
【前期基本計画（素案）に対する事前提出意見（総合計画審議会）】 当日配布資料２

委員名 ページ 意見・質問等の内容

1 石崎委員 9

単位施策-7　避難場所の整備
・成果指標が津波避難ビルの増加となっているが、津波以外の災害避難場所
はどうしていくのか？
・避難場所のチェックや見直しも計画的に行うべきと考える。

　津波浸水予測区域以外の避難場所についても，計画的に収容避難所(小学校
等の公共施設)等の整備に取り組んでいます。

　鈴鹿市地域防災計画の中で，収容避難所は被災者が長期的に避難する場所
として公共施設を指定し，避難地は，災害発生時に一時的に避難する場所と
して公園等を指定すると定められており，適時，見直しを行っています。

防災危機管理
課

2 石崎委員 44

単位施策-35　高齢者福祉の推進
・成果指標が事業利用者数となっているが、施設の数や介護士・職員などの
数が重要であり、利用者数や満足度に大きくかかわってくると思われる。
今後も高齢化社会が進んでいくため、利用者数は増加傾向にあると思われる
ため、成果指標は利用者数ではなく、施設利用者の満足度などの指標の方が
よいのではないかと考える（統計が取りにくいかもしれませんが）。

　本市の 介護保険制度の実施主体は，鈴鹿亀山地区広域連合が担っており，
保険給付に関連する業務の指標を設定することはかないません。当施策で
は，在宅介護を支援・推進するために，本市が取組む介護保険事業を補完す
る事業の普及を目指しています。そのため成果指標としては，事業の利用者
数を増加させることで，測ることとしますので御理解くださいますようお願
いします。

長寿社会課

3 石崎委員 81

単位施策-63　雇用環境と就業の場の確保
・概要に高齢者雇用の記載はあるが、若年者雇用という文言の記載もあった
ほうが良いと思う。
・地元の学校に通う生徒の地元での就職率の統計があっても良いと思う。ま
た、成果指標にシルバー人材センターの会員数があっても良いのでは？

　若年者雇用の表記につきましては，概要の２つ目の「鈴鹿市外からの就業
希望者を本市の求人募集企業にマッチングさせるといったＵＩＪターン就職
支援」が若年者雇用にかかる施策ですので，「鈴鹿市外からの若年者等の就
業希望者を・・・」という表現に訂正し，若年者について表記いたします。
　また，地元の高校に通う生徒の地元での就職率につきましては、各学校の
就職担当者が，採用実績のある企業への就職や就職先の新規開拓等を，地元
企業にこだわらずに行っているため、学校側ではご意見にあるような統計を
取っておりません。しかしながら、地元の学生・生徒が地元の企業に就職す
るということは、地方創生の観点からも大変重要なことですから、若年者雇
用にかかる施策の中で取り組んでいかなければならないと考えています。
　そのほか，成果指標にシルバー人材センターの会員数をということにつき
ましては，少子高齢化が進んでいく中、高齢者の就業の場確保に資するシル
バー人材センターの必要性はますます高まるものと思います。しかしなが
ら、本施策としては高齢者に限定せず、ハローワーク鈴鹿管内の就職率と
いった全世代を対象とした成果指標を用いるほうが，より適していると考え
ます。

産業政策課

4 石崎委員 85

単位施策-66　次世代自動車の普及・促進
水素供給設備数が成果指標になっているが、今後の社会動向（電気自動車・
水素自動車等の普及状況）によって、目指すべき指標が変わるのではない
か？

　水素供給設備数については，政府が打ち出した「自動車産業戦略２０１
４」に自動車の保有動向や人口減少率などを加味して推定しており，水素供
給設備などのインフラ整備を促進することが次世代自動車の普及促進に繋が
ることから，成果指標として設定していきたいと考えます。

産業政策課

5 石崎委員
96
～
102

施策-31　第一次産業の活性化
・全般的に農業に関する施策がほとんどだと思われる。農業は重要な位置づ
けであると認識するが、漁業に関する取り組みや成果指標も必要ではない
か？

　ご意見を賜りましたとおり，漁業関連の指標を設定いたしておりません。
　これは，漁業が育成栽培ではなく自然界からの収穫であるといった特殊性
から，成果指標の設定には馴染み難いと判断し，従事者が最も多い農業にお
いて成果指標を設定したことによります。
　なお，単位施策79，80については農業に特化したものでございます。

農林水産課

6 山﨑委員 ー

成果指標に行政の活動結果でないもの、つまり市民なり、民間団体なりの活
動、行動結果を用いているものが多く見受けられるが，行政の努力によって
結果が出せるものではないので、「基本計画は、行政が責任を持って進める
施策を掲示したもの」であるならば，指標とするのは適切でないと考える。
施策・事務事業として進めることの必要性、重要性と、評価制度の指標とす
るかは、別の考え方である。
成果指標の設定が適切でないと、ＰＤＣＡサイクルのＣの適正な評価が難し
くなり、サイクルがうまく回らなくなることに繋がる。
【例】
・単位施策－３　市民がメールにより、災害の情報を発信した件数
・単位施策－６　避難所運営マニュアルや地区防災計画を策定した地域数
（主語は誰か。行政であれば指標（活動指標）となるが、地域がとなると指
標には不適。
・単位施策－９　事業所等が実施した消防訓練回数
・単位施策－10　救急現場での心肺機能停止奨励に対する市民による救命処
置実施率

　単位施策の成果指標は，「行政活動の結果によって，アウトカム（成果）
として，どのような指標の数値に変化があれば，単位施策の目的や意図に近
づき，達成が図れていると言えるのか」という視点で，できるかぎり客観的
で測定可能な指標を考え，設定しています。
　基本的には，行政の活動結果により，直接的に変化が働く指標を統計デー
タ等で用いることとしていますが，成果の把握に相当な労力を要するなど測
定が困難な場合においては，代理指標（活動量的な指標）を用いているもの
もございます。
　ただし，御意見のとおり，あくまでも市が取組を行った結果として成果に
つながる指標としており，例に挙げていただきました成果指標についても，
市が積極的に市民や地域，事業所等に働きかけて実現していくものでござい
ます。

企画課

7 山﨑委員 24

目標とする年度までに、目標値を達成するのが不可能ではないかと思える単
位施策や、現状値からみて目標年度までに改善の余地がほとんど見込めない
と思える単位施策が見受けられる。

単位施策－18　自ら学び、活かす生涯学習の推進
指標名　市民が自ら参加した生涯学習の講座での満足度
目標値　１００％　　※アンケートで、１００％はあり得るのか。
現状値　　９４％　　※現状値では、達成状況として認められないのか。

　市民学習活性化事業「まなベル」の参加者アンケートで，「満足」，「概
ね満足」と答えた現状値は９４％ですが，市民の生涯学習に対するニーズは
多様化しています。アンケートの意見の中には，学習テーマや学習内容への
御意見もあります。一人ひとりの学びを深め，知る喜びを広げるために，市
民のニーズに応え学習内容を工夫することで満足度を上げることは可能であ
ると考えており，目標値については最高の１００％としています。

生涯学習課

8 山﨑委員 42

目標とする年度までに、目標値を達成するのが不可能ではないかと思える単
位施策や、現状値からみて目標年度までに改善の余地がほとんど見込めない
と思える単位施策が見受けられる。

単位施策－34　地域資源を活かした学習環境の充実
指標名　地域や家庭と連携した居場所づくり等の教室・講座での保護者の満
足度
目標値　１００％　　※アンケートで、１００％はあり得るのか。
現状値　　９９％　　※目標に近づけることのできる施策、事業があるの
か。

　地域の理解と協力を得ながら，放課後等の子どもたちの安全で安心な居場
所づくりや家庭教育に資する事業を進める中，放課後子ども教室の保護者や
子育て中の親から事業に対するアンケートを実施しています。「満足」，
「概ね満足」と回答した現状値が９９％という高い評価であるものの，子ど
もの安全で安心な居場所づくり事業や訪問型ワークショップによる家庭教育
事業への個々の意見の中には，満足はしているものの具体的な内容で改善を
求める声もあり，そのような意見を踏まえて学習環境を充実することによ
り，目標値を１００％としています。

生涯学習課

9 山﨑委員 50

目標とする年度までに、目標値を達成するのが不可能ではないかと思える単
位施策や、現状値からみて目標年度までに改善の余地がほとんど見込めない
と思える単位施策が見受けられる。

単位施策－39  医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発
指標名　一次・二次救急医療機関の受入れ患者数の現状値に対する増減率
目標値　±０％
現状値　２２，３３３人　※現状を変えずに、施策の目標は達成できるの
か。

　現在の本市の救急医療体制は，１次，２次の各医療機関が365日，患者の
状態に応じた体制を整備しており，夜間の小児救急を除き，約90%の受入れ
が出来ておりますが，緊急性のない方の夜間，休日の一般診療時間外での救
急外来の受診が課題となっております。現在の受入れ患者水準を維持するこ
とが，必要なときに安心して医療機関を受診できる救急医療体制づくりに繋
がるものと考え，普及啓発活動の充実に取り組みます。

健康づくり課

10 山﨑委員 64

目標とする年度までに、目標値を達成するのが不可能ではないかと思える単
位施策や、現状値からみて目標年度までに改善の余地がほとんど見込めない
と思える単位施策が見受けられる。

単位施策－49　生活環境の保全と適切な公害防止対策
指標名　環境基準等の適合率
目標値　１００％
※法令等による基準があるものは、１００％適合させるのが当たり前であっ
て、未達成のものは認められないのではないか。

　騒音等の環境基準については，一般環境が同基準に適合していることが望
ましいとされるレベルとしているため，100％適合が当たり前とも言いがた
いところがあります。

環境政策課

No.
意見概要

回　答 担当課

1



委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

11 山﨑委員 68

目標とする年度までに、目標値を達成するのが不可能ではないかと思える単
位施策や、現状値からみて目標年度までに改善の余地がほとんど見込めない
と思える単位施策が見受けられる。

単位施策－52　指導の維持管理
指標名　舗装の陥没等に起因する事故件数
目標値　０件
※担当課として、目標値を０件にしたいとの思いはわかるが、指標として０
件は可能な数値か。

　被害者のことを考慮し，市としては事故が起きないことを目標にしていま
す。

道路保全課・
土木総務課

12 山﨑委員 ー

前期基本計画の最終年度の数値だけが成果指標の目標値として表されている
が、基本構想の最終年度の数値も併記できないか。

【例】単位施策－３
構想期間での最終目標値が分からないと、前期でどこまで達するのかが分か
らない。
このような表記になっていれば、後期も引き続き、施策が進められることが
分かる。
＜目標値＞
（2019年度） 8,840件
（2023年度）●●●●件
【例】単位施策－４
前期の最終年度で１００％に達する目標だから、この指標に置ける事業は、
前期で終了、後期には継続しないと理解できる。
＜目標値＞
（2019年度） 100％

　今回の総合計画では，基本構想の8年間の期間の内，前期・後期の4年間ず
つ，2期に分けて基本計画を策定します。
　したがいまして，まずは，前期基本計画において，将来都市像等の実現に
向けて，今後4年間の中で達成すべき目標を成果指標として掲げています。
　その後，後期基本計画を策定する際には，前期基本計画における行政の活
動結果をはじめ，市民の活動や社会経済情勢等の変化を踏まえまして，「現
状認識」や「将来展望を踏まえた課題」等の整理を再度行い，それらに基づ
き行政が取組むべき方向性である「行政の使命（ミッション）」の見直しを
行ってまいります。
　このようにミッション等を見直すことも想定しており，それに連動して施
策や単位施策の内容が変わり，成果指標そのものを変えるケースも想定して
います。
　このようなことから，前期基本計画においては，総合計画の終期である
2023年度の目標値は設定しておりません。
　なお，総合計画の計画期間全体の達成度を図る成果指標としては，基本構
想の「めざすべき都市の状態」ごとに設定しており，前期・後期の基本計画
における成果と比較検証し，総合計画全体の達成度を把握しながら，進行管
理を行っていくことを考えています。

企画課

13 山﨑委員 ー

【「推進」と「促進」の言葉の使い分けについて】
「推進」　・力を加えて前に推し進めること
　　　　　・物事をはかどらせ、前進させること
「促進」　・人々をうながして物事を早く進めること

例えば、市が、国や県に国道等の道路の整備を促進してほしいと陳情、要請
する施策、事業はあると思うが、その結果で道路整備事業が進んだとしても
事業者は国や県であり、市が事業を行ったわけではないので、成果にはなら
ない。つまり、成果指標には不適ということになる。

【例】単位施策－６　市民の防災力の向上
概要：市民や企業に対して、　～　啓発を行うとともに、地域の災害特性に
応じた　～　　　地区防災計画の策定を推進します。
地域防災の中核となる消防団と自主防災組織との連携を促進します。
【例】単位施策－47　エネルギー資源の有効利用の促進
目的：環境教育の推進や、新エネルギー等の導入及び普及促進を図ること
で、～
概要：新エネルギー等の普及促進に取り組むとともに、省エネルギー化を促
進します。新エネルギー等の導入促進のための　～　効率的なエネルギー消
費の推進を図ります。

　本計画中の「推進」，「進める」，「促進」の表記に関しては，次のよう
な考え方に基づき整理しております。
○「推進」…行政が自ら取り組む事業等について自ら推し進める場合。
○「進める」…同じ目的に向けて，市民や団体等と行政が協働して進める取
組について，その推進を図る場合。
○「促進」…市民や他の団体等が主体である活動が推進・活性化されるよう
促す場合

　単位施策の成果指標は，「行政の活動によってどのようなアウトカム指標
に変化があれば，それぞれの単位施策がめざす目的の達成度が測れるか」と
いう視点で設定しています。
　「６の御意見」での回答のとおり，基本的には，成果指標は，あくまでも
市が取組を行った結果として成果につながる指標としています。
　例に挙げていただきました単位施策については，それぞれ単位施策の目的
達成に向けて，市民や企業などの主体に対して，市が積極的に働きかけて実
現を図っていくものでございます。

企画課

14 山﨑委員 ー

【施策・単位施策の整理】
施策または単位施策で、内容が似かよっていたり、関連が深いと思われたり
するものが、それぞれ施策等として挙がっている。また、構成する単位施策
が一つしかない施策があったり、逆に、事務事業であると思われるものが単
位施策として数多く挙げられたりしているものが見受けられる。

　施策，単位施策で内容が類似，あるいは関係性が深いと感じられるものが
あるとの御意見ですが，施策及び単位施策の体系につきましては，基本構想
に掲げました「めざすべき都市の状態」の達成に向けて整理，分類し，位置
づけています。このため，それぞれに上位の体系へ寄与する内容が異なるな
ど，目的や取組の趣旨が異なっています。

　また，基本計画における施策，単位施策の設定に当たりましては，基本構
想における「めざすべき都市の状態」の実現に向けて，行政の役割をゼロ
ベースで検討し設定してまいりましたが，それぞれの分野で「めざすべき都
市の状態」の実現に寄与する行政の役割・貢献の範囲の大きさが異なるた
め，影響している部分もございます。
　なお，施策を構成する単位施策が一つしかないもの，あるいは単位施策が
事務事業の規模感に思われるようなものについては，現在想定している行政
の活動範囲などを確認し，それぞれの階層として相応しい内容となっている
かどうか，その関係性を再度，精査いたします。

企画課

15 山﨑委員

3
～
４

122
～
123

【施策・単位施策の整理】
施策または単位施策で、内容が似かよっていたり、関連が深いと思われたり
するものが、それぞれ施策等として挙がっている。また、構成する単位施策
が一つしかない施策があったり、逆に、事務事業であると思われるものが単
位施策として数多く挙げられたりしているものが見受けられる。
　
①施策－２　市民の情報収集力及び行政の情報提供力の向上
　単位施策－３　災害・事件・事故などにおける市民の情報収集力の充実
　単位施策－４　災害・事件・事故などにおける情報提供力の向上
　担当課：防災危機管理課
②施策－38　行政経営力の更なる強化
　単位施策－97　情報化の推進による市民サービスの向上及び行政事務の効
率化
　単位施策－98　市民との積極的な情報共有
　担当課：情報政策課
上記①②について，情報媒体やシステムの整備は、市制全般にわたるものと
して情報政策課が所管し、平常時または災害時等における運用を役割分担し
ておけばいいのではないか。

　今回の総合計画作成の基本が，目的一手段の体系化，それに合わせた予
算，組織編制の三位一体化であることから，①は，「めざすべき都市の状態
１『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』」という
想定に基づく政策であり，当該政策目的に合わせて危機管理部を設置してお
り，施策・単位施策においては，平常時の備え等も含めて同部内の範疇とな
ります。
　また，②は，「めざすべき都市の状態25『行政が，経営資源を効率的，効
果的に配分し，成果重視の行政運営を行っていること』」という他の政策を
行う上で，行政の態度・方針・手段・方法等を示す政策であるため，施策・
単位施策は，当該政策の目的一手段の体系で示す形となります。したがっ
て，②は，平常時・災害時の区別を前提としている箇所ではありませんの
で，基本計画は全体的に本案のような編成となります。

防災危機管理
課・市政情報
課・秘書広報
課

16 山﨑委員
35
～
39

【施策・単位施策の整理】
施策または単位施策で、内容が似かよっていたり、関連が深いと思われたり
するものが、それぞれ施策等として挙がっている。また、構成する単位施策
が一つしかない施策があったり、逆に、事務事業であると思われるものが単
位施策として数多く挙げられたりしているものが見受けられる。

施策－12　社会を生き抜く子どもの育成
単位施策－27　グローバルな視点で主体的に学び、社会に発信する子どもの
育成
単位施策－28　基礎・基本を身に付け、自ら表現する子どもの育成
単位施策－29　豊かな感性を持ち、自律した子どもの育成
単位施策－31　命を尊重し、人の多様性を認め合える子どもの育成
※成果指標を「全国学力・学習状況調査」での認識度においているが、この
調査項目の一つ一つを単位施策にしているだけではないか。

　単位施策２７は今日的な社会情勢を反映した新たな教育課題に対応するた
めのものです。また，単位施策２８，２９，３０は学習指導要領の知（確か
な学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）の各教育内容に対応した施策
であり，単位施策３１は人権に係わる教育内容に対する施策となっていま
す。

　子どもたちの力は多面的に評価する必要がありますが，成果指標は施策の
成果を端的に表すものとして，客観的評価が可能な全国学力・学習状況調査
の項目の中の１つを取り上げています。

教育指導課・
教育支援課・
学校教育課

2



委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

17 山﨑委員

24

42

114

115

【施策・単位施策の整理】
施策または単位施策で、内容が似かよっていたり、関連が深いと思われたり
するものが、それぞれ施策等として挙がっている。また、構成する単位施策
が一つしかない施策があったり、逆に、事務事業であると思われるものが単
位施策として数多く挙げられたりしているものが見受けられる。

①施策－８　自ら学び、広げる文化及び生涯学習活動の推進
　単位施策－18　学び，活かす生涯学習の推進
　担当課　文化振興課
②施策－13　教育環境の充実
　単位施策－34　地域資源を活かした学習環境の充実
　担当課　文化振興課
③施策－36　住民主体の地域づくりの推進
　単位施策－90　地域づくり支援の推進
　担当課　地域協働課
　単位施策－91　公民館事業の充実と適切な管理運営
　担当課：地域協働課

　施策・単位施策は，基本構想の将来都市像を支えるまちづくりの柱，自治
体経営の柱を元に，その中のめざすべき都市の状態の項目を踏まえて設定し
ています。
　目指すべき都市の状態のうち，①は「人と文化を育み，心豊かに過ごして
いること」，②は「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」になります。

　①の施策は，市民全体を対象に進める生涯学習活動（市民アカデミーや市
民に向けての学習情報の提供，成人式）を通じて，自ら学び成果やつながり
を地域に広げることを目的としています。②は，地域の協力を得ながら，児
童の放課後等の居場所づくり，家庭教育の支援及び社会教育関係団体の支援
により，地域の学習環境の充実を目指しています。そのようなことから，①
と②の目指す方向が，異なる施策となっています。

　基本構想の目指すべき都市の状態のうち，③は「市民が主役のまちづくり
が行われていること」に位置付けられています。
　③は，地域住民が主体性を持って地域づくりに取り組むことのできるよ
う，単位施策90では，地域づくり協議会の設立等や一括交付金等の活動環境
整備や支援に取り組み，地域における協働の仕組みをつくるとともに，単位
施策91では，公民館を地域づくりの活動拠点と位置づけ，地域づくりにかか
る学習機会の提供及び学習成果の還元を図ることにより，適正な公民館の管
理運営と合わせて，住民主体の地域づくりを推進することとしております。

　このようなことから，基本構想の目指すべき都市の状態を達成するために
それぞれ施策，単位施策を設けており，事業を実施するフィールドが，重な
る部分もありますが，事業を実施し達成する目的がそれぞれ異なります。

生涯学習課，
地域課

18 山﨑委員
32

33

施策－11　子どもの保育環境と幼児教育環境の整備
※組織を一本化しているのに、「保育」「幼児教育」とまだ分けなければな
らないのか。市民からは、「子どもを取り巻く環境の整備」でいいのではな
いか。

　「子どもを取り巻く環境の整備」では，その示す範囲が広義となります。
また，「保育」「幼児教育」は，その目的や役割も異なることから，原文の
ままの表現といたしたい。

児童保育課

19 山﨑委員 3

単位施策－２　危機管理の充実
概要　・「危機事案」にかかる個別対応　～　迅速な活動体制を構築できる
よう、　～
　　　・職員メールによる　～　職員の迅速な参集・活動体制の構築　～
「体制」は，「態勢」ではないか。

　「体制」と「態勢」の表記については，行政組織としての構築となるた
め，「体制」の表記が適切と考えます。
・「体制」・・・統一的，持続的，恒久的な組織や制度
・「態勢」・・・一時的な対応，身構え

防災危機管理
課

20 山﨑委員 1
「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」に関する言葉の説明が必要で
はないか。

　欄外に注釈を加えます。
　「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」とは，SNSと呼称され，イ
ンターネット上で参加するユーザーが互いに自分の趣味，好み，友人，社会
生活などのことを公開しあったりしながら，幅広いコミュニケーションを取
り合うことを目的としたコミュニティ型のWebサイトのことで，代表的な
SNS媒体には，Facebook，LINE，Twitterなどがあげられます。

防災危機管理
課

21 山﨑委員 3
注釈の危機事案の説明の中に，職員のトラブル（情報の漏洩、収賄…）は入
らないのか。

　鈴鹿市危機管理指針では，「危機」とは，市民の生命，身体及び財産に，
重大な被害が生じるおそれがあるため，又は生じるに至ったことにより，市
が緊急に対応すべき事案と定義し，①「自然災害等」②「武力攻撃事態等及
び緊急対処事態」及び③「危機事案（①②以外の危機）」の三つに分類して
います。
　御意見のあった，「情報の漏洩」等，職員のトラブルにより発生する危機
については，「危機事案」に該当するものと考えています。

防災危機管理
課

22 山﨑委員 5
情報伝達手段として，想定している具体的な手段は何か。また，カバー率と
は，放送できる範囲か、または，聞き取りができる範囲か。

　情報伝達手段としては，「モ－タ－サイレン(人々に注意を促すために大き
な音響を発する装置)」を想定しています。
　また，カバー率は情報伝達手段（モーターサイレン）の性能により，放送
が届くとされる範囲の割合を表しています。

防災危機管理
課

23 山﨑委員 10

指標名「建物火災の通報から放水までの所要時間」について，市及び消防本
部で対応できる時間短縮の事業としては、分署の増設、人員・設備（車両）
の強化、市道の整備などが考えられるが、限りない対応はできない。何を、
どの程度行えば、目標値が実現できるのか。４年間で、達成可能な目標値
か。

　火災通報から放水までの目標値８分は，国が示す「消防力の整備指針」に
おいて，延焼可能性が高まるとされる出動から放水開始までの時間６．５分
に，１１９番通報から出動までの現在の事務事業の目標値１．５分を加えて
算出しました。国の整備指針は高い目標でありますが，火災時の延焼防止は
消防本部の大きな使命ですので，極力これに近づけるようあらゆる角度から
取組みを進めていきます。具体的には，本年１２月に運用開始した新指令シ
ステムの効果的な活用により出動時間の短縮を図ること。また，ＧＰＳ機能
を活用した直近車両による消火隊の編成や到着まで時間がかかる地域に対し
て署所配置を検討することにより到着時間の短縮を図ること。さらには，署
員の地理や水利の習熟，高機能な資機材や車両の導入と訓練による技術向上
などで放水開始までの時間の短縮に取り組みます。ご指摘のように4年間では
達成が厳しいかも知れませんが，この目標値を常に念頭に組織一丸となって
時間短縮に取り組む姿勢でおります。

消防課，消防
総務課，中央
消防署，南消
防署，情報指
令課

24 山﨑委員
15

69

施策－５　交通安全対策の推進
単位施策－12　交通安全施設の整備推進
概要で、道路反射鏡、グリーン帯の整備、維持管理は記述されているが、道
路（車道・歩道・交差点等）の整備、改良は挙げられていない。
「めざすべき都市の状態１６」
施策－23　移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策－53　生活道路の整備推進の中でも、生活道路の整備とあるだけ
で、歩道等には触れていない。

第４章自然と共生し快適な生活環境をつくるまち　すずか
「めざすべき都市の状態１６」
施策－23　移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上
単位施策－53　生活道路の整備推進
の章、施策の中で交通安全をうたうより、
第１章大切な命と暮らしを守るまち　すずか
「めざすべき都市の状態３」
施策－５　交通安全対策の推進
単位施策－12　交通安全施設の整備推進
の中で、単位施策の内容を、安全施設だけに限定せず、道路（車道、歩道、
交差点等）改良事業の実施についても記述したほうが適切ではないか。（担
当課も追加）

単位施策-53　「生活道路の整備推進」の中で，「歩道整備等」を行いま
す。

道路整備課
道路保全課

25 山﨑委員 15

指標名「市内の交通事故総件数」　→　行政で全ての事故を抑止できるもの
ではない。目的が「交通安全施設を整備して、安全な交通環境を提供する」
であるのなら、市が行った「交通安全施設を整備したことによる事故の減少
件数又は比率（対前年度）」としたらどうか。政策・施策として考えるの
と、評価の指標にするのとは、区分すべき。

　市が行った「交通安全施設を整備したことによる事故の減少件数又は比率
（対前年度）」の状況はデーターを持ち合わせていません。
　鈴鹿警察署のデーターを利用して，交通安全施設対策全般の指標としてい
ます。

道路保全課

3



委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

26 山﨑委員 17
単位施策－13　防犯に関する啓発
「啓発」としているが他の表現と同じように「啓発の推進」なり、「啓発の
充実」としてはいかがか。

　ご意見のとおり「啓発の推進」に表現を変更させていただきます。 地域課

27 山﨑委員 24

単位施策ー18　学び，活かす生涯学習の推進
概要「社会参加への第一歩　～　企画運営により実施します」とあるが、
「成人式は」一つの事務事業ではないか。他の単位施策では、事務事業は取
り上げていないのではないか。

　「学び，活かす生涯学習の推進」の概要については，三つの項目について
説明しています。概要説明において，想定する事業を視点に入れながら説明
する中，社会参加への第一歩として，実行委員会形式による企画運営につい
ては，「成人式」という言葉を取り上げたほうが説明しやすいと考えていま
す。

生涯学習課

28 山﨑委員 26

単位施策－20　文化財の発掘・調査及び保存
指標名は「市指定の文化財数」で、目標値を４８件と置いているが、目標値
を定めて事業を進める施策か。周知の埋蔵文化財の数が把握されているとす
れば、発掘調査率を指標にして、計画的な施策の推進と評価ができるのでは
ないか。

　埋蔵文化財を含め，様々な文化財を確実に保存していくためには，法令に
基づく文化財の指定制度を積極的に活用する必要があります。当該施策を推
進する上での文化財の発掘・調査・価値判断等については，鈴鹿市文化財調
査会の指導助言を仰ぎながら，事務事業を推進していく必要があります。そ
の成果として表れるものが指定件数であることから目標値に定めることと判
断しました。なお，市指定文化財が県・国指定文化財となる場合は，市指定
が解除されることから，成果指標は国・県の指定文化財を含めた件数と改め
ます。
　なお，埋蔵文化財包蔵地は，埋蔵文化財として現状のまま保存していくの
が望ましい姿であり，発掘調査は，開発等によりやむをえず現状保存できな
い場合実施するもので，記録として残すこととなります。発掘調査率を指標
とするのは適正な埋蔵文化財の保護の観点から適当ではないと考えます。

文化課

29 山﨑委員 29
施策－10　安心して結婚・出産・～　→　安心して、結婚・出産・～
単位施策－22　産み育てやすい～　→　産み、育てやすい～
上記のとおり，読点を打ってはどうか。

　一連の文脈の中で御指摘の読点は，原文のままの表現とさせていただきま
す。

児童保育課

30 山﨑委員 31

単位施策ー24　ライフステージに応じた適切な支援の実施
（目的）
「予防と早期発見・早期対応の観点から　～　」
何の、何に対する予防、早期発見を言っているのか。子どもの発育不全なの
か、問題行動なのか、それとも保護者、親の精神的負担なのか。
（指標名）「相談支援対応職種数」
1２職種を置いたことで目的が達成できるわけではない。全く成果指標とはい
えない。

①（目的）の部分について
　予防と早期発見・早期対応については，概要において説明していることか
ら，（目的）の「予防と早期発見・早期対応の観点から，」の部分を削除す
る方向で検討していきます。
②（指標名）「相談支援対応職種数」の部分について
　相談支援対応職種を増やすことでライフステージに応じた様々なニーズに
適切かつ柔軟に対応し，また，専門性の高い相談にも対応することができ，
子どもと子育て世代の不安解消につながるととらえ，相談支援対応職種数を
成果指標として定めました。しかし，この指標が適切かどうかについて改め
て検討いたします。

子ども家庭支
援課

31 山﨑委員
35

36

単位施策－27は、日本人の児童、生徒を対象とし、単位施策－28は、外国
人の児童生徒を対象としているように思えるが、分ける必要性があるのか。

　いずれの単位施策も，本市で教育を受ける子ども全てを対象として設定し
ています。特に，日本語の力が十分ではない外国人児童生徒に対しては，日
本語教育を受ける必要があることから，単位施策２８において取り組んでい
きます。

教育指導課，
教育支援課

32 山﨑委員 36

単位施策－28　基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの育成
指標名「全国学力・学習状況調査における国語又は算数（数学）のどちらか
の結果で、
とあるが、どちらかを選択できるのでは指標にならない。都合の良い結果を
選択する。

　全ての学校において，国語と算数（数学）の両方が全国平均を上回ること
を目指して取り組んでいきますが，現状値を踏まえた当面の目標として，２
教科のうち少なくとも１教科が全国平均値を上回る学校の割合を，成果指標
として設定しています。

教育指導課，
教育支援課

33 山﨑委員
40

41

単位施策ー32，33の成果指標の各指標名「学校の教育活動への参加に（概
ね）満足している　～　」と「学校施設の整備に（概ね）満足している　～
」とあるが、アンケートの選択肢には「概ね」という表現を使うかもしれな
いが、評価の指標には使用しないのではないか。

　アンケートの選択肢の中で，「満足」・「概ね満足」と肯定的に回答した
保護者・地域住民の割合を指標としていることからこのように表現していま
すが，御指摘のとおり指標名には適さないことから，（概ね）の記載は削除
いたします。

教育支援課，
教育指導課，
教育総務課，
学校教育課

34 山﨑委員 45

単位施策ー36　地域包括ケアシステムの推進
（目的）
「高齢者になっても　～　安心して生活することができるよう　～を整備す
るとともに、　～　仕組みを構築します」ではなく、「　～を整備するとと
もに、　～　仕組みを構築し、高齢者になっても　～　地域で安心して生活
ができるようにします」ではないのか。

　「介護保険法」第５条第３項，及び「地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律」第２条（定義）において，地域包括ケアシステ
ムに係る規定がなされており，その条文にあわせて記載しているため，原案
どおりといたしたい。

長寿社会課

35 山﨑委員
51

52

単位施策－40　「福祉医療費助成による適切な医療の提供」を「福祉医療費
の適切な助成」にしてはどうか。
（指標設定理由）
助成対象者の増加は、経済的な負担のために受診が抑制されないような状況
がつくられている、とあり、子育て支援のための制度の拡充を除いたものと
思えるが、経済情勢により対象者が増加すると見込みか。単位施策－41で、
国保財政の健全化を挙げていることとの調整はどのように考えているのか。
（国保事業では医療費適正化を挙げているが、その一方で助成金の枠の拡大
を考えている。）

　福祉医療費助成は，市民が医療機関で負担する自己負担分を助成すること
により，経済的負担から解消され，必要なときに適切な医療を受けている状
態にすることを目的としていますので「福祉医療費助成による適切な医療の
提供」としています。
　助成対象者数は，これまでの実績から一人親家庭等及び障がい者が若干増
加すると見込んでおり，経済情勢による増加は見込んでおりません。助成の
拡充については，子育て支援の観点から行うものですが，これに伴う国保へ
の影響については今後検証を行い，国保財政の健全化に向けて支出の抑制，
収入の確保について総合的に判断することとします。

保険年金課

36 山﨑委員 52

単位施策ー41　国民健康保険等の安定的な運営
成果指標の目標値
国民健康保険事業の支出に対する収入の割合を１００％としているが、収入
には一般財源からの拠出金を今後は見込まないことを前提としたものか。

　収入には，一般財源からの繰入金のうちいわゆる「赤字繰入金」は含めな
いものとしています。

保険年金課

37 山﨑委員 54
単位施策－42　健康づくりの推進
担当課が「健康づくり課」だけとなっているが、健康づくりには運動、ス
ポーツが欠かせないのではないか。横串での施策の検討を。

　健康寿命を延ばすためには，運動や食生活を通した健康づくりが必要とな
るため，多様な機会を通じて市民の健康増進事業に取り組んでおります。ま
た，本市の健康づくり計画の進捗・評価を行う，鈴鹿市健康づくり推進協議
会の構成団体として，スポーツの推進に関係する団体や担当する部署が参画
しており，スポーツを通した市民の健康づくりに取り組んでいます。

健康づくり
課，スポーツ
課

38 山﨑委員 73
単位施策－56　公園・緑地の整備
単位施策名を「公園・緑地の整備と維持管理」にしてはどうか。

　御意見のとおり，「公園・緑地の整備と維持管理」とします。 市街地整備課

39 山﨑委員 59

単位施策－46　廃棄物の減量化推進と効率的な廃棄物の処理
単位施策名を「廃棄物の減量化の推進と効率的な処理」にしてはどうか。

※「効率的な廃棄物」　→　「廃棄物の効率的な」　→　廃棄物の減量化の
推進と効率的な処理

　単位施策名を「廃棄物の減量化の推進と効率的な処理」に変更いたしま
す。

廃棄物対策
課，開発整備
課，清掃セン
ター，クリー
ンセンター

40 山﨑委員 60

単位施策ー47　エネルギー資源の有効利用の促進
指標名　太陽光発電設備（１０ＫＷ未満）の導入件数
第３期行財政経営計画の単位施策－26で「新エネルギーの導入促進」として
家庭用新エネルギー普及支援事業を行っていたが、平成２５年度で事業を終
了し、廃止したのではないか。

　家庭用新エネルギー普及支援事業については，環境に対する意識も高まり
つつあると判断し，補助事業として一定の役割を果たしたものとして終了し
ましたが，地球温暖化防止啓発事業等において新エネルギーの普及促進につ
いての啓発を行っております。

環境政策課
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委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

41 山﨑委員 65
「めざすべき都市の状態１６」の現状認識について　「市内おいては、慢性
的な渋滞が発生し、」とある。市全般的な状況と受け止めてしまうが、一部
の区域、特定の路線で起きているのではないか。

　慢性的な渋滞は，これからの道路の整備状況により，発生状況が流動的で
あるため，「市内においては」と表現しています。

土木総務課

42 山﨑委員 66
施策－22　整備優先度の高い道路の整備
表現がしっくりしない。「優先順位に基づいた道路の整備」「プライオリ
ティに基づく道路整備」でどうか。

　国・県・市など，それぞれの道路を評価し優先度を決め，優先度の高い順
に整備や働きかけを行っているため，現在の表現としています。

土木総務課
道路整備課

43 山﨑委員 67
単位施策－51　国・県等の道理事業促進
単位施策名を「国・県等が管理する道路の事業促進」にしてはどうか。

　将来整備される国道や県道などの事業推進であるため，管理するという意
味合いだけでなく，整備するという意味合いも含んでいるので,現在の表現と
しています。

土木総務課
土木用地課

44 山﨑委員
67

68

P67と68の目標値がいずれも「０件」である。施策を考える者としての希望
的数値であると思うが、市行政の対応で渋滞、事故が完全に抑制できるもの
ではない。施策の達成状況を評価する指標としては、不適切。

　６７ページの渋滞件数については，事業主体の推計によるものです。
　６８ページの事故件数については，被害者のことを考慮し，市としては事
故が起きないことを目標にしています。

土木総務課
道路保全課

45 山﨑委員 69
指標名に対する目標値「３０秒」、現状値「１分１２秒」は、何を意味して
いるのか。単位施策－８：消防体制の強化の指標名と目標値をどのように関
連付けるのか。

　2019年度までの生活道路整備路線の中で，狭隘箇所の拡幅と行き止まり
箇所の解消が必要な整備箇所として，野町保育園前交差点から野町団地集会
所まで（600ｍ）を選択し，一般車両で実測したところ，1分12秒でした。
道路の整備後，緊急車両経路310ｍを，現行通過速度で走行するとして算出
し，30秒を目標値としています。
　単位施策-8 消防体制の強化の指標名と目標値との関連については，概要欄
「現場到着時間の短縮を図り」における，様々な要因の中の一部を担ってい
るものと考えます。

道路整備課

46 山﨑委員 70

単位施策－54：公共交通の利便性向上　→　公共交通機関の利便性の向上
※ここでいう「公共交通機関」とは、何を指しているか。近鉄名古屋本線・
鈴鹿線、ＪＲ関西線、伊勢鉄道、三重交通、Ｃ－ＢＵＳ、タクシー…
鈴鹿市という都市の特性、広大な市域、集落が点在、字項に偏り、交通機関
も偏在、免許・自動車の保有数、郊外型商業施設、…。
このような状況の中で、どの機関の利便性を向上、充実させようとしている
のか、行政としての施策はどんなものか。 高齢者の増加と免許返還者との関
連など、利用者の見込みの推計は。

　近鉄名古屋本線・鈴鹿線，ＪＲ関西線，伊勢鉄道，三重交通，Ｃ－ＢＵ
Ｓ，タクシーが本市の公共交通であり，それらの各事業者と行政とが連携し
て，総合時刻表の作成・配布等により，公共交通の利用促進を図っていま
す。
　今後，増加する高齢者や免許返還者が利用しやすいよう，駅周辺施設のバ
リアフリー化やノンステップバスの導入を進めており，公共交通の利便性向
上により，その利用促進を図っていきます。
　さらに，高齢化率の上昇が進んでおりますことから，関係部署と連携した
高齢者の移動手段の調査研究を進めていきます。

商業観光課

47 山﨑委員 72
施策－24：都市施設（河川、公園・緑地、水道施設、下水道施設等）の効率
的な整備及び維持管理の推進　→　タイトルに、下線部分までの表記が必要
か。他の施策にはない。

　ご指摘を踏まえ，施策のタイトルから（河川，公園・緑地，水道施設，下
水道施設等）を削除し，【施策の概要】を「都市施設（河川，公園・緑地，
水道施設，下水道施設等）について・・・推進します。」に変更します。

都市計画課

48 山﨑委員 73
指標名　なぜ、特定の２公園に絞ったのか。現状値が８９％と高い２施設を
選定しただけで、他の公園の予約率が一桁であったとするといかがなもの
か。

　公園の利用度を測りたいことから，本市の主要公園の予約率を指標とする
考えのもと，東西の主要公園として，市の南西に位置する深谷公園の多目的
広場と，市の北東に位置する箕田公園の多目的運動広場の使用予約率を指標
としたものです。この予約制は土日祝日のため現状での予約率は高く，これ
を維持することを目標としました。
　また，予約制が一部の限られた公園のため，その中で上記のように２施設
を選定しました。

市街地整備課

49 山﨑委員 74

単位施策－57：居住の安定の推進　→　健康で文化的な生活のための住宅の
整備
目的、住宅の確保に困る低額所得者に市営住宅を適切に提供できるよう、維
持・管理の適正化を図ります。
指標名「市営住宅の稼働率」、「目標値９６．０％」「現状値９３．９％」
とあるが、稼働率を１００％は、修繕、入居までの時間差等があることを考
えると不可能な数値ではないか。現状値と目標値の差、２．１％は、退去か
ら入居までの時間差による空家の比率ではないのか。

　単位施策名について，衣食住が足りていることが，健康で文化的な生活を
送るためには必要で，住宅政策課の指標として，居住の安定を図ること，推
進すること「住」を強調したいと考えております。また，居住の安定という
表記のほうが，上位に当たる表現であると考えております。
　「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」には，
低額所得者のほかに被災者，高齢者，子どもを育成する家庭などを住宅確保
要配慮者と位置づけています。当初は，目的にある住宅の確保に配慮が必要
な市民を，同法どおり住宅確保要配慮者と記載していましたが，より分かり
やすい表現に言い換えました。また，鈴鹿市では，同法に規定する者に外国
籍の方を加えた方々を支援したいとの思いから，住宅の確保に配慮が必要な
市民と表記しています。

　ご指摘のとおり稼働率１００％は，不可能な数値です。
　退去から入居までを平均７ヶ月と見込んでいます。詳細は，退去の届出→
退去検査（修繕費の算出→室内の修繕）→入居者募集→応募受付・抽選会→
入居資格審査→入居決定→転居準備・市営住宅入居となります。
　以上のことから，目標値の９６．０％は理論上の１００％となります。
　従って，目標値と現状値の差，２．１％は，退去から入居までの時間差に
よる空家の比率ではございません。
　また，現状値の９３．９％は，人気のない団地において入居者を募集して
も応募者がいなかったので，空き部屋となっている部屋があるためです。
　最近の市営住宅の応募倍率は，１．５倍に届かない数値で推移しているた
め，何度募集しても応募のない団地があります。
　その様な団地においては，単身入居を認めるなど条例の範囲内で入居条件
を緩和して，募集戸数の契約率１００％を目指し，稼働率２．１％アップを
図ります。

住宅課

50 山﨑委員 77
指標名の汚水処理人口普及率の目標値が93.5％となっているが、鈴鹿市の汚
水処理人口の計画人口は何人としているのか。

　汚水処理人口の計画人口は，２０１９年 行政（推計）人口２００,３２３人
です。
　この内，汚水処理人口は，公共下水道１２３,４６９人，農業集落排水１８,
５３３人，浄化槽４５,３０１人の合計１８７,３０３人と推計しており，汚水
処理人口普及率の目標値は９３.５％としております。

下水総務課

51 山﨑委員 78

施策－25：「効果的な規制・誘導等による快適でやすらぎのあるまちづくり
の促進」とあるが、タイトルに下線部の修飾語が必要か。
概要欄に「・住居表示に関する法律に基づく、住居表示を行います。」とあ
るが、この単位施策を構成する事業となるのか。担当課は？

　効果的な規制・誘導等によるを記述することにより，この施策において実
行すべき手段を明確にしています。削除した場合，施策より上位の概念を示
した表現のように思われます。
　住居表示に関しては，平成28年4月の機構改革で，都市整備部市街地整備
課で担当し，事務を引継ぎます。また，住居表示もまちづくりの取組みのひ
とつとの観点から，当該施策に含んだものです。

都市計画課
市街地整備課

52 山﨑委員 79
指標名は市街化区域内の宅地化率であるが、秩序ある土地利用と宅地化率は
連動するものか。用途違反の建築物の敷地であっても宅地になるが、秩序あ
る土地利用とはいえない。

　市街化区域においては，秩序ある土地利用を促進するために地域地区（用
途地域，準防火地域等）が都市計画決定がされています。これに基づき宅地
化が進むことで秩序ある土地利用が実現できるものと考えています。なお，
用途違反の建築物については，別途適正に対応する必要があるものと認識し
ております。

都市計画課

53 山﨑委員 81

概要欄の・共同作業所、共同倉庫の管理運営は、単位施策－63：雇用環境の
整備と就業の場の確保に当たるのか。　→　単位施策－68：中小企業の経営
基盤強化のほうが適切ではないか。
指標名、ハローワーク鈴鹿館内の就職率には、亀山市が含まれるのではない
か。就職率は、市の努力によって上下するものか。

　共同作業場・共同倉庫につきましては、作業場等の周辺地域における雇用
の安定的確保を目的に設置されているものであり、単位施策６３：雇用環境
の整備と就業の場の確保のほうが適当であると考えます。
　また，ハローワーク鈴鹿管内の就職率につきましては、ハローワーク鈴鹿
管内全体の数値ではなく，実際には鈴鹿市に限定した数値をハローワークか
ら提供を受けていますので，わかりやすく「ハローワーク鈴鹿管内のうち鈴
鹿市内の就職率」と訂正したいと思います。
　なお，この就職率は，単位施策にかかる様々な事業を実施することによ
り，雇用環境が整備され，就業者の求める雇用の場が増えることにつなが
り，その結果，就職率が上がると考えています。

産業政策課
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委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

54 山﨑委員 85
単位施策－66：次世代自動車の普及・促進　→　目的・概要にある技術開発
であるのなら単位施策－67：企業の高度化支援を構成する一つの事業とした
ほうがふさわしくないか。

　次世代自動車については，これからの成長産業として，今後本市が注力す
べき産業分野であり，本市の基幹産業である自動車産業の発展は地域経済の
活性化及び新たな雇用の創出に直結することから，大きな柱として単位施策
のひとつに設定していきたいと考えます。

産業政策課

55 山﨑委員 90
指標名　商工会議所に加盟する企業数は、市の施策ではなく、商工会議所の
施策の成果指標ではないか。

　市内の商工業者の支援として商工会議所の活動の支援を行っており，会議
所の商業者の会員が増加することにより，会議所からの指導等を受け，健全
な経営が行える商業者が増えて，市内の商業が発展すると考えます。

商業観光課

56 山﨑委員 91
指標名が「販売品の適正表示検査数に対する適正件数の割合」とあるが、検
査の結果、適正表示でないものは販売できないのでは。法の規制があるもの
の目標値は１００％であって当たり前。

　生活必需品などの販売品は，当然ながら適正な表示がされていなければい
けませんが，現実には100円ショップやホームセンター等で廉価販売されて
いる製品群について，適正な表示がされていないものや，その表示不備に気
づかないまま販売されているものがあります。家庭用品品質表示法には，著
しく消費者の利益を害する場合に販売禁止を命ずることができるとあり，適
正表示でないものが直ちに販売できないということではありません。しかし
ながら，販売されている製品に対して，立入検査を行って適正表示を指導し
ていくことで，消費者の安全安心な消費生活が実現できると考えています。

産業政策課

58 山﨑委員 117
単位施策－92：市民の視点に立って前向きにチャレンジできる職員の育成
→　タイトルに下線部分が必要か。「市民の視点に立つ職員の育成」、もう
一つだがこの程度でいいのでは。

　この内容は，本市の人材育成基本方針に定めるめざす職員像である「とも
に信じ，ともに考え，果敢にチャレンジする職員」に基づくものですので，
御理解をお願いします。

人事課

59 山﨑委員 119 施策の概要「行政経営システム」とは。言葉の説明を。

　「行政経営システム」とは，総合計画を推進するため，P（計画）⇒D（実
行）⇒C（点検）⇒A（見直し）サイクルに基づき，総合計画の進捗状況と施
策等の成果を検証するとともに，施策，事業の有効性を見極め，見直しを行
い，次年度の計画や予算編成等に反映させることで，限られた経営資源を効
果的に活用し，成果を最大限に高めることを目的として運用する行政のシス
テム（仕組み）です。
　鈴鹿市総合計画2023では，総合的な行政経営システムの構築をめざして
おり，総合計画の進行管理のための評価，市職員の人材育成及び組織力の強
化，行財政改革，予算編成などのシステムを効率的・効果的に連携させ，一
体的な運用を図ってまいります。
　なお，市民の皆様にも分かりやすいように，行政経営システムに関する注
釈を設けます。

企画課

60 山﨑委員 120

指標名、公共建築物保有量（面積）削減率　→　社会の変化や需要に合わせ
て、公共建築物の必要性を見直そうというのはいいことだが、目標値をおい
て進められるものなのかどうか。数値だけが先行し、施策の管理に四苦八苦
するだけではないか。また、建築物を挙げるのなら、公有地についても記述
しておくべきである。それよりも、行財政改革大綱（計画）なりも並行して
策定するのであろうから、大綱に示した計画の実行率や、もっと絞り込んで
大綱に挙げた削減すべき財源の確保率などはいかがか。例えば、平成２４年
の行財政改革アクションプランでは、財政改革分野の自主財源の確保におい
て、トータルで４億５，６００万円が目標額とされているが、これに対する
達成割合を指標としたらどうか。

　公共施設等総合管理計画では，「保有量の適正化」，「運営管理の適正
化」，「長寿命化の推進」の三つの視点で公共施設マネジメントを推進する
こととしています。指標設定にあたっては，「運営管理の適正化」の観点か
らコスト縮減を目標とすることも想定されましたが，目標額の算出が容易で
はないことから，コスト縮減の積極的な取り組みの結果，公共施設マネジメ
ント推進方針の大前提である総量抑制に寄与するものとして，「保有量の適
正化」の取組から人口減少による税収減少の社会環境においても，行政サー
ビスを維持するという観点から人口減少率を見据えて，公共建築物保有量
（面積）削減率を指標としています。

企画課

61 山﨑委員 122

指標名が「情報事故の件数」で、現状値「０件」、目標値「０件」とある。
事故は、基本的には起こしてはならないものであるが、１件でも発生したら
施策が進展していないとの指標とするのはいかがなものか。過年度の状況を
把握した上で、「年間の情報提供数」などが設定できるのなら、指標として
いかがか。

　行政の投資努力による成果を指標として挙げることを基本に，指標値の増
加が単位施策の進展を表す成果指標を検討しましたが，情報提供数は投資の
数であって成果ではないこと，また，いくつ件数等が増えれば市民生活や行
政事務にどれだけ変化が生じるかなどを根拠付ける客観的データがない等
で，見送りました。
　そこで，最近，情報の大量流出・漏えい事故・事件が起こり膨大な被害や
事務の大停滞を招いていることから，当該単位施策の推進には無事故が大前
提と言え，「情報事故の件数 ０件」としています。したがって，事故が発生
した場合は，当該単位施策の進展に悪影響があったことを意味することとな
ります。

市政情報課

57 山﨑委員
98
～
102

単位施策－76～80は、国・県の補助メニューに従って分類したり、所管課
の違いによって分けているだけであって、内容はどの施策もほぼ同じではな
いか。分けるとしたら、せめてハード事業とソフト事業程度にしたらどう
か。
※組織・課別の基本計画か、施策別の基本計画か。課の名前は列記。
単位施策－76：後継者、担い手の確保、育成　⇔　経営支援、農業者年金を
推進
　　　　　　　 農林漁業関連施設・設備の保全、整備　⇔　生産基盤の整備
単位施策－78：農業振興地域の整備　→　整備とは？　⇔　耕作放棄地の解
消
　　　　　　　 森林、農地、海の環境保全　→　環境保全のために行う事業
は？
　　　　　　　 林道等インフラ整備　⇔土地改良、基盤整備、水路・ため池
整備
単位施策－79：農業用施設を整備　⇔　農林漁業関連施設・設備の整備
単位施策－80：耕作放棄地の解消　⇔　新規就農・就業者の確保、農林漁業
関連組織等を充実

　ご意見を賜りましたとおり，単位施策の設定が詳細すぎるという点は否め
ないと考えております。しかしながら，農業・林業・漁業で各々単独の目的
を有するものが幅広い範囲で混在しておりますことから，現在の単位施策の
構成が最も適切ではないかと考えております。

　単位施策76の後継者、担い手の育成確保（農林水産課所管）は，農林漁業
が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなることを目的とし
て，新規就農・就業対策，認定農業者制度の運用など担い手関連施策を実施
しております。
　単位施策77の経営支援（農林水産課所管）は，経営体個々の経営の安定化
を目的として，農業・漁業近代化資金に係る施策を実施しております。
　単位施策80の農業者年金（農業委員会事務局所管）は，農業者が高齢とな
り離農した後の生活に資することを目的とした施策でございます。
　これらに関しましては,表記は似通っているもののそれぞれの目的が異なる
ことからそれぞれの単位施策を設定することが適切であると考えておりま
す。

　単位施策78の農業振興地域の整備（農林水産課所管）とは，鈴鹿市農業振
興地域整備計画に基づき，農業地域を保全し及び形成すること並びに当該地
域においての農業公共投資，農業振興施策を計画的に行うための地域的な計
画でございます。
　単位施策80の耕作放棄地の解消（農業委員会事務局所管）は，個々の農地
の管理に関する取り組みでございます。
　単位施策78の森林、農地、海の環境保全の環境保全のために行う事業は，
有害鳥獣対策，緑の森づくり事業，有機農業への取り組みにかかる事業，農
地中間管理事業，海と森林を結ぶ交流事業等がございます。（農林水産課所
管）
　単位施策78の林道等インフラ整備（農林水産課所管）は，森林の整備と保
全を目的としております。
　単位施策79の土地改良，基盤整備，水路，ため池整備（耕地課所管）は，
個々の受益がある生産基盤の整備が目的でございます。
　単位施策79の農業用施設の整備（耕地課所管）は，農業経営基盤の強化と
農地の多面的機能の確保を目的として，土地改良，基盤整備，用排水整備等
を行うもので，個々の受益がある面的，線的に広範囲な施策でございます。
　単位施策76の農林漁業関連施設・設備の整備（農林水産課所管）につい
て，
　農業では農協や農業経営体が設置する施設の充実による農村地域の維持発
展を目的として補助事業等を実施しております。
　漁業では漁協や漁業経営体が設置する施設の充実による漁村地域の維持発
展を目的として補助事業等を実施するとともに，漁港・海岸保全施設の設
置・保全・維持を行うことにより，沿岸地域の保全を計る目的をあわせもっ
ております。
　単位施策80の耕作放棄地の解消（農業委員会所管）は，個々の農地の管理
に関する取り組みであり，農業者年金制度，農地法許認可とともに農業経営
の安定化を目的とする施策でございます。
　単位施策76の担い手の育成確保は（農林水産課所管）は，農林漁業が職業
として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなることを目的として，新規
就農・就業者の確保，農林漁業関連組織の充実に取り組むものであり，農林
水産業を産業として持続的に維持・発展させるための施策でございます。

農林水産課
耕地課
農業委員会事
務局

6



委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

62 山﨑委員
126

127

単位施策－101、102は，いずれも目標値は１００％が当たり前である。た
とえ０．１％であっても、不法な処分や改善措置を行わない事例があること
を想定することはできないことから、指標とはならない。「処分等」の「処
分」とは、「等」とは、何を指すか。「第三者機関等」とは、「等」とは、
何を指すか。第三者機関　→　監査委員は、第三者機関ではないか。第三者
機関だとすると、単位施策－102は－101に含めてしまえばいいのでは。

　単位施策：101について，ここで使用しています『処分等』とは，不服申
立てや行政事件訴訟の対象となる行政処分（公権力の行使に当たる行為）及
びその不作為のほか，民事訴訟の対象となり得る法人としての契約行為や施
設管理者としての営造物の管理など，適法性や妥当性を問われる争訟となり
得る本市が行う行為全般を指しています。
また，『第三者機関等』とは，例えば情報公開審査会等の附属機関のほか，
適法性について司法の判断まで至るケースとして，裁判による判決を想定し
ています。
　ご指摘のように，法令等に基づく適正な事務を推進するのは当然のことで
すが，行政が適正であると判断して行った行為に対して不服申し立てや訴訟
提起がされる場合があり，その場合において，市が行った情報の非公開決定
処分等について情報公開審査会で認められなかったケースや市が一部敗訴し
た事案も現状としてあります。
このことから，本市が行う処分はもちろんのこと，その他の行為全般につい
て，不服申立てや訴訟があった場合においても，その適法性や妥当性が認め
られるような事務の推進をすることで，市民から信頼される行政運営に繋げ
ようとするものです。
　また，全部改正された行政不服審査法が平成28年4月1日から施行される
こととなりますが，これにより，不服申立て手続のうち異議申立て手続が廃
止され審査請求手続に一元化されます。そのため，審査請求がされた場合，
従前処分庁自身が再度の判断をしていたものが，今後は，処分庁が関与しな
い中立的な立場での審理手続の実施を経て，さらに第三者機関への諮問，答
申を経た後に，市長が最終の裁決を行う手続へ変更されることとなります。
このことから，今後，より一層適正な処分事務の執行が求められている背景
もあり，当該成果指標を設定するに至ったものです。
　なお，ご指摘のとおり監査委員も第三者機関ですが，単位施策：102につ
いては，市内部のチェック機能を担う側面からの施策であり，10１と102は
相互に補完する関係にあるものと考えています。

総務課

63 山﨑委員 128

「単位施策－103：適正な資産管理」は，指標名の目標値、現状値いずれも
１００％で当たり前であって、１００％を切った場合どのように評価し、事
業内容を改善できるのか。株投資から国債へといったことではないだろう。
資産には不動産、動産があると思うが、不動産は単位施策－95の、動産は単
位施策－100の施策にはならないか。

（会計課）
　公金の管理・運用については，鈴鹿市公金管理・運用方針，鈴鹿市公金運
用基準に基づき，公金が失われることのないよう，安全性（元本の確保）を
第一に考え，進めていることから，目標値及び現状値はともに100％として
いる。
　このような公金の管理・運用において，現状値が100％を切ること（元本
割れ）は，運用先の金融機関が破綻した場合等，可能性は極めて低いと考え
られる。
　しかし，万一，現状値が100％を切った場合は，公金を運用する金融機関
の選定，運用方法等が適切ではないこととなり，これらの点を見直し，改善
することで，公金の管理・運用における安全性を確保していくことが必要と
なる。

（管財営繕課）
　単位施策103は，土地・建築物等の不動産，預貯金（基金）や備品等の動
産の運用面において適切かつ効率的に管理するもので，市の資産の効率的な
管理の下，適切な保全を図るものです。一方単位施策95は，公共施設等にお
ける行政サービスのあり方を見直し，公共建築物の保有量と管理運営の適正
化を図ること，また単位施策100は，基金残高，市債残高など，財務情報の
開示とともに計画的効率的な財政運営を図ることを目的としたもので，関連
していますが，それぞれの単位施策の目的が異なりますので，御理解をお願
いします。

会計課
企画課
財政課
管財営繕課

64 山﨑委員 129
「単位施策－104：働きやすい職場環境の充実」は，施策－37の「職員力及
び組織力の強化」に位置づける方が、良いのではないか。

　この単位施策は，職員の福利厚生の充実，労務管理等により職員が心身と
もに健康で職務に従事できる職場環境を整えていくことで適正な事務執行に
つなげていこうとするものです。一方，職員力及び組織力の強化は，職員の
政策形成能力やコミュニケーション能力などの基礎能力そのものを高め，組
織力を強化しようとするものですので，原案で御理解をお願いします。

人事課

65 須賀委員
28

92

１）
p28 めざすべき都市の状態7「みんなが支え合い、安心して子育てしている
こと」
p92 めざすべき都市の状態21「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」

　少子高齢化の進行と財政の逼迫化により、人口規模の維持は緊喫の課題と
なっており、基本構想でも全体指標は「住み続けたいと思う市民の割合」と
なっていますが、学生世代など若年世代の人口の社会減もあると思われ、現
住民を繋ぎ止めるだけの発想や取組みだけではジリ貧ではないかとの懸念が
あります。

　他地域、特に大都市から移住を希望している人や子育てのために住宅を捜
している家族、地域作りのためのリソースを提供できる可能性がある意欲あ
るシニア世代等を積極的に取り込んでいかないと、現状維持すらおぼつかな
いかもしれません。

　観光、買い物、イベント等から賑わいや地域の活性化につながることは期
待できますが、そこに留まらず、それがきっかけとなって「ここに住んでみ
たい」と思われるような魅力を作り、発信する処までつなげる必要があると
思われます。
　そういう目的を含めた施策が必要ですし、モノ・コトだけでなく魅力的な
ヒトの存在を伝えることも（地勢や環境に左右されない）有効な差別化にな
ると思われます。

（企画課）
　ご指摘のとおり，現在の住民を繋ぎ止めるだけの施策では人口減少を食い
止めることは難しいものと考えます。
　このため，集客・交流促進のための取組やシティプロモーションなどの取
組がより重要となってまいりますが，ライフステージやライフシーンによっ
て社会移動の傾向やその背景（理由）は異なりますので，それぞれの取組に
応じて対象を明確にし効果的な取組を推進するとともに，まちの魅力を向上
させ，交流・定住人口の増加を図ることが重要です。
　これらの人口減少に対応する具体的な取組の方向性については，今後，総
合計画の方向性を基に地方創生の取組をまとめる地方創生総合戦略におい
て，明らかにしてまいります。

（住宅課）
　定住，移住促進に関すること及び空家対策に関することにつきましては，
単位施策61及びその下に位置する事務事業の中で対応していくこととなりま
す。

（商業観光課）
　鈴鹿市の地域資源はモノ・コトだけでなく，ヒトも含めた鈴鹿市の魅力で
あります。　あらゆる資源を情報発信することにより，ヒトがつどい賑わう
ことで，地域のヒトとの交流が生まれ，魅力的なヒトの存在について紹介す
ることで，地域活性化につながるように努めます。

企画課
住宅課
商業観光課
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委員名 ページ 意見・質問等の内容
No.

意見概要
回　答 担当課

67 須賀委員
113

117

３）
p113「広報・市民相談の充実」
p117「職員力及び組織力の強化」

　職員の研修にファシリテーション、コーチング　NVC （非暴力コミュニ
ケーション）等を盛り込むことを提案致します
　それらコミュニケーション系の研修を取り入れている先進的な自治体も実
際あります。個人的に会社員時代にそれらの研修や現場での実践の経験もあ
り情報もありますが効果を実感しました。
　職員の方々のコーディネート能力の涵養にも貢献できるものと存じます。

　先に開催された市民意見交換会では市民のおひとりが過去の市の運営や対
応を批判する一幕もありましたが、その真偽や是非はともかく、市民との恊
働を進める中では情報伝達上の齟齬や行き違い、お互いの思い違いなども当
然のように起こり、それに目を背けたり押さえ込むのではなく、如何に円滑
にトラブルシューティングするかが問われてきます。
　また市庁内部の組織作りや風通しの良い職場作りにも前述のスキルは有効
であり、導入をお勧めするものです。

　併せて職員に占める鈴鹿市民比率の向上も図られたく存じます。寄らば大
樹の安定志向ではなく地元への貢献意欲が高い市内出身の人材の採用に注力
いただきたく、多くの親兄弟知人友人ご近所親戚の住む街を良きものにして
いこうというモチベーションに期待するものです。また市内で子育てをされ
る職員の方々の実体験や思い、他の親御さんとの交流も市政に活かせる貴重
な情報源になると思われます。

　職員の研修については，人材育成基本方針に基づき，各階層別に必要な研
修を実施しています。この基本方針では，職員に必要とされる意識と能力と
して市民志向と成果志向の２つの意識と，政策形成能力，職務遂行及び専門
能力，コミュニケーション能力の３つの能力が必要としており，コミュニ
ケーション系の研修については，一般職員にはアサーティブコミュニケー
ション，プレゼン能力向上，クレーム対応，ファシリテーション能力養成な
どの研修を取り入れるとともに，管理監督職にはコーチングなどの人材育成
マネジメント，OJT能力育成などの研修を取り入れ，計画的に人材育成を行
うものとしています。

　また，職員に占める鈴鹿市民比率ですが，職員の任用は，地方公務員法に
定める平等取扱の原則により，受験成績，勤務成績その他の能力の実証に基
いて行うものとされており，住所，性別，職歴の有無などによって有利不利
は，あってはならないことと考えております。
　総合計画2023では，これまで以上に地域づくりの推進に力を注いでまい
りますことから，市内出身の有無にかかわらず，地元愛の醸成に努めてまい
りますので，御理解をお願いします。

人事課

68 須賀委員 全体

４）
　全体として目標値が現状より少し上積みされたレベルで設定されているも
のが多い印象を受けます。達成率を上げようという意図と思われかねませ
ん。
　財源も限られた中で資源や資金などリソース投入の選択と集中が必要であ
り、現状維持でも良しとするものがあっても良いと思われる一方で、今後も
選ばれ続ける魅力ある自治体として全国一位を目指すような大幅改善を目指
す挑戦的な目標値設定とすべき項目も設けるメリハリが必要と考えます。

　目標数値については，それぞれの成果指標の現状値を踏まえ，過去からの
傾向や今後行政が行う活動量等を勘案して各担当部局において，指標設定の
説明責任を意識しながら，目標値を設定したものです。
　「単に達成率を少し上積みして達成率を上げよう」という意図だけで目標
を設定しているものではありませんが，基本計画を最終的にまとめていく際
には，ご指摘のように，選択と集中によるメリハリのある目標値設定の考え
方も含めて，適切で分かりやすい目標値となるよう，さらに精査を行ってま
いります。

企画課

69 達知委員 全体
現状値を踏まえての目標値の設定基準について，それぞれの単位施策ごとに
設定されていると思うが，何か基準のようなものがあるのか。

　目標値の設定については，それぞれの成果指標の現状値を踏まえ，過去か
らの傾向や今後行政が行う活動量等を勘案して各担当部局において設定して
います。
　また，目標値の設定については，統一的な基準のようなものはございませ
んが，市民の皆様への説明責任を踏まえ，それぞれに根拠となる考え方を整
理しながら設定しているものです。

企画課

須賀委員

1

61

96

43

65

92

２）
p1「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」
p61「地域の豊かな自然環境を維持し、保全していること」
p96「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」
p43「地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること」
p65「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」
p92 めざすべき都市の状態21「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」

　危機管理を考えた場合、自然災害のほかに原発事故やテロなど様々な事態
が想定できますが、今まで議論されなかったことで市民生活に大きな影響が
あることに世界的な経済と異常気象のリスクがあります。

　世界経済の混乱で通貨危機等に陥った場合には食料輸入に影響が出ないと
も限らず、また異常気象で世界の穀物生産が大きな打撃を受けた場合も同様
です。国内で食料危機が発生する事もないとは言えません（津波や原発を教
訓に想定外の事態が発生することも覚悟せねばなりません）

　そのような不測の事態に対応するひとつの例として、ドイツのクラインガ
ルテン、ロシアのダーチャ、デンマークのコロニヘーヴのような諸外国で展
開されている家庭菜園、市民農園の仕組みや習慣があります。
　TPPの詳細はまだ分かりませんが、安い海外食物の流入で先進諸国で最低
水準の食料自給率が更に下がった段階で食料危機が襲えば事態は深刻です。
個人的には震災時に配送機能が停止し関東でスーパーやコンビニの棚から食
品が消える事態を目の当たりにしましたが、少なくとも地域で食べ物が手元
にある安心感は絶対的なものです。（実際市内スーパー店頭に並んでいるも
のはほとんどが外部から搬送されているもので市内産のものは極めて少ない
と思われます）

　ソ連崩壊後のロシアで餓死者がでなかったのはダーチャのおかげと言われ
ているほど、これの市民レベルの小さな農は災害時にサバイバル機能を発揮
し、自然体験的レジャーや子供の食育、環境保全やコミュニティの育成等、
様々な側面と波及効果の広がりを持っています。
　
 　TPPの動向によっては、規制緩和の名目と圧力によって危険な農薬や薬品
が使われた海外農産物が流入する恐れも無いとは言えず、市民や子供達の健
康に悪影響をもたらす可能性もあり、地産地消で顔が見える、又は自産自消
で目が届く農が安全を担保します。

　他方人口と財政の縮小傾向が懸念される中でコンパクトシテイ化の促進は
避けて通れないものと思われますが、高齢者住宅の市街地への集積や農業者
の高齢化による耕作放棄が進めば、周辺地域はもぬけの殻となって、インフ
ラ維持コストは圧縮できるものの、手入れが行き届かず荒廃することは必至
です。そこに至っては農地法の運用も弾力的にすることも含めて周辺農地を
市民農園や貸し農園、市民共同栽培農地に大きく再編することで、複数の課
題に一石二鳥的に同時に対応できる可能性も拓けてきます。

　これらの担い手はまさに市民やNPOの出番である訳ですが、膨大な面積を
扱うとなれば市外からの来訪者にも開放して参画してもらうことも検討すべ
きと考えます。農地のほか空き家を休憩所や管理棟、販売所や倉庫として活
用できる可能性もあります（放置しておくと将来朽ちた大量の放置空き家の
取り壊しに税金投入する事態に陥りかねません）。
　当然ながら意欲ある若手農業者への農地集積と大規模化は平行で進めるべ
きでしょうが、最近は全国で休耕地を指導・管理 サポート付き体験農園へ リ
ニューアルする社会貢献型ビジネスを展開している企業もあり彼等の活用も
可能と考えます。

　来訪者の増加が、賑わいや市内での消費を増す助けになるほか、１）との
関連で言えば度々訪れる来訪者の中から（農作業は当然ある頻度で来ないと
栽培は出来ないので）その魅力に惹かれて移住や転居希望者が出てくる可能
性もあり、さらにその中から子供の居る新規就農者が出るよう魅力を感じて
もらう施策やアプローチを展開することも可能と思われます。

　さらに高齢で引退した農業者は、多くの市民の指導者になってもらうこと
でやりがいや生きがいを持ってもらえれば、高齢者対策や健康寿命への寄与
も期待できます。

　重大なリスクに対応するのが本質ですが、同時にこれに限らず多面的でつ
ながりがあり結果的に投資効率の高い施策を紡いでいく発想も重要と考えま
す。

（防災危機管理課）
　本市では，鈴鹿市危機管理指針により「危機」を，市民の生命，身体及び
財産に重大な被害が生じるおそれがあるため，又は生じるに至ったことによ
り市が緊急に対応すべき事案とし，「自然災害等」，「武力攻撃事態等及び
緊急対処事態」，「それら以外の危機事案」の３つに大別して，それぞれの
危機に応じた危機管理体制を構築しています。
　御提言の危機に対しては，本市の危機管理体制に基づき対処してまいりま
す。

（農林水産課）
　貴重なご意見を賜りありがとうございます。ご意見をいただきました内容
のとおり，現在，第一次産業を取り巻く状況は非常に厳しいものがあると考
えております。
　しかしながら，食の安全はもとより，他方，国土保全といった多面的機能
も求められております。
　これらの調和を図りつつ，将来を見据えて，その対象を広く捉えるととも
に，様々な施策を講じてまいりたいと考えております。
　現在は，農林漁業ともに，従事者が高齢化あるいは減少しており，農地や
林地の荒廃が進んできている状況がありますが，このことは，新規に就業す
る希望者にとっては参入の機会のひとつになるとも考えられることから，新
規就業者対策を行うとともに，地産地消の推進により食の安全を図り，この
ための基盤整備，環境整備を計画的に推進してまいりたいと考えておりま
す。

防災危機管理
課
農林水産課

66
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70 達知委員 23

単位施策ー１７　市民参加による芸術・文化活動の推進
成果指標に係る現状値のカウント内容について，どんな事業を対象にしてい
るのか。
現状値を考えるとき，芸文協祭や市展等がカウントされていると思うが，芸
文協には５部門あり，その部門のジャンル毎にも多くの事業が実施されてい
るので，カウントの仕方により現状値が増えるものと思われる。
また，概要の３つ目の部分に，「施設の整備充実」といった文言を入れるこ
とはどうか。市展の展示場についての要望も以前より強いため。

　成果指標に係る現状値のカウントには「鈴鹿市文化振興事業団補助事
業」，「鈴鹿市芸術文化協会補助事業」(芸文協祭)，「あなたが見せる「スズ
カの文化」事業」(市展，文芸賞)，「音楽の街事業」，「市主催事業」を対象
としています。芸文協内の5部門に属する各団体個別事業はカウントに含んで
おりません。
　概要の3つ目を「施設の長寿命化とバリアフリー化等の整備を図り，効率的
に運営します。」に改めます。

文化課

71 達知委員 105

単位施策ー82　人権啓発・福祉・交流の総合的な取組の推進
目的や概要の部分に，「児童」という文言が使われているが，「児童生徒」
としなくて良いのか。法規により「児童」の規定は異なるが，３４ページか
ら４１ページの部分では「児童生徒」の文言が使われているので。

　単位施策ー82における「児童」の文言は，児童センターに関する部分とし
て使用しています。そして児童センターは，児童福祉法に基づく施設である
ことから，当該法との整合を図るため，「児童」として表記しています。

人権政策課

72 達知委員 ー
子どもの見守り活動は，第１章の治安に係る見守りに属するのか，第２章に
属するのか。

　学校安全ボランティアによる登下校時の見守り活動や巡回活動など，地域
社会全体で子どもたちを見守る体制作りの支援につきましては，第２章の施
策１３「教育環境の充実」の中で，取り組んでまいります。

教育支援課

9


