってほしい。
②参加者数をより増やすために、具体的に何に取り組もうと考えているのか理解できな
い。具体性に欠ける。

①世界的にも地球温暖化防止が重要視されており，各国で地球温暖化の解決への取組
みが進められている中，日本でも環境政策がより多様化していくことは確実であるため，
危機感を持ちながら，情報を的確に収集し活用してまいります。
②次世代の子どもたちに対して，小学校等での出前講座では地球環境を守っていくため
の興味をひく内容を，また，各種イベントにおいても自然環境，大きくは地球環境を守って
いくことを目的として効果的な啓発に心掛けてまいります

回答

回答

4 / 8

いくことを目的として効果的な啓発に心掛けてまいります。

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

－

－
回答

4 / 8



【資料２】

　

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 33

単位施策名 公共下水道（汚水）の整備

主担当所属名 下水建設課

関係所属名
下水総務課 下水維持課

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

公共下水道処理人口普及率を指標としている事は良い。目標値設定が過去の鈴鹿市に
対して行われている為、適切か否かの判断は難しい。指標設定背景・根拠をにたとえば
隣の津市や四日市市あるいは県全体のレベルをベンチマークとしてもらうと判断が付き易
いと思う。
26年度の実績値より27年度の目標が低い事は目標値の変更が許されていないからであ
るが、大きな費用を使う工事であるから、４年先の目標値ぐらいはつかんでおいてほし
かった

本市の生活排水処理は，公共下水道事業・農業集落排水・浄化槽等で実施しており，そ
の内，公共下水道は，平成元年から計画面積4,525ｈａの整備を順次行っており，公共下
水道処理人口普及率88.2％を最終目標値としています。整備については，社会資本整備
総合交付金等の国の補助制度を活用し，5年間の整備計画に基づき，順次整備面積の拡
大を行ってきています。各市町によって，下水道の着手時期，地域条件や状況が違うの
で，比較対象として目標設定の背景・根拠とすることは，難しいものと考えます。

評価の視点 意見書内容

回答

5 / 8

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

施策は目標値と実績値を見る限り、上回っている。

今後も，効率的な整備に努めます。

評価の視点 意見書内容

【３】
総合評価は妥当であるか

普及率は目標値を上回っている。しかし厳しい財政事情から投資効果の高い地域から整
備を進めるという自己評価は何か違和感を感じた。自己評価は26年度は何がうまく行っ
て何がうまく行かなかったか評価して欲しい。

本市の公共下水道は，四日市市，亀山市及び本市を対象とした北勢沿岸流域下水道（南
部処理区）として事業を実施しており，流域下水道の処理分区ごとで下流側より順次，事
業計画区域の拡大を行いながら整備を進めています。投資効果については，人口密集度
の高い市街化区域を優先して整備することが，より効率的に公共用水域の水質の保全に
つながるものと考えます。また整備手法により，整備面積や処理人口は，毎年変化する
ので，伸び率は一定ではありませんが，目標値を実績値が上回ったことは，効率的に整
備を進めた結果と考えます。

回答

回答

5 / 8
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評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

①問題認識は予算が確保できるかどうかが最大であることは理解できる。
しかし50％しか下水が普及していない事は先進国としてとても恥ずかしいことであり、河川
汚染など環境破壊が進んでいるとの認識を持って、予算が厳しいのであれどうすれば少
ない予算で、下水道普及率を上げるかなどの課題を期待したい。
②また、全体計画の見直しが必要とのことですが、南部浄化センターの第２期工事が着
手される中での見直しとは、どんな点を見直すのですか。

①今後とも，整備コストの縮減等について検証しながら，下水道普及率を上げるよう，効
率的・効果的な整備を進めます。
②南部浄化センターは，現在，処理系統4系列が完成しており，64,600ｍ3の処理能力が
あるが，平成37年度頃に汚水流入量が処理能力を上回ることから，第２期工事として，１
系列を増設して，83,350ｍ3に増加させる計画である。流入量にあわせ，順次，系列を増
加し，日最大135,000ｍ3とする計画である。汚水処理量は，実績の流入量による施設の
規模等の妥当性の検証を10年毎に行い、全体計画の見直しを行う予定です。

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予算が付いたらその分だけ工事を行う。予算がつかなければ仕方がない。自分たちの
責任ではないとの感じを受ける。頭をひねって少ない予算でどう普及率を上げるかなどの
取り組みが欲しい。例えば簡易型の下水道は考えられないですか。
②今後の方向性の中で、企業会計の適用を進めるとありますが、普及率が５３．９％の状
態で、事業の推進、維持に要する事業費の安定的、計画的な確保についてはどのような
考え方ですか。

①公共下水道事業は，事業完了までの期間が長期となるため，全体計画は定期的に検
証しており，汚水処理手法の見直しや低コスト技術の導入等の検討を行い，効率的な整
備を実施しています。
②本市の場合，直ちに大規模な施設更新が必要な状況ではありませんが，今後，維持管
理費が増大することは予想されますので，持続可能な下水道事業として経営できるよう，
整備手法の検討を含め，国の補助金を活用し，早期整備や適切な施設更新に努めてい

回答

回答

6 / 8

きます。

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

【１】にも指摘しましたが、ぜひベンチマークの考えを取り入れてください。

各市町によって，下水道の着手時期，地域条件や状況が違うので，比較対象として目標
設定の背景・根拠とすることは，難しいものと考えます。
【参考】公共下水道処理人口普及率
　　　　　平成26年度末　三重県　50.7％，四日市市　74.0％，津市　44.8％

回答

6 / 8



【資料２】

　

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 116

単位施策名 総合的・計画的行政の推進

主担当所属名 企画課

関係所属名
総務課

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

目標値は不適切であるとは思わない。

実績値とは年々乖離しており，第3期行財政経営計画を策定した当初は80％の単位施策
が目標が達成されていることを目標としましたが，実際には50％未満となっており，達成
することが難しい目標となっています。
しかし，個々の単位施策が目標を達成できていないことは総合計画が計画として機能して
いないということでもあるので，総合計画２０２３では，ＰＤＣＡが機能し全ての単位施策に
おいて適切な目標値の設定となるよう，実行計画のローリングの中で目標値の上方，下
方修正の要否についても検討し適正に進行管理を行っていきたいと考えております。

評価の視点 意見書内容

回答

7 / 8

【２】
施策が計画どおり進捗して
いるか

進捗しているとは言い難い。

目標値に対しての実績値は横ばいで50％弱を推移しており，半数以上の単位施策が目
標値を達成できておりません。総合計画２０２３では，全ての職員が上位計画である総合
計画を意識し，事業を遂行していく必要があります。

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。

－

回答

回答

7 / 8
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評価の視点 意見書内容

【４】
課題認識は妥当であるか

妥当である。

－

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

妥当である。

平成28年度からはトータルマネジメントシステムを確立し，行政運営を進めていきます。

回答

回答

8 / 8

評価の視点 意見書内容

【６】
その他

平成２７年度の投入コストが大幅に増額していますが、なぜですか。今後の方向性に関す
ることであれば、項目９ 今後の方向性の欄に記述してほしい。

平成２７年度は５年に１度の国勢調査があるため，各種統計調査事業費が大幅増になっ
ています。そのため，今後の方向性に関することではありません。

回答

8 / 8


