
H29.10.17（火）　平成29年度第2回鈴鹿市地方創生会議

資料１

鈴鹿市まち・ひと・しごと

創生総合戦略

進行管理表
【基本目標・施策の基本的方向の進捗状況】

平成２９年１０月

鈴鹿市



１　鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

　鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は，鈴鹿市総合

計画２０２３（以下「総合計画」という。）が掲げる将来都市像

「みんなで創り 育み 成長し みんなに愛され選ばれるまち すずか」

の実現をめざし，今後進展が予測される人口減少と人口構造の変化を見据え，人口減少を

可能な限り抑止するための効果的な取組を推進するとともに，進展する人口減少に適応可

能な，地域の特性に応じた安全・安心なまちづくりを市民とともに進めるため，

の２つの方向性において，以下のとおり４つの基本目標を掲げ，基本目標ごとに統計データ

などから目標数値を設定するとともに，これらの達成に寄与する「施策の基本的方向」及び

「施策の具体的な内容」を位置付けるとともに，施策の進捗状況を検証する仕組みとして，

ＫＰＩ（重要業績評価指標）を設定し，「具体的な施策の内容」である事務事業の推進によ

り，ＫＰＩや基本目標に設定する目標数値の達成水準を確認しながらＰＤＣＡサイクルによ

り推進を行います。

【§１ 人口減少抑止策】

基本目標１－１ 競争力のある産業の創造と雇用の創出

基本目標１－２ 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大

基本目標１－３ 安心して結婚・出産・子育てができる社会の実現

【§２ 人口減少社会適応策】

基本目標２ 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進

２　総合戦略の体系について

　総合戦略は，国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた基本目標と「三重県

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を前提とし，総合計画との整合を図り，「鈴鹿市人口ビ

ジョン」（２０１６（平成２８）年３月）の分析に基づく課題への対応や地域の特性に応じ

たまちづくりを推進するための戦略として策定しており，総合計画の前期基本計画から，４

つの基本目標の達成に寄与する施策などを抽出して，次のとおり，総合戦略としてまとめて

います。

【§１　人口減少抑止策】及び【§２　人口減少社会適応策】
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《総合戦略の体系》

３　総合戦略の進行管理について

　進行管理については，基本目標の目標数値に対する実績値を統計データなどから把握する

とともに，ＫＰＩ（重要業績評価指標）の実績値に基づく施策の進捗状況について，総合計

画の基本計画に設定する単位施策の検証とあわせ，行政評価の手法を用いて施策の担当課に

よる検証を行います。

　そして，目標数値の実績値の推移及び施策の進捗状況をもとに，鈴鹿市まち・ひと・しご

と創生総合戦略推進本部（以下「推進本部」という。）による内部評価及び鈴鹿市地方創生

会議による外部評価により，総合戦略の進行管理を行います。
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【目標数値】
■ 製造品出荷額＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

*１　現状値及び実績値は工業統計調査の結果を用いており，調査結果の確定に2年を要する。

■ 企業立地に伴う新たな雇用者数（累計）

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

【§１　人口減少抑止策】

（１）基本目標１－１：競争力のある産業の創造と雇用の創出

目標値
（2019年度）

1,000人

現状値
（2015年度） (2016年度)

15,226億円

（2013年度）（2014年度）

現状値
（2015年度）（2016年度）（2017年度）

14,590億円 12,834億円

目標値
（2019年度）

実績値

実績値
(2017年度) (2018年度) (2019年度)

なし 165人

14,590億円

12,834億円

目標値：15,226億円

10,000億円

11,000億円

12,000億円

13,000億円

14,000億円

15,000億円

16,000億円

（2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度）

165人

目標値：1,000人

0人
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1,000人

（2015年度） (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度)
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【講ずべき施策の基本的方向】

【具体的な施策の進捗状況】

《推進本部による内部評価（平成２８年度取組総括）》

　平成28年度における目標数値の進捗状況としては，左記の表及びグラフに示すと
おり，1つ目の「製造品出荷額」では，現状値と比べ実績値が大幅に下降しており，
また，2つ目の「企業立地に伴う新たな雇用者数（累計）」は，1年間で165人の雇用
を生み出す結果となっています。

　「製造品出荷額」については，景気や為替の動向のほか，輸送用機械器具製造業が
本市の製造品出荷額の約7割を占めることから，こうした裾野の広い業界の動きに左
右されることが下降の要因と考えられます。

　一方，上記のグラフ及び次ページ以降のKPIに基づく検証内容に示すとおり，講ず
べき施策の進捗状況を検証するためのＫＰＩの実績値については，設定した16指標
のうち11指標が現状値を上回っており，担当課による施策の進捗状況の検証結果に
ついても，15施策中，13施策（87％）が「順調である」又は「概ね順調である」と
の判断であり，目標数値及びＫＰＩ個々の進捗に差は見られるものの，全体として目
標達成に向け着実に前進していると考えられます。

　引き続き，進捗状況が順調な施策の向上を図るとともに，低調な施策の底上げ行う
ことで，雇用者数や製造品出荷額の増加につなげていきます。

基本的方向１：産業集積の基盤整備と企業誘致及び企業の高度化･高付加価値化の推進

基本的方向２：第一次産業の活性化

基本的方向３：消費活動の更なる活性化推進

基本的方向４：誰もが安心して働ける労働環境づくり

基本的方向５：共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進

順調である【◎】

5 （34%）

概ね順調である【○】

8 （53%）

あまり順調でない【△】

2 （13%）

順調でない【×】

0 （0%）
基本目標1-1
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●

※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

5

6

7

基本的方向１：産業集積の基盤整備と企業誘致及び企業の高度化・高付加価値化の推進

0社
(2015年度)

◎
産業振興部

農林水産課

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

主穀中心経営農家の平
均耕作面積

26.3ha 20.0ha 順調である

○

産業振興部

産業政策課

基本的方向２：第一次産業の活性化

担当部

担当課

担当部

担当課

(担当課による検証結果)

14.5ha
(2015年度)

(2015年度)

132件

○

334件
(2014年度)

224人
(2014年度)

138件 150件 概ね順調である
(2014年度)

産業振興部

農林水産課

農業近代化資金利子補
給件数

388件 350件 順調である ◎
産業振興部

認定農業者数（累計） 212人 250人 概ね順調である

1

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※

2

3

4

(****年度) (2016年度) (2019年度)

0社

水素供給設備数（民間
によるものを含む）
（累計）

1箇所 3箇所 順調である ◎0箇所
(2015年度)

新技術開発などに係る
助成採択件数（累計）

3社 12社 概ね順調である

新規立地企業数（累
計）

3社 10社 順調である ◎

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※

産業振興部

産業政策課

産業振興部

農林水産課

産業政策課

○

産業振興部

産業政策課

経営基盤強化のための
支援を受けた中小企業
の件数

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋
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基本的方向１：産業集積の基盤整備と企業誘致及び企業の高度化・高付加価値化の推進

課題・懸案事項

生産効率を高め，経営の安定化と持
続的な産業とするため，担い手の確
保及び育成の推進と生産基盤の整備
が必要と考える。

第一次産業の担い手不足は大きな課
題であり，担い手が効率的な経営を
行えるよう，新規就農，経営基盤，
経営環境の整備に関する施策の実施
に努める。

担い手の確保及び育成の推進と生産
基盤の整備に関する施策を推進す
る。

第一次産業の担い手が効率的，合理
的な経営を安定して行うことができ
る環境作りには，担い手育成の推進
とともに，経営規模の拡大，生産基
盤の整備に向けた施策を継続するこ
とが必要である。

経営規模の拡大，農地の利用集積や
集約化，制度資金の活用，利子補給
等の各種施策の継続に努める。

担い手育成，経営規模の拡大，農地
の集約化に向けた各種施策を進めて
いく。

翌年度の方向性，
課題解決のための方策

部局の方向性

地元産農林水産物が安定して供給で
きる生産力の拡大とともに消費者確
保の検討が必要と考える。

地産地消の意識の高まりは今後も継
続すると考えられることから，特産
物の振興となる農業振興施策を継続
することで，地産力の強化と地消の
推進に務める。

地元産農林水産物が安定して供給で
きる生産力の拡大と生産販売施設の
整備と消費の拡大を目指す。

2016年度に購入をした燃料電池自動
車やＳＨＳ，外部給電器を活用し，
市民を対象にした啓蒙・啓発活動を
実施すると共に，人材育成や次世代
産業の創出など，企業及び高等教育
機関と産学官の事業を進める。ま
た，市内に商用の水素ステーション
を整備していただけるよう，ガス供
給メーカー各社に働きかける。

自動車産業を基幹産業とする本市に
とって，次世代エネルギーや燃料電
池自動車の分野は積極的に進めてい
く必要があり，今後も最新の情報を
いち早くキャッチし，来るべき水素
社会への対応を整える。

本市では，昨年度から新たな補助金
として展示会等に出展する際の小間
料の1/2を補助する補助金を設けて
いる。この補助金と連動させ，新製
品や新技術の販路の出口として，展
示会等への出展も併せて企業にＰＲ
すること等で，新たな企業が当該補
助金を申請しやすい環境の整備に取
り組んでいく。

自動車製造企業を中心として多くの
中小製造企業が集積する本市におい
て，こうした中小製造企業による新
製品や新技術の開発の促進は，市内
産業の活性化につながることから，
当該補助金を申請する新たな企業の
意欲を喚起するための諸策を継続し
て取り組む。

鈴鹿商工会議所や鈴鹿高専等，中小
製造企業を支援する同様の支援機関
と一層の連携を図りながら，こうし
た支援機関が把握する企業の情報を
共有して，ものづくり産業支援セン
ターの存在を知らない企業にも積極
的に支援のＰＲを行っていく。

ものづくり産業支援センターの支援
を受けた中小製造企業の数は増加傾
向にあるとはいえ，幅広い業種の多
くの企業に支援を行うことが市内産
業の生産性向上の底上げにつながる
ことから，引き続き新規企業へのPR
等により，申請のしやすい環境整備
に努める。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

市内の工場適地は既に飽和状態であ
り，民間による新たな工業団地も造
成開始と共に完売するなど，企業
ニーズに応じた工場適地が不足して
いる。

市内において，商用の水素ステー
ションの整備が進まず，容易に給ガ
スができないことから，燃料電池自
動車の普及が進まない。

市内の中小製造企業の多くは，慢性
的に人員不足，時間不足であり，ま
た，新製品や新技術を開発しても，
その販路の開拓方法のノウハウを持
ち合わせていないため，自社で研究
開発に取り組もうとする意欲のある
企業は少数である。こうした背景に
より，当該補助金の申請を行う企業
は限られる傾向にある。

中小製造企業での現場支援や人材育
成支援等，ものづくり産業支援セン
ターの認知度が高まるにつれ，支援
を受ける企業の数は順調に増加して
いるが，市内全体を見渡すといまだ
企業訪問，支援を受けていない企業
も存在するため，新規企業へのさら
なる周知等が必要である。

（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺
の工業団地の具現化に向けて，農政
協議を始めとする行政間協議やアセ
スメント調査などを進める。また，
市内企業の増資促進に向け，奨励制
度を活用した企業誘致活動を積極的
に行う。

（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺
の工業団地の整備は，産業部局・都
市計画部局などオール鈴鹿で取り組
む必要があり，その為には必要な情
報を共有化し，早期実現を目指す。
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

8

9

10

11

12

13

基本的方向３：消費活動の更なる活性化推進

○

産業振興部

耕地課

耕作放棄地面積 363ha 400ha 概ね順調である ○

農地の区画整理（ほ場
整備）をした面積（累
計）

2,850ha 2,900ha 概ね順調である
2,850ha

(2014年度)

1,021事業所
(2015年度)

7件
(2015年度)

ハローワーク鈴鹿管内
のうち，鈴鹿市内の就
職率

28.5％ 32.0％ 概ね順調である ○25.5％
産業振興部

産業政策課

基本的方向４：誰もが安心して働ける労働環境づくり

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※

(****年度) (2016年度)

担当部

担当課(2019年度) (担当課による検証結果)

産業振興部

産業政策課

商工会議所に加盟する
商業者数（累計）

982事業所 1,050事業所 あまり順調でない △
産業振興部

(2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

活性化促進事業を実施
している商店街数

６件 9件 あまり順調でない △

産業政策課

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※

(****年度)

担当部

担当課

(2014年度)

ー

農業委員会事務局

農地を有効に利用する
ために担い手に集積し
た割合

31.99％ 35.0％ 順調である ◎

産業振興部

農林水産課

450ha
(2015年度)

30.7％
(2014年度)

基本的方向２：第一次産業の活性化　　（つづき）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

担当部

担当課
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農地，林地，海等の農林水産業を支
える生産基盤は，生産のみに限らず
国土保全や国民の生活環境に直接影
響を及ぼすため，農業振興地域整備
計画の適正運用，担い手への農地利
用集積施策による優良農地確保，森
林保護対策，獣害被害対策，海岸ゴ
ミ除去等の施策を講じ，生活環境保
全を図るよう努める。

農林水産業を支える生産基盤の整備
は，農産だけでなく国土保全等にも
影響を及ぼすので，担い手への農地
利用集積による優良農地確保，森林
保全対策等を推進していく。

農業者は年々減少するとともに，高
齢化が進行している中，農業の経営
安定に向けて「収益性の高い農業」
を実現するためには，優良農地の維
持・保全，農作業の省力化および担
い手への農地利用集積などにより農
業生産性を向上させることが必要で
す。そのために，区画整理や水管理
の省力化など，農業を支える担い手
のニーズに応じた生産基盤づくりが
必要です。

農業の生産基盤である農地の区画整
理(大区画化)や用水路をパイプライ
ン化するなど用排水路及び農道を整
備する。
県営ほ場整備事業稲生地区を計画ど
おり完了させることと，徳田地区の
事業化のために，事業主体である三
重県，地元関係者等と連携し進め
る。

農業の生産性の向上のために，県営
ほ場整備事業稲生地区と徳田地区の
事業を事業主体である三重県，地元
関係者等と連携し進めていく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

鈴鹿市内の就職率も昨年度に比べて
上向きであり順調であるが，業種に
よっては雇用と就職のミスマッチが
依然として顕著であるので，ミス
マッチの解消が課題である。

平成２９年度に「雇用促進連携協議
会」を設置して，官民で連携し課題
認識や情報共有を行うなど，雇用に
かかる課題解決に向けて引き続き取
り組む。

雇用環境の充実・向上は，本市の産
業振興施策において重要な要素であ
るので，引き続き支援に取り組んで
いく。

事業に取り組む地域の商店会が昨年
度に比べ減少していることから，商
店会の活性化が停滞している。

事業を実施していない商店会に対し
て，商店会および地域の活性化にか
かる事業の必要性について理解を求
め事業の実施に繋げる。

地域の商店会の活性化は，本市の商
業発展に欠かせないので，今後も適
切に取り組んでいく。

商工会議所の商業・飲食・観光の各
部会に所属する事業者数が昨年度か
ら減少しており，このことは商業の
衰退に繋がるもので危惧している。

事業者数減少の要因を分析し，加入
事業者の増加に向け商工会議所との
連携強化に取り組む。

商業の発展は，市民生活に直結する
重要なものなので，しっかりと施策
に取り組んでいく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

耕作放棄地の取扱基準に一部変更が
あった為，本検証では大幅な進捗と
なっている。
引き続き，耕作放棄地の解消に向け
た積極的かつ細やかな取り組みの継
続と非農地通知の計画的な実施が課
題である。

・耕作放棄地解消に向け積極的な支
援施策の活用と周知の徹底を図る。
・非農地通知の計画的実施に向け，
該当地区における制度の周知徹底を
図り，円滑に作業を進める。

平成28年4月1日に改正施行された農
業委員会等に関する法律において，
農業委員会の所掌事務に「農地等の
利用の最適化の推進」が規定され，
主たる任務として耕作放棄地の発生
防止と解消が位置付けられた。農地
の有効利用に向け農地中間管理制度
の活用等担い手への集積を積極的に
促進する一方，非農地通知により農
業上の利用が不可能となった農地の
整理を進め，農業生産力の増進と農
業経営の合理化を進めていく。

第一次産業従事者の高齢化や減少に
伴い，耕作放棄地や森林の荒廃，海
の汚れ等生産環境は悪化しており，
自然資源へも影響を及ぼしているこ
とが懸念される。今後の第一次産業
の将来には，生産基盤の整備と人材
の確保・育成は必要不可欠であるこ
とから，人的・施設的に適切な施策
を講じることが必要である。
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

14

現状値

(2014年度)
400人

実績値

15

16

中小企業退職金共済制
度など奨励事業補助金
の適用を受ける勤労者
数

459人

基本的方向４：誰もが安心して働ける労働環境づくり　　（つづき）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

目標値 進捗状況
※

グループホームなどに
おいて，地域で暮らす
障がい者数（累計）

99人 120人

(2019年度) (担当課による検証結果)

ハローワーク鈴鹿管内
における障がい者の雇
用率

2.26％ 2.20％
(2015年度)

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※

(****年度) (2016年度)

99人
(2015年9月1日現在)

2.01％

基本的方向５：共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

概ね順調である ○

担当部

担当課

担当部

担当課

健康福祉部

障がい福祉課

500人 概ね順調である ○
産業振興部

産業政策課
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勤労青少年交流事業については，補
助金の申請がなく本市の意図する支
援ができていない。

勤労青少年交流事業について，補助
金の交付対象者である勤労青少年に
周知して補助金活用に取り組む。

補助金の活用状況に注視し，支援の
あり方も含めて見直しを検討してい
く。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

「グループホームなどにおいて，地
域で暮らす障がい者数」については
実績値は昨年の現状値と同じ「99
人」であったが，「ハローワーク鈴
鹿管内における障がい者の雇用率」
については実績値は2019年度目標値
を上回る「2.26%」となり，障がい者
の就労先については拡大されている
と判断する。

就労マルシェや農福連携を通じ，引
続き障がい者の就労支援を図る。ま
た，2017年度においてグループホー
ムの新規開設が予定されておること
から，居住系サービスの利用の増加
を図り，更なる障がい者の社会参加
の促進に努める。

障がい者雇用率については順調に推
移していると認められる。2017年度
のグループホームの新規開設をはじ
め，福祉サービス利用の充実を図な
がら，今後も，引き続き，障がい者
の社会参加の促進に努めていく。

10



【目標数値】
■ 社会動態による人口動態＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 転入者数－転出者数（年度当たり）

＊２ 2019（平成31）年度までに社会動態を＋130人まで改善し，以降，その水準の維持を図ります。

【講ずべき施策の基本的方向】

【具体的な施策の進捗状況】

（２）基本目標１－２：魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大

現状値
（2014年度）

目標値
（2019年度）

実績値
（2015年度）（2016年度）（2017年度）（2018年度）（2019年度）

130人*２△ 163人 △ 6人

基本的方向１０：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進（居住の安定の
　　　　　　　　推進）

基本的方向６：地域資源の活用による集客・交流人口の増加

基本的方向７：文化財の保護と活用の推進（文化財を活用した交流の促進）

基本的方向８：行政経営力の更なる強化(高等教育機関との連携による地域活性化)

基本的方向９：効果的な規制・誘導などによる快適で安らぎのあるまちづくりの
　　　　　　　促進（良好な景観の創造・保全，空き家対策）

△ 570人

△ 570人

△ 163人

△ 6人

目標値：130人

△ 600人

△ 500人

△ 400人

△ 300人

△ 200人

△ 100人

0人

100人

200人

（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度）

順調である【◎】

1 （14%）

概ね順調である【○】

2 （29%）

あまり順調でない【△】

4 （57%）

順調でない【×】

0 （0%）

基本目標1-2
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《推進本部による内部評価（平成２８年度取組総括）》

　平成28年度における「社会動態による人口動態」の進捗状況としては，左記の表
及びグラフに示すとおり，目標達成に向け，順調に改善が図られています。

　また，左記のグラフ及び次ページ以降のKPIに基づく検証内容に示すとおり，ＫＰ
Ｉについても，設定した10指標のうちの6指標において実績値が現状値を上回るとと
もに，担当課による施策の進捗状況の検証結果も，7施策中，3施策（43％）が「順
調である」又は「概ね順調である」と判断しています。

　しかしながら，4つの施策においては「あまり順調でない」との判断であり，当該
基本目標に位置付けられる施策の57％を占めていることから，目標達成を確実なも
のとするためには，この4つの施策の進捗状況の改善を図る必要があり，進捗が順調
な施策とあわせ，取組を継続していきます。
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●

※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

(2015年度)
5
プロジェクト（政策）
創造件数（累計）

0件
3件 4件

概ね順調である ○

政策経営部

総合政策課
(2014年度)

6

市内高等教育機関との
連携で取り組んだ年間
事業数

28事業
33事業 30事業

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向８：行政経営力の更なる強化（高等教育機関との連携による地域活性化）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

○

文化スポーツ部

(2014年度)

文化財課

4
博物館・資料館・記念
館などの来館者数

30,850人
31,197人 32,000人 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向７：文化財の保護と活用の推進（文化財を活用した交流の促進）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

△
産業振興部

(2015年)

地域資源活用課

3

モータースポーツイベ
ント（Ｆ１，８耐及び
モータースポーツファ
ン感謝デー）への来場
者数

342,000人
327,500人 376,000人 あまり順調でない

△
産業振興部

(2015年)

地域資源活用課

2
鈴鹿市旅館業組合加入
施設の市内の宿泊者数

421,652人
399,489人 465,000人 あまり順調でない

◎
産業振興部

(2014年度)

地域資源活用課

1
地域資源を活用した新
商品の販路開拓件数

2件
10件 10件 順調である

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向６：地域資源の活用による集客・交流人口の増加

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課
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・後期基本計画の策定に併せて，総
合計画を核としたトータル・システ
ムの更なる改善を進める必要があ
る。
・新たな行政課題への対応，市の活
力維持・創造に向けて，持続的な行
政経営を実現するために，人・モ
ノ・金等の経営資源の効果的な獲得
が求められる。

・トータル・システムの構築につい
ては，行政経営システム間（総合計
画・政策協議・評価・予算編成等）
での連動を意識し改善を進める。総
合計画と個別計画の関係性も整合を
図る。後期基本計画は，前期基本計
画の検証結果，地域づくりとの整合
を図りながら策定する。
・経営資源の獲得に向けて，シティ
セールス活動の計画的な推進と，す
ずか応援寄附金の取組拡充を進め
る。

・後期基本計画に向けて職員の政策
形成能力の向上を図る。
・作成への負担が少なく，成果に結
びつく進行管理となるよう総合計画
を核とするトータル・システム（総
合的な行政経営システム）を構築す
る。
・経営資源を安定的に確保し，持続
的な行政経営を実現する。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

来館者数の目標達成はできなかった
が，旅行会社による観光ルートへの
組み込みや，イベント開催による幅
広い世代の来訪があり，増員になっ
ている。　今後は，さらに来館者を
増やし，かつ来館者の満足度を高め
る方策の推進が課題である。

各種メディアを通じて資料館等の周
知を図り，除草管理や施設の維持
等，環境整備に向けた体制づくりを
行う。

展示内容やイベントの改善・充実を
はかるとともに，来館者の視点に
立った環境整備に努める。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

本市のモータースポーツに関する情
報を，様々な媒体を用いて市内外に
発信する。

本市特有の魅力であるモータース
ポーツという地域資源を活用し，集
客・交流を促進する。

本市特有の魅力であるモータース
ポーツを，様々な媒体を用いて市内
外に発信し，集客・交流を促進す
る。

地域資源の魅力を創出し，情報発信
する。

市内集客施設やイベントをはじめ，
市内の魅力を再発掘し，地域資源の
活用を促進する。

市内集客施設やイベントをはじめ，
市内の魅力を情報発信し，地域資源
の活用を促進する。

市内の新たなる地域資源の発掘及び
新商品に係る情報発信

新たな地域資源の発掘を行うため
に，本市の有する様々な資源を洗い
出しを行う。

　新たなる地域資源の発掘・活用
は，本市の活性化や伝統産業の復興
に繋がることから，今後においても
積極的に取り組むことが重要である
と考えている。

翌年度の方向性，
課題解決のための方策

部局の方向性

基本的方向６：地域資源の活用による集客・交流人口の増加

課題・懸案事項
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

(2014年度末)

住宅政策課

10 市営住宅の稼働率
93.9％

92.9％ 96.0％ あまり順調でない △

都市整備部

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１０：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進（居住の安定の推進）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値

あまり順調でない △

都市整備部
土木部

住宅政策課
都市計画課
市街地整備課
建築指導課
道路保全課

(2014年度)

(2015年度)

実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

7
地区別景観づくり計画
策定数（累計）

1件
2件 3件

5件

8

指導などにより適切な
管理などがなされた空
き家数（累計）

55件
90件 93件

(2015年度)
9

空き家バンク制度によ
り売買など契約成立に
至った年間件数

0件
0件

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向９：効果的な規制・誘導などによる快適で安らぎのあるまちづくりの促進
　　　　　　　（良好な景観の創造・保全，空き家対策）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課
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市営住宅は，高齢者・障がい者の他
にも低額所得者，外国人及び子育て
世帯といった住宅確保要配慮者に対
して，適切な入居の機会を提供して
いくことが求められ，被災者などに
対しても緊急・優先入居といった配
慮が必要となる。今後も適正な管理
を続け，良好な住宅を供給してい
く。

単身入居の募集戸数を増やしたこと
により，入居の機会が増加した。
　しかしながら最近の傾向として，
新しい団地に人気が集中して，古い
団地は入居募集をしても応募者が少
ない場合があり，その結果，空き部
屋となり稼働率が上がらず，目標を
達成できなかった。

引き続き，計画的な維持修繕を行い
市民ニーズに応えるとともに，入居
率の向上を図る。

部局の方向性

地区別景観づくり計画策定に向け，
市民の主体的な景観づくりを支援す
る。
課題にある空き家バンク制度では，
物件登録者と利用者のマッチングで
あることから，契約成立件数を増加
させるためには物件の選択肢を増や
すことが重要である。そのため，空
き家実態調査結果のデータを基に，
空き家所有者への意向確認を行い，
登録物件を増加させることに努めて
いく。

空き家バンク制度については，登録
物件数を増やすことを当面の目標と
する。また，物件登録後，１年を経
過した物件は価格の見直しを物件所
有者等に依頼する。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策

空き家バンク制度については，問い
合わせは数件あり，交渉に発展した
ケースもあったが，契約成立には至
らなかった。年度当初は登録物件が
少なく，利用者の選択肢が少なかっ
た。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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【目標数値】
■ 自然動態による人口動態＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 出生数－死亡数（年度当たり）

【講ずべき施策の基本的方向】

【具体的な施策の進捗状況】

（３）基本目標１－３：安心して結婚・出産・子育てができる社会の実現

現状値
（2014年度）

103人

目標値
（2019年度）

100人

実績値
（2015年度）（2016年度）（2017年度）（2018年度）（2019年度）

61人 △ 120人

基本的方向１４：医療体制・制度の充実及び健康の維持と増進

基本的方向１５：自立した暮らしの充実（生活困窮世帯への支援）

基本的方向１１：安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり

基本的方向１２：子どもの保育環境と幼児教育環境の整備

基本的方向１３：社会を生き抜く子どもの育成及び教育環境の充実

103人

61人

△ 120人

目標値：100人

△ 200人

△ 100人

0人

100人

（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度）

順調である【◎】

4 （27%）

概ね順調である【○】

9 （60%）

あまり順調でない【△】

1 （6%）

順調でない【×】

1 （7%）
基本目標1-3
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《推進本部による内部評価（平成２８年度取組総括）》

　平成28年度における「自然動態による人口動態」の進捗状況としては，左記の表
及びグラフに示すとおり，年々下降しており，下降幅も広がりを見せる結果となって
います。

　これは，出生数が毎年50人規模で減少していることに加え，これまで1,650人前後
で推移していた死亡者数が，2016年度は1,762人と，約100人増加したことによるも
ので，出生数の減少については，未婚率が上昇傾向にあることや，仕事と家庭，子育
ての両立の困難性，経済的理由などが要因と考えられます。

　一方で，死亡者数が増加した要因については，一過性によるものなのかどうか，現
段階では判断がつかず，もう少し推移を見守る必要があります。

　また，左記のグラフ及び次ページ以降のＫＰＩに基づく検証内容に示すとおり，Ｋ
ＰＩについても，設定した15指標のうちの11指標において実績値が現状値を上回っ
ており，担当課による施策の進捗状況の検証結果についても15施策中，13施策
（87％）が「順調である」又は「概ね順調である」と判断しています。

　そこで，まずは出生数の減少に歯止めをかけることを重点に取組を進めていきま
す。
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●

※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

◎

子ども政策部

(2015年度)

子ども政策課

5
施設整備が完了した放
課後児童クラブの割合

77％
88％ 100％ 順調である

○

子ども政策部

(2015年4月1日)

子ども政策課
子ども育成課

4

就学前児童総数に対し
て，教育・保育施設を
希望し利用している割
合

62.9％
63％ 65.0％ 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１２：子どもの保育環境と幼児教育環境の整備

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

◎

子ども政策部

(2014年度)

子ども家庭支援課
子ども政策課

3 相談支援対応延べ件数
13,269件

17,413件 18,000件 順調である

×

子ども政策部

(2014年度)

子ども政策課

2 年間出生数
1,761人

1,642人 1,800人 順調でない

◎

子ども政策部

(2014年度)

子ども政策課

1
地域子育て支援拠点施
設利用者数

50,805人
59,852人 55,000人 順調である

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１１：安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課
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待機児童が発生したり，建物が老朽
化している放課後児童クラブ，施設
用地を賃貸借しており今後，移設が
必要とされる放課後児童クラブに対
する施設整備を重点的かつ計画的に
実施する必要がある。

放課後児童が安心して過ごすために
は，学校施設の有効活用が効果的で
あるため，教育委員会及び小学校関
係者との協議・調整を図る。

放課後児童の安心な生活を確保する
ため，重点的に整備が必要とされる
箇所を優先的に学校施設の有効活用
を含め，設置の方向性を検討する。

子ども・子育て新制度に移行を検討
している私立幼稚園及び認定こども
園へ移行を検討している私立保育園
が潜在的に多いため，待機児童対策
も含め計画していくことが必要。ま
た，公立保育所及び公立幼稚園の多
くは築後40年近く経過しており，施
設や設備が老朽化している。質の高
い保育・教育環境の整備が必要とさ
れており，施設の改修や保育士の安
定的確保を図る必要がある。

子ども・子育て新制度に移行となれ
ば，市負担額が増加するため，保育
所及び幼稚園への入所等の量の見込
みを検討し，鈴鹿市子ども・子育て
支援事業計画を見直していく。ま
た，公立保育所及び公立幼稚園の一
元化及び，施設の長寿命化を図るた
め，施設整備方針を鈴鹿市子ども・
子育て会議の意見を踏まえ策定す
る。

就学前児童に対する質の高い教育・
保育サービス提供体制を充実させる
ことで，安心して子どもを産み育て
られるまちづくりを目指す。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

子育ての相談窓口を分かりやすくす
るための周知や啓発活動等が必要で
ある。
相談内容が多様化・複雑化している
ので，対応・支援の困難な場合があ
る。ひとり親家庭学習支援事業の
2016年度実績が定員30名に対し13
名と利用率が50％を下回った。利用
率向上を図るための周知，事業の実
施方法等について検討が必要であ
る。

伝達・広報媒体の多様化を検討し，
積極的に啓発活動を推進すると共に
公的機関及び民間等，関係機関との
更なる連携による，専門的な対応と
職員研修の充実を図る。ひとり親家
庭学習支援事業委託先である，鈴鹿
市母子寡婦福祉会と連携し，小中学
校への事業周知や児童扶養手当受給
世帯へのPRに取り組む。

相談支援体制の充実を図り，安全・
安心に子育てができるまちづくりを
進める。

年間出生数が2015年度と比べ，約
7％減少した。未婚率が上昇傾向にあ
ることや，仕事と家庭，子育ての両
立が難しくなっていること，経済的
理由から子どもを持たないという選
択をする人も増えていることが要因
と考えられる。

結婚を希望する人への婚活情報や，
子育てに関する情報発信力を高める
ことで，結婚・出産・子育てに関す
る情報交換や相談ができる場所・機
会の充実を図る。

結婚，妊娠，子育てに関する情報発
信や，子育て支援事業を展開するこ
とにより，子どもを産み育てやすい
環境を構築し，少子化の解消を図
る。

地域子育て支援拠点施設の利用者数
は，2015年度と比べ約18％増加した
が，子育てについて相談ができる場
所や，機会を知っている市民の割合
は横ばいの傾向にあるため，更なる
子育て支援情報の発信が必要。

子育て応援サイト「きら鈴」のイベ
ント情報を充実させたり，子育て
サークルに参加したい保護者がス
ムーズに仲間づくりができるよう，
ホームページや情報紙を活用した情
報発信に取り組み，地域子育て支援
拠点施設の利用者数の増加を目指
す。また，2018年度以降，子育て応
援アプリの導入に向けた調査研究を
行う。

地域の子育て支援拠点施設において
子育て中の親同士や異なる年代の人
と人が交流し，保護者の子育てに関
する知識を深めることにより，安心
して子育てができるまちづくりを進
める。

翌年度の方向性，
課題解決のための方策

部局の方向性

基本的方向１１：安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり

課題・懸案事項
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

教育総務課
教育政策課
学校教育課
教育指導課
教育支援課

概ね順調である ○

教育委員会事務局

12

学校施設の整備に満足
している保護者・地域
住民の割合

30.2％

36.4％ 50.0％
(2014年度)

◎
教育委員会事務局

(2014年度)
教育支援課
教育指導課

11

学校の教育活動への参
加に満足している保護
者・地域住民の割合

51.9％
54.9％ 70.0％ 順調である

○

教育委員会事務局

(2015年度)

教育支援課
教育指導課

10

全国学力・学習状況調
査において，「自分に
はよいところがある」
と回答した児童生徒の
割合

70.6％
72.8% 85.0％ 概ね順調である

○
教育委員会事務局

(2015年度) 教育指導課
教育総務課
学校教育課

9

全国体力・運動能力，
運動習慣等調査におい
て，小中学校別，男女
別の全32種目のう
ち，全国平均値を上回
る種目の割合

15.6％
21.9％ 50.0％ 概ね順調である

○

教育委員会事務局

(2015年度)

教育指導課
教育支援課

8

全国学力・学習状況調
査において，「地域や
社会をよくするために
何をすべきかを考える
ことがある」と回答し
た児童生徒の割合

36.7％
47.9％ 60.0％ 概ね順調である

△

教育委員会事務局

(2015年度)

教育指導課
教育支援課

7

全国学力・学習状況調
査において，国語また
は算数（数学）いずれ
かの結果で，全国の平
均正答率を，基礎知識
を問う問題，知識の活
用力を問う問題ともに
上回る学校の割合

25％
25％ 50％ あまり順調でない

○
教育委員会事務局

(2015年度)

教育指導課

6

全国学力・学習状況調
査において，「人の役
に立つ人間になりたい
と思う」と回答した児
童生徒の割合

94.1％
93.2％ 96.0％ 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１３：社会を生き抜く子どもの育成及び教育環境の充実

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課
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　ICT教育にあたってのハード・ソフ
ト面の充実と，人口減少等を見据え
た学校配置等計画の策定が急務であ
る。併せて，老朽化の進む学校施設
の整備改修が求められている。

教育情報化整備方針に基づく計画的
な整備と，学校規模適正化・適正配
置基本方針による各種方策の検討等
を行う。併せて，公共施設等総合管
理計画に基づく学校施設整備計画の
策定に向け取組む。

教育情報化の推進と学校規模適正
化・適正配置に取組むとともに，計
画的な学校施設整備を行うことで，
教育環境づくりを推進する。

・コミュニティスクールとして，各
小中学校において多様な取組が展開
されている。さらに，今年度より幼
小中の連携を推進・強化していく。

・コミュニティスクール推進事業に
おいて，ボランティア数も増加傾向
にあり，ボランティア活動における
一人当たりの保険加入金額も増額し
ており，検討を要する。

・青少年対策事業については，鈴鹿
市ＰＴＡ連合会の補助金事業補助で
あるため，教育委員会業務から文化
振興部に移管していくものと考え
る。

全ての子どもたちに，人の多様性を
認め合うことができる人権感覚や意
識を身に付けさせるためには，子ど
もたちの主体的な活動を推進すると
ともに，学校・家庭･地域等が情報を
共有し，連携して子どもを支える体
制づくりが必要である。

・人の多様性について理解し，とも
に生きる社会を実現しようとする実
践力を育む人権教育などの取り組み
を積極的に家庭や地域へ情報発信す
る。
・いじめ問題や不登校対策の早期対
応・組織体制づくりのための指導主
事等の派遣及び研修会等をとおし
て，教員の指導力向上を図る。

中学校区の人権教育カリキュラムに
基づき，関係機関が連携し，総合的･
系統的な人権教育が推進できるよ
う，学校への指導･助言を充実させ
る。

小学校給食での自校調理校(18校)の
経理業務については，教諭等が兼務
していることから，経理処理に苦慮
している。

左記の件，支払い部分について教育
委員会事務局が一括管理すること
で，安定した給食運営に繋げる。

子どもたちの体力づくりに資する運
動能力の更なる向上と，その基本と
なる学校給食の安全・安心・安定し
た運営充実を図っていく。

・正しい判断力を身に付け，自律し
てよりよく生きる児童生徒を育成す
るためには，各校における道徳教育
を充実させる必要がある。
・問題行動の減少や交通事故防止に
向けて，啓発活動を推進していく必
要がある。

・道徳の教科化にともない，道徳教
育の指導計画を見直すとともに，道
徳の評価及び内容の充実に係る研修
を実施する。
・安全な学校生活を送るため，通学
路への危険案内看板設置などを充実
させる。

家庭や地域と連携し，正しい判断力
を身に付け自律してよりよく生きる
児童生徒を育成する。

夢に向かって自らの進路を切り拓い
ていくための基礎となる確かな学力
の定着に課題がある。

学校訪問指導への指導主事の派遣及
び若手教員育成のための学力向上支
援員の継続派遣をとおして，教員の
指導力向上を図る。

全国学力・学習状況調査及びみえス
タディ・チェックの調査結果の分析
に基づき，「学ぶ喜び」，「分かる
楽しさ」の実感に繋がる授業改善に
ついて，学校への指導・助言を充実
させる。

次期学習指導要領を踏まえ，主体
的・対話的で深い学びを通して，確
かな学力を育むことが求められてい
る。

小学校英語教育の早期化・教科化に
向け，モデル校での先行実施の事例
を踏まえて各小学校への普及を図
る。

「主体的・対話的で深い学び」に繋
がるような授業改善が組織的・継続
的に行えるよう，学校への指導・助
言を行っていく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

健康づくり課
保険年金課

概ね順調である ○

健康福祉部

○

健康福祉部

健康づくり課

概ね順調である

14 定期予防接種の接種率
92％

93.10％ 94％

(2014年度)
13

応急診療所の年間受診
者数に占める小児科受
診者数の割合

53％
50.50％ ±0％

(2014年度)

(****年度) (2016年度) (2019年度)

○
健康福祉部

(2014年度) 保護課
健康福祉政策課
保険年金課

15 新規生活相談受付件数
37件/月

37件/月 40件/月 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１５：自立した暮らしの充実（生活困窮世帯への支援）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

(担当課による検証結果)

基本的方向１４：医療体制・制度の充実及び健康の維持と増進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課
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 実績値は増加傾向にはあるものの，
出生数減少により妊婦健康診査や乳
幼児健康診査の受診者数は減少傾向
にある。母子保健事業への参加者数
は微増しており子育て世代への支援
に繋がっている。がん検診は，クー
ポン事業の縮小があり，受診者数に
反映する傾向があるが，国の新たな
がん対策の施策とされている精密検
診受診率の向上や検診の必要性など
についてのがん教育に取組むととも
に，市民自らの健康づくりへの意識
向上に繋がるような健康診査の推進
に努めていく。

 がん検診や精密検診，歯周病検診な
ど各種の健康診査や保健指導につい
ての必要性などを様々な場面におい
て丁寧に周知していくことで結果に
繋げていく。同時に受益者負担につ
いても理解が得られるように説明し
ていく。

 各種の健康診査や検診については，
限られた予算において事業が維持で
きるよう受益者負担についても検討
していく。

 救急医療機関の適正な受診方法，平
時からのかかりつけ医による健康管
理の必要性などについて，広報や出
前講座，各種健康診査時等において
消防本部と共に啓発を行い，医師会
等の協力も受けながら事業に取組ん
だ。今後は，高齢化率が進展し，地
域医療構想を受け在宅医療を必要と
する方の増加が想定できるので，救
急医療体制や適切な受診行動につい
て更なる周知が必要になる。

 高齢化率の進展や，地域医療構想を
受けることで，一次救急医療体制の
充実が必要になる。現在は，在宅患
者の救急受入れが中心となっている
が，今後においては，二次救急医療
機関からの回復期病床機能を担う後
方病床としての役割についても調整
し，現行の補助金の見直しなどを行
うことなどにより，医療体制の維持
を図っていく。

　高齢化率の進展に伴い，地域の医
療体制において，在宅で医療を受け
る人が増加することが見込まれる。
救急医療体制が維持できるよう地域
全体で支える仕組みが必要となるこ
とから，関係機関と連携をとりなが
ら引続き体制づくりに努める。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

多様な課題に対応するために，支援
方法も多様化させていく必要がある
が，十分な支援方法を確立していな
い。

他機関で受けた相談についても，情
報を得たら内容を確認し，可能な限
り支援に努めていく。

個別指標の数値は，概ね順調に推移
している。今後，課題解決策に沿っ
た形で業務を遂行し，目標の達成を
目指す。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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【目標数値】
■ 総人口＊1の５年間の増減数（各年度３月末現在で比較）

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 住民基本台帳に基づく行政区域内人口のことであり，日本人人口と外国人人口の合計

【講ずべき施策の基本的方向】

【§２ 人口減少社会適応策】

（１）基本目標２：人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進

基本的方向２８：自立した暮らしの充実

基本的方向２９：豊かな自然環境の保全

目標値
（2019年度）

現状値 実績値

△ 2,661人 △ 2,135人

（2014年度）（2015年度）（2016年度）（2017年度）（2018年度）（2019年度）

△ 1,991人

基本的方向１８：防災力・減災力の向上

基本的方向１９：消防力の向上と施設などの整備の推進

基本的方向２０：交通事故対策の推進

基本的方向１６：危機管理体制の充実

基本的方向１７：市民の情報収集力と行政の情報提供力の向上

△ 250人

基本的方向２６：医療体制・制度の充実

基本的方向２７：健康の維持と増進

基本的方向２１：防犯環境づくりの推進

基本的方向２２：教育環境の充実（地域資源を生かした学習環境の充実）

基本的方向２３：自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進

基本的方向２４：スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成

基本的方向２５：地域に根ざした高齢者福祉の推進

△ 2,661人

△ 2,135人
△ 1,991人

目標値：△ 250人

△ 3,000人

△ 2,500人

△ 2,000人

△ 1,500人

△ 1,000人

△ 500人

（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度）
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【具体的な施策の進捗状況】

《推進本部による内部評価（平成２８年度取組総括）》

　平成28年度における「総人口の５年間の増減数」の進捗状況としては，左記の表
及びグラフに示すとおり，微増ながら毎年，確実に目標値に近づいています。

　また，上記のグラフ及び次ページ以降のＫＰＩに基づく検証内容に示すとおり，Ｋ
ＰＩについては，他の基本目標と比べ，数，バリエーションともに豊富なこともあ
り，どの施策が基本目標の達成に効果的であるかの判断が困難な側面もあるものの，
47指標中，29指標で実績値が現状値を上回っており，また，担当課による施策の進
捗状況についても，47施策中，35施策（75％）が「順調である」又は「概ね順調で
ある」との判断で，総体的にも概ね順調な進捗が図られていると考えられます。

　今後も進捗状況が低調な施策の底上げを図りながら，目標達成に向けて，引き続き
取り組んでいきます。

基本的方向３８：行政経営力の更なる強化（公共施設マネジメントの推進）

基本的方向３１：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
　　　　　　　　（交通網の整備）
基本的方向３２：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
　　　　　　　　（河川，公園・緑地，水道施設，下水道施設）
基本的方向３３：効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづく
　　　　　　　　りの促進（良好な住環境の創造・保全，秩序ある良好な土地利
　　　　　　　　用の促進）

基本的方向３４：平等で平和な社会の実現

基本的方向３５：男女共同参画社会の実現（女性の活躍推進）

基本的方向３０：整備優先度の高い道路の整備

基本的方向３６：多文化共生社会の実現

基本的方向３７：協働のまちづくり及び住民主体の地域づくりの推進

順調である【◎】

7 （15%）

概ね順調である【○】

28 （60%）

あまり順調でない【△】

11 （23%）

順調でない【×】

1 （2%）
基本目標2
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●

※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

△
危機管理部

(2015年度)

防災危機管理課

7
津波避難ビルの指定箇
所数（累計）

27箇所
27箇所 31箇所 あまり順調でない

△

危機管理部
都市整備部

(2014年度)
防災危機管理課
建築指導課

6

地区防災計画などが作
成された地域数（累
計）

1箇所
1箇所 7箇所 あまり順調でない

◎
危機管理部

(2015年度)

防災危機管理課

5
行政の防災事業や防災
体制の認識度

79％
83.8％ 90％ 順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１８：防災力・減災力の向上

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

(2015年度)

防災危機管理課

4

災害時要援護者に対す
る情報伝達手段（緊急
防災ラジオなど）の充
足度

0％
0％ 100％ あまり順調でない

3

平常時と災害時の情報
について，市民が「減
災プロジェクト」へ投
稿した件数

5,500件
6,120件 8,840件 順調である

△

危機管理部

担当部

担当課

◎
危機管理部

(2014年度)

防災危機管理課

1
鈴鹿市国民保護計画の
認識度

28％
36.9％ 60％ 概ね順調である

○
危機管理部

(2015年度)

防災危機管理課

2
職員メール訓練の回答
率

73.3％
84.5％ 95.0％ 概ね順調である

基本的方向１７：市民の情報収集力と行政の情報提供力の向上

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※

基本的方向１６：危機管理体制の充実

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

○
危機管理部

(2015年度)

防災危機管理課

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)
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既存の主な民間施設（商業施設等）
については，これまでに周知等を
行って指定の拡大に努めてきたが，
新たな指定は難しくなってきてい
る。

平成29年度から市独自の補助制度を
創設し，避難階段や避難スペースの
整備を対象に補助金を交付する。こ
れにより，津波避難ビルの収容能力
の向上及び指定の拡大を図る。

市の補助制度を有効に活用いただけ
るように，建設業者等に対して周知
を行う方針である。

実績値には，反映されていないが，
職員が地元と協働した取り組みを続
けている。

地区防災計画は，自治会単位や地区
単位ではなく避難所単位で策定した
ほうが実効性のある計画となるた
め，策定するにあたり，地元との協
議を積み重ねて行う必要がある。

地区防災計画などの策定には時間を
要するが，地域づくり協議会の活動
とも連携して取り組む方針である。

防災啓発や防災講演会を継続して行
うことが大切である。

幅広い年齢層を対象とした啓発を行
い防災意識の促進を図る。

パソコン等を用いた効果的な啓発資
料を利用して，少ない人員で啓発を
行い，人件費の削減を図る。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

最近は，高齢者でも操作が容易な携
帯電話が販売され，緊急地震速報や
津波警報をはじめ，市が配信する災
害・避難情報を受信できる「緊急速
報メール」が，申し込み不要で通信
料金も無料のサービスとして登場し
てきている。このように，進化を続
ける情報機器について調査研究を
行って，市民に災害情報を伝える有
効な手段について，検討を進める。

先進事例を参考に，緊急速報メール
の運用基準を定めて，効果的な運用
を図る。

災害時要援護者に緊急防災ラジオを
導入するには，費用負担をはじめ，
不聴エリアの解消など様々な課題が
ある。

減災プロジェクトの認知度と利便性
が周知されきれていない。

広報，ホームページや世代別の啓発
を行いスマートフォン端末での利便
さを前面に出して周知し利用者の拡
大を図る。

災害情報等の提供事業について，調
査研究を進める。

国際情勢や社会環境がますます変化
する中，様々な危機に対して適切に
対処できるよう，その体制を充実さ
せる必要がある。

鈴鹿市危機対策計画に基づく９の危
機対策マニュアルの内，１つ以上の
訓練を実施する。

訓練の結果検証において，必要な場
合は，個別危機対策マニュアルの改
訂を図る。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

基本的方向１６：危機管理体制の充実

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

近年の国際状況を鑑み，ミサイル攻
撃による避難に関する職員の手順等
の詳細について策定する。
市民の認知度が低い「国民保護」に
ついて，ホームページ等を利用し周
知を図る。

国民保護に関する訓練等を重ね，対
応等の検証をしていく。

昨今の国際情勢から，国民保護計画
の改訂が必要な場合は適宜対応を図
る。
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

◎
危機管理部

(2014年)
交通防犯課

14
人口1千人当たりの刑
法犯認知件数

14.19件
10.26件 11.35件 順調である

○
危機管理部

(2015年度)
交通防犯課

13
防犯団体結成数（累
計）

75団体
76団体 85団体 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２１：防犯環境づくりの推進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

◎
危機管理部

(2014年)
交通防犯課

12
高齢者交通安全教室の
参加者数

1,493人
2,214人 2,100人 順調である

△
危機管理部

(2014年)
交通防犯課

11 市内の交通事故総件数
6,428件

6,607件 6,200件 あまり順調でない

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２０：交通事故対策の推進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

△

消防本部

(2014年度)

消防課
中央消防署
南消防署

10

救急現場での心肺機能
停止症例に対する市民
による救命処置実施率

49.2％
47.2％ 60.0％ あまり順調でない

○

消防本部

(2014年度)

予防課

9
事業所などが実施した
消防訓練回数

925回
977回 1,075回 概ね順調である

○

消防本部

(2014年度)
消防課
消防総務課
中央消防署
南消防署
情報指令課

8
建物火災の通報から放
水までの平均所要時間

12分
10分56秒 8分 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向１９：消防力の向上と施設などの整備の推進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課
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自転車盗難，空き巣，忍び込み等の
犯罪発生率は，県内市では高率であ
ることから防犯設備の設置等の対策
が必要である。

平成29年度から31年度までの3箇年
で「防犯カメラ設置事業」を実施し
て，犯罪の抑止等に取り組む。

上記の「防犯カメラ設置事業」に取
り組むとともに，自転車盗の発生の
多い自転車駐車場について，安全対
策を進める。

自主防犯ボランティア団体の構成員
の高齢化が問題となっている。

各地域で，ボランティア団体の参加
者を募集していただき，構成員の若
返りを図る。

各地区の地域づくり団体の中の防犯
活動委員会等に，結成されていない
地域の防犯ボランティア団体の結成
を働きかけていく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

高齢者の関係する事故の割合が増え
ている。
交通教育指導員の更なる育成，醸成
を図る。

車の運転に自信のない高齢者に対し
免許の自主返納を促していく。

高齢者が関係する交通事故が増加す
る傾向であるため，高齢者対策を重
点に置いて，啓発活動に取り組んで
いく。

人身事故件数，負傷者数は減少の傾
向にあるが，物損事故件数が増加傾
向にある。

物損事故件数が増加しているため，
磨耗している区画線等を重点的に維
持していく。

物損事故件数が増加の傾向があるた
め，交通施設の整備を検討してい
く。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

（1）年々増加する救急需要に対応す
るため，収容所要時間の短縮等効果
的な方策を講ずる必要がある。
（2）市民による救命処置実施率向上
のため，救命講習の受講者数の増加
と講習時間等の調整が必要である。

（1）救急車の適正利用の啓発推進と
関係機関との連携を強化することに
より，市内病院への収容率を向上さ
せ，救急活動時間の短縮を図る。ま
た，救急救命士の養成と救急車の整
備を計画的に実施し，救急体制の強
化を図る。
（2）「市民救命インストラクター」
制度の拡充と救命講習内容の充実及
び講習時間の短縮化を図る。

　市民による救命処置実施率の増加
に向け，救命講習等の更なる普及拡
大に努める必要がある。また，救急
車の適正利用の啓発や救急救命士の
養成と救急車の整備を計画的に実施
し，救急体制の強化を図る。

（１）防火対象物等への立入検査及
び是正指導に取り組んでいるが，関
係者の法令等の認識不足により，違
反対象物が存在している。
（２）重大違反対象物を利用する市
民に対し十分な広報が行えていない
ことから，市民の安全を図るため，
更なる広報が必要である。

（１）違反処理規程の策定により，
防火対象物等の違反是正を徹底す
る。
（２）火災予防条例改正による公表
制度が施行され，重大違反の特定防
火対象物がホームページに公表され
ることから，市民への広報に努め，
利用者の安全を図る。

　違反対象物が存在することから，
立入検査と違反是正を徹底し，予防
広報を推進することで，市民の安全
を確保する。

（１）「消防力適正配置調査」の結
果から，消防力を強化し，早急に改
善する地域が存在する。
（２）老朽化した消防施設，消防団
施設が存在し，改修が必要である。
（３）耐震性防火水槽が未整備の箇
所が存在する。
（４）施設整備を行うには，財源の
確保が困難となっている。
（５）消防団をさらに充実強化し活
性化するための方策を講じる必要が
ある。

（１）「消防力適正配置調査」の結
果を踏まえ，人員配置を含め早急な
整備を推進する。
（２）老朽化した消防施設，消防団
施設を計画的に整備する。
（３）災害時の水利確保のため，計
画的に耐震性防火水槽を整備する。
（４）財源確保に努め，消防の連
携・協力等を検討し消防体制の強化
を図る。
（５）機能別消防団の導入などによ
り，消防団を充実強化する。

　成果指標の目標値達成に向け，概
ね順調ではあるが，施設整備，人員
配置，消防団の充実強化などが課題
となっているため，今後も継続して
消防体制の強化を図る。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

○

文化スポーツ部

(2014年度)

図書館

18
市民一人当たりの年間
貸出冊数

3.1冊
3.26冊 3.5冊 概ね順調である

○

文化スポーツ部

(2014年度)

文化振興課

17

市民が自ら参加した生
涯学習の講座での満足
度

94％
98％ 100％ 概ね順調である

○
文化スポーツ部

(2014年度)

文化振興課

16

鈴鹿市及び鈴鹿市文化
振興事業団，鈴鹿市芸
術文化協会が行う文化
事業への参加者数

26,781人
26,299人 30,000人 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２３：自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

○

文化スポーツ部

(2015年度)

文化振興課

15

地域ボランティアが，
主体となって企画，運
営する放課後子ども教
室，土曜体験学習の教
室数（累計）

7教室
7教室 11教室 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２２：教育環境の充実（地域資源を生かした学習環境の充実）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課
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2015年の現状値（2014年度末数
値）に比べると増加しているもの
の，2015年度末の数値（3.28冊）か
らは若干低下してしまっているた
め，再び増加へと転じさせれるかが
課題と考える。

読書離れが進む現状において，図書
館に親しみを持ってもらうために
様々な取り組みを行っているが，翌
年度も引き続き，鈴鹿市立図書館
サービス基本方針実施計画及び2016
年度に策定された第3次鈴鹿市子ども
読書活動推進計画に基づいた事業や
取り組みを効率的に実施していく。
特に不読率が高い若年層をターゲッ
トにしたイベントを開催し，図書館
への来館を促していく。

進捗状況は概ね順調である。今後に
ついては若年層をどのようにして図
書館へ関心を持たすかの取り組みを
中心に考えていきたい。

市民アカデミー「まなベル」の実施
主体である大学側は，若い世代の参
加を求めているが，実際の参加者層
は，高齢者がほとんどである。
成人式については，新成人による成
人式実行委員会の実行委員の応募が
少ないことや，成人式の開催場所で
ある鈴鹿市民会館の収容人数が限ら
れていることや，悪天候時の開始時
刻，周辺の警備，終了後の誘導につ
いて，見直す必要がある。

市民アカデミー「まなベル」につい
ては，中学生・高校生が参加しやす
い，興味を持ちやすい内容の講座も
提供していただけるよう，大学側へ
提案し，市のイベント等に積極的に
参加し，広報活動を実施する。成人
式については，会場の選定等にもよ
るが，市民会館で実施した場合，市
民ロビーや市民会館2階の展示室での
中継の準備や，悪天候時のマニュア
ルを作成する等，新成人による成人
式実行委員会での協議結果も尊重し
ながら，より安全な実施方法を検討
していく必要がある。

市内外の関係各機関と協議協力しな
がら，青少年育成，生涯学習の考え
を基に，市民アカデミー「まなベ
ル」，社会教育委員会，成人式，全
国大会等出場激励金事業をこのまま
継続していき，心豊かな人が育ち，
生涯にわたり主体的に学習に取り組
める環境を提供する。

　文化事業への参加者の絶対数は確
保しているものの，伸び率が頭打ち
となってきているのは，シアター事
業以外の文化事業への参加者が固定
化してきていることが原因と考えら
れる。

　シアター事業は引き続き魅力ある
コンテンツを開催するとともに，学
校等へのアウトリーチ事業を進め，
若い人の関心を得るようにしてい
く。

　効果をあげるのも大切であるが，
費用の圧縮を図るために指定管理者
への委託等を検討していく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

各社会教育関係団体への補助金につ
いては，青少年育成のために適切に
予算執行されるよう引き続き指導・
助言が必要である。
放課後子ども教室及び土曜体験学習
は，公民館等，地域の社会教育団体
に市が委託して実施しており，それ
ぞれの地域の理解と協力がないと増
設が困難である。

各社会教育団体には，助言・指導を
行うなど，連絡を密にし，団体の運
営，事業を適切に支援していく。
子どもの安全安心な居場所づくりと
次世代を担う人材育成に果たす放課
後子ども教室の意義や活動の様子等
について啓発活動を実施する。ま
た，放課後子ども教室増設に向け
て，積極的に公民館を中心に地域の
社会教育団体等へ事業内容の説明に
伺う。

放課後子ども教室及び土曜体験学習
は，国と県と市が1/3の負担で実施
している事業であり，国の予算に
よって事業費（補助金）は変化する
が，可能な限り，国・県の事業費に
係る補助金申請を実施していき，教
室の増加を図る。また，国は学校を
核として事業を展開しているので，
放課後子ども教室一体型の推進も含
め，教育委員会部局との連携強化を
進める。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

○

健康福祉部

(2014年度)

健康づくり課

23
一次・二次救急医療機
関の受入れ患者数

22,333人
21,380人 22,400人 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２６：医療体制・制度の充実

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

○

健康福祉部

(2015年度)

健康福祉政策課

22
生活支援コーディネー
ター数（累計）

0人
0人 29人 概ね順調である

○

健康福祉部

(2014年度)

長寿社会課

21

高齢者の在宅生活を支
えるための事業利用者
数

954人
973人 1,300人 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２５：地域に根ざした高齢者福祉の推進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

△

文化スポーツ部

(2014年度)

スポーツ課

20

運動施設及び学校体育
施設開放事業の年間利
用者数

920,000人
919,258人 950,000人 あまり順調でない

○

文化スポーツ部

(2014年度)

スポーツ課
国体推進課

19

市主催などの各種ス
ポーツ行事・教室など
への年間参加者数

37,000人
38,152人 38,000人 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２４：スポーツ（運動）を通じた豊かさの醸成

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課
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 救急医療機関の適正な受診方法，平
時からのかかりつけ医による健康管
理の必要性などについて，広報や出
前講座，各種健康診査時等において
消防本部と共に啓発を行い，医師会
等の協力も受けながら事業に取組ん
だ。今後は，高齢化率が進展し，地
域医療構想を受け在宅医療を必要と
する方の増加が想定できるので，救
急医療体制や適切な受診行動につい
て更なる周知が必要になる。

 高齢化率の進展や，地域医療構想を
受けることで，一次救急医療体制の
充実が必要になる。現在は，在宅患
者の救急受入れが中心となっている
が，今後においては，二次救急医療
機関からの回復期病床機能を担う後
方病床としての役割についても調整
し，現行の補助金の見直しなどを行
うことなどにより，医療体制の維持
を図っていく。

　高齢化率の進展に伴い，地域の医
療体制において，在宅で医療を受け
る人が増加することが見込まれる。
救急医療体制が維持できるよう地域
全体で支える仕組みが必要となるこ
とから，関係機関と連携をとりなが
ら引続き体制づくりに努める。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

介護保険法の改正に伴い，平成29年
度実施に向けて，以下の対応が必要
になる。
①新しい総合事業として，介護予防
事業内容を再構築し，移行実施す
る。
②医療と介護の連携体制を整備す
る。
③全市域をカバーする認知症初期集
中支援チームの設置。

①「生活支援サービス」，「集いの
場づくり」，「短期集中予防サービ
ス」を充実させ，提供するサービス
を多様化する。
②医療，介護，福祉といった多職種
の専門職の情報共有，課題研究する
会議を運営する。
③地域包括支援センター設置法人
に，認知症初期集中支援チーム設置
に向けた協議を行う。

介護保険法改正等，今後も様々な状
況の変化が想定されるが，単位施策
の目的である地域包括ケアシステム
の構築については，2025年を目途と
して，引き続きその取り組みを進め
ていく。

  第7期の介護保険事業計画における
介護保険料の負担や，鈴鹿亀山地区
広域連合における市負担金の増加傾
向が続くことから，介護保険制度の
信頼性の確保は重要であり，過不足
の無い介護や福祉の給付を，安定し
て提供できる体制の維持と，精査を
進めることが必要である。

　市内の4つの日常生活圏域における
地域包括支援センターや，各ケアマ
ネジャーと連携して，地域課題や個
別の問題把握と解決に取り組むため
に，在宅生活を支えるための制度運
用の見直しや，新制度の検討なども
含めて幅広く取り組むこととする。

　地域包括ケアの確立に向けて，市
内の4つの日常生活圏域における地域
包括支援センターや，各ケアマネ
ジャーと連携して，地域課題や個別
の問題把握と解決に取り組むため
に，在宅生活を支えるための制度運
用の見直しや，新制度の検討なども
含めて幅広く取り組むこととする。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

各運動施設の老朽化が進んでおり，
突発的な修繕等で施設を一時閉鎖せ
ざるを得ない状況が起こる。また，
屋外施設においては天候に左右さ
れ，特に河川緑地運動施設では台風
時の増水による災害復旧にて閉鎖と
なった。市立体育館は国体に関連し
大改修を行うが，改修による休館
（H30～H31年度）が長期となってし
まう。

国体を迎えることは三重県のみなら
ず鈴鹿市にとっても一大事業である
ため，無事に迎えられるよう，市立
体育館の改修を計画どおり進めてい
く。改修時の休館中においては，市
内の各屋内運動施設を有する機関・
企業へ協力を求めていく。他施設の
整備，修繕については，優先度等を
見極め，計画的に進めていく。

他の運動施設について，安全性を最
優先に緊急性が高い施設から整備，
修繕を行い，利用者が快適に利用で
きる環境を整えていく。

平成２３年８月施行のスポーツ基本
法に基づき，平成２４年３月にス
ポーツ基本計画が策定された。ス
ポーツ基本計画では，年齢や性別，
障害等を問わず，広く人々が，関
心，適性等に応じてスポーツに参画
することができる環境を整備するこ
とを基本的な政策課題としているこ
とから，今後も幅広い生涯スポーツ
の振興が必要であり，効率的な事業
の推進が求められている。

鈴鹿市体育協会をはじめとした各種
スポーツ関係団体との連携・協働に
より，生涯スポーツの振興を更に推
進する。

各種スポーツ関係団体等との連携・
協働により，生涯スポーツの振興を
推進するとともに，インターハイ，
国体に向けての準備を進めていく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

34



※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

○

環境部

(2014年度)
環境政策課
廃棄物対策課
開発整備課
清掃センター

28
ボランティア清掃支援
件数

234件
208件 260件 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２９：豊かな自然環境の保全

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

○
健康福祉部

(2014年度) 保護課
健康福祉政策課
保険年金課

27 新規生活相談受付件数
37件/月

37件/月 40件/月 概ね順調である

○

健康福祉部

(2014年度)

健康福祉政策課

26
「ふれあい広場鈴鹿」
への参加及び協力者数

5,083人
4,887人 5,500人 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２８：自立した暮らしの充実

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

○

健康福祉部

(2014年度)

健康づくり課
保険年金課

25
健康診査・検診・予防
接種の受診者数

156,887人
164,827人 172,500人 概ね順調である

◎

健康福祉部

(2014年度)

健康づくり課

24
健康教育・相談・指導
を受けた人数

45,547人
46,242人 50,000人 順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向２７：健康の維持と増進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課
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ボランティア清掃の支援件数は，前
年度比26件，約11％減少しており，
その要因としては，自治会などの対
象者へ対する周知が広く行き届いて
ないことも考えられる。

ボランティア清掃に関する広報への
記事掲載，テレビ放映など，様々な
媒体を活用した啓発を行う。また，
対象者についても，自治会やボラン
ティア団体に限らず，事業所などの
社会貢献活動を実施している組織へ
の支援を拡充していく。

ごみのポイ捨て禁止や自然を大切に
する考え方は，主に幼少期に醸成さ
れると言われているため，引き続
き，小学生を対象とした「ごみ博
士」などを通じて環境教育を実施
し，環境美化や自然環境保全の重要
性について啓発していく。また，成
人に対しては，環境意識の高揚を図
るためのボランティア清掃を積極的
に促進しながら，より効果的な施策
を検討していく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

多様な課題に対応するために，支援
方法も多様化させていく必要がある
が，十分な支援方法を確立していな
い。

他機関で受けた相談についても，情
報を得たら内容を確認し，可能な限
り支援に努めていく。

個別指標の数値は，概ね順調に推移
している。今後，課題解決策に沿っ
た形で業務を遂行し，目標の達成を
目指す。

社会環境の変化から，高齢者の介護
や児童等への虐待，生活困窮や社会
的孤立など，複雑，多様化する問題
や新たな課題が生じており，これら
に対して，地域を構成する様々な主
体が，それぞれの立場で地域福祉の
推進に取組むことが求められてい
る。

地域福祉を我が事として理解し，お
互い様の気持ちをもってこれを推進
するためには，いかに地域福祉に対
して関心を持ってもらうかが重要と
考えている。
市民の方はもちろんのこと，職員に
対しても地域福祉について考える機
会を設けていく。

地域福祉の推進は，一朝一夕で成し
うるものではなく，継続して取組む
ことで，波及，浸透していくもので
あると考えており，今後も引き続
き，その取り組みを行っていく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

 実績値は増加傾向にはあるものの，
出生数減少により妊婦健康診査や乳
幼児健康診査の受診者数は減少傾向
にある。母子保健事業への参加者数
は微増しており子育て世代への支援
に繋がっている。がん検診は，クー
ポン事業の縮小があり，受診者数に
反映する傾向があるが，国の新たな
がん対策の施策とされている精密検
診受診率の向上や検診の必要性など
についてのがん教育に取組むととも
に，市民自らの健康づくりへの意識
向上に繋がるような健康診査の推進
に努めていく。

 がん検診や精密検診，歯周病検診な
ど各種の健康診査や保健指導につい
ての必要性などを様々な場面におい
て丁寧に周知していくことで結果に
繋げていく。同時に受益者負担につ
いても理解が得られるように説明し
ていく。

 各種の健康診査や検診については，
限られた予算において事業が維持で
きるよう受益者負担についても検討
していく。

 実績値は，目標に向かって進捗して
いる。各種健康づくりに関する講演
会，教室，健診，予防接種などを通
じて自身の健康づくりについて「自
分で守る」意識が浸透してきている
結果となっている。一方，自身の健
康づくりに対して「無関心層」の存
在にも着目する必要性があり，今後
の健康づくりへの課題と認識し取組
みたい。

 無関心層に対して，健康マイレージ
に代表されるような健康に関して，
自分自身の振り返りから，健康づく
りへの意識の向上に繋がる様，「救
急・健康フェア」等の事業を実施し
ていく。

 健康づくりにおいて，無関心層への
働きかけは，将来の健康寿命の延伸
や医療費削減に繋がることから他部
署にも働きかけながら，健康づくり
への意識づけに繋がるように事業を
実施していく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

(2014年度末)

河川雨水対策課
土木用地課

32

堀切川流域の計画降雨
相当の大雨時における
浸水家屋数

188戸
175戸 40戸 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３１：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
　　　　　　　　（交通網の整備）

基本的方向３２：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
　　　　　　　　（河川，公園・緑地，水道施設，下水道施設）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※

×

都市整備部

(2014年度)

都市計画課

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

31
コミュニティバスの年
間利用者数

321,940人
269,524人 350,000人 順調でない

○

土木部

(2015年度)

道路保全課
土木総務課

30
舗装の陥没などに起因
する事故件数

4件
2件 0件 概ね順調である

○

土木部
都市整備部

(2015年9月現在)

道路整備課
土木用地課
市街地整備課

29
汲川原橋徳田線交差点
間の大型車の通過時間

2分42秒
2分37秒 1分15秒 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３０：整備優先度の高い道路の整備

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

担当部

担当課

○

土木部
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治水・浸水対策施設の整備には，長
い期間と多くの費用が必要である。
また，毎年，市内各地域から，治
水・浸水対策に関する多くのご要望
もいただいており，施設の排水能力
の改良整備と共に，既存施設の現有
する排水能力を１００％発揮する
為，適正な維持管理も極めて重要な
課題となっている。

市内各地域の様々な課題に総合的な
視点から対応する為，鈴鹿市総合雨
水対策基本計画に基づき，事業効果
の高い治水・浸水対策をより効率的
に推進していく。また，老朽化した
施設は，継続的に改築・更新をおこ
ない，浸水被害の軽減および治水安
全度の継続的な確保を図っていくと
共に，浸水対策施設に堆積する土
砂・立木等が流水阻害の原因とな
り，施設管理の遅れに起因する浸水
被害を発生させない様，その維持管
理を適切に実施していく。

現地の確認や調査の結果を基に，安
全性，緊急性，公共性 ，利便性など
を十分検討し，限られた予算の中
で，優先して取り組むべき内容の選
択をしながら，効率的かつ効果的に
事業を推進する。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

　コミュニティバスの年間利用者数
については，近年，年間約３２万人
で推移していたが，平成28年４月1
日からの運賃改定の影響もあり，利
用者数は，前年比で約５万人が減少
し，約２７万人となった。利便性の
向上を図り，利用者の回復に努める
必要がある。

　本市で開催されるバルーンフェス
タ等様々な交流イベントに参加し，
C-BUSを含む公共交通機関のＰＲや
公共交通の利用啓発を行っていく。
また，高齢者に向けてバスの乗り方
教室の開催や，鈴鹿大学の授業で，
本市のC-BUS等の利用促進等の課題
についての講義を計画しており，引
き続き利用促進に向けた啓発活動に
努める。

市民の移動手段として，既存の公共
交通機関の維持，確保を第一に取組
んでいる。C-BUSを含む公共交通機
関は，多くの方が利用されることで
存続していることから，今後も引き
続き，公共交通の利用者促進につな
がる活動を実施していく。C-BUSの
利用促進に繋がるような，ダイヤ，
運行ルートの調整を図る。

・道路パトロールや修繕を実施し，
適切に維持管理を行う。
・限られた予算の中で，地域に必要
な道路を緊急性・安全性など優先順
位を明確にしながら道路整備を行
う。

現地の確認や調査の結果を基に，安
全性，緊急性，公共性 ，利便性など
を十分検討し，限られた予算の中
で，優先して取り組むべき内容の選
択をしながら，効率的かつ効果的に
事業を推進する。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

・自治会要望やパトロールで発見し
た道路破損の対応については限られ
た予算，職員数で事故防止に向け迅
速に対応する必要がある。
・舗装維持管理計画に基づく修繕及
び橋梁の長寿命化計画に基づく改修
事業及び地籍調査等は，国の交付
金・補助金で実施しており，近年予
算要求に対し満額確保できないこと
から，年次計画どおり事業が執行で
きない。

地方道路整備事業については，社会
資本整備総合交付金の配分額が要望
額に対して低い年度があり，計画的
な事業推進に影響がある。汲川原橋
徳田線の２期事業着手について検討
が必要。
白子駅前広場整備事業については，
認可事業として事業終了となった
が，未買収箇所（歩道部分１件）に
ついて今後も交渉を継続していく必
要がある。

社会資本整備総合交付金及び新名神
スマートインターアクセス道路事業
費補助の予算確保，汲川原橋徳田線
の２期事業認可について，三重県と
の協議・調整を十分に行い，事業を
推進する。
未買収箇所の用地交渉成立のため，
これまでの課題を再整理するととも
に，交渉が成立した際に歩道部分の
整備がスムーズに執行できるよう関
係部署との協議に努める。

国の事業である新名神高速道路及び
国道23号中勢バイパスの2018年度供
用開始（予定）にあわせて進める必
要がある事業を着実に推進する。そ
の他の路線についても，財源を有効
に活用できるよう工法・工程等の調
整を効率的に行う。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

36
市街化区域内の宅地化
率

61.6％
62.3％ 64.0％ 概ね順調である

35 汚水処理人口普及率
91.5％

92.2％ 93.5％ 順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３３：効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの
　　　　　　　　促進(良好な住環境の創造・保全，秩序ある良好な土地利用の促進）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※

◎

上下水道局

33

深谷公園多目的広場と
箕田公園多目的運動広
場の土日祝日における
予約率

89％
88％ 90％ あまり順調でない

○
上下水道局

(2014年度末) 水道工務課
水道施設課
給排水課

34 老朽管更新率
15％

28.2％ 54％ 概ね順調である

△

都市整備部

(2014年度)

市街地整備課

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果) 担当課

(2014年度末)

基本的方向３２：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進
　　　　　　　　（河川，公園・緑地，水道施設，下水道施設）　　（つづき）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

(2014年度末)

都市計画課

下水道工務課
上下水道総務課
給排水課

○

都市整備部

担当部

担当課
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課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

水道施設については，現行の基本計
画に基づき，施設の更新に合わせ順
次耐震化を進めているが，水道管路
の整備更新による耐震化率の進捗
は，まだまだ低い水準である。

部局の方向性

長寿命化計画に基づき，効率的な公
園施設の予防保全型管理や更新をす
すめているが，国庫補助金交付額が
低下傾向にあり，市の予算も必要十
分な額を確保できていないため，計
画通りの整備が出来ていない。ま
た，深谷公園の多目的広場の土日祝
日における予約率が伸び悩んでい
る。

公園施設長寿命化計画において，更
新整備記録，遊具点検結果及び職員
による日々のパトロール結果を基
に，更新の優先順位を見直すととも
に，公園施設の予防保全型管理を
行っていく。また，深谷公園の予約
率向上のため，「広報すずか」に広
場利用の案内について掲載するな
ど，市民に広く周知し，利用促進を
図る。

パトロール等による公園施設の不具
合の早期発見と迅速な修繕を行い，
更新の優先順位を見直し，公園施設
の整備を行う。また，深谷公園の予
約率向上のため，広場利用について
市民に広く周知し，利用促進を図
る。

国庫補助事業を有効に活用するな
ど，可能な限り財源の確保に努め，
事業を促進する。

発生の可能性が高まりつつある南海
トラフ地震への対応に備え，主要な
施設の耐震化と管路の更新を着実に
進める。

財源確保が厳しい中，国は新設費か
ら改築・更新費に財源をシフトして
いく方向性を打ち出しており，今
後，新規整備の推進に支障をきたす
ことが考えられる。
また初期に供用開始した農業集落排
水施設は，２０年以上経過してお
り，老朽化が進んでいる。

計画的かつ効率的に公共下水道整備
を進めるには，更なる補助金の財源
確保とコスト縮減が重要である。ま
た農業集落排水施設の現状を把握
し，維持管理を効率的に行うために
機能診断調査の実施や最適化構想を
行い，長寿命化に向けた維持管理に
努める。

公共下水道事業については，早期未
普及解消に向けて効率的効果的な整
備を進めるとともに，災害に対する
施設の耐震化やマンホールトイレの
整備推進を図る。
農業集落排水事業については，施設
の機能診断を行い，ストックマネジ
メントの導入により適切な施設投資
を行い，維持管理費の削減・平準化
を目指す。

都市経営の観点からも，持続可能な
集約型の都市構造の構築を目指す上
で，既存市街化区域内の都市的土地
利用の促進は必須である。鈴鹿市都
市マスタープランの上位計画である
三重県都市マスタープランも改定の
時期を迎えており，社会情勢の変化
を踏まえながら，今後も，より効果
的で有効な土地利用の規制誘導に努
め，既存市街化区域内の土地利用の
促進を図るものとする。

回復の遅れる経済情勢に加え，沿岸
部の津波浸水想定区域における土地
取引の停滞等により，既存市街化区
域内の宅地化が全般的に鈍化傾向に
ある。単位施策の成果指標である市
街化区域内の宅地化率についても，
目標値を設定する際に計算した2016
年度の実績予想値に対し実績値が若
干下まわる結果が出ており，目標値
未達が懸念される。

本市の都市計画の基本方針である鈴
鹿市都市マスタープランの上位計画
にあたる三重県都市マスタープラン
の改定のため，都市の現状，都市化
の動向について，県が主体となり，
都市計画の基礎調査を行う。これに
合わせ，本市においても鈴鹿市都市
マスタープランの地域別構想や，立
地適正化計画等の策定について検討
を進める。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

○

地域振興部

(2015年4月1日現在)

男女共同参画課

40
審議会などにおける男
女比率の適正化

46.7％
50.0％ 70.0％ 概ね順調である

○

地域振興部

(2014年度)

男女共同参画課

39
男女共同参画意識の普
及度

62.4％
63.0％ 75.0％ 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３５：男女共同参画社会の実現（女性の活躍推進）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※

○

地域振興部

(2014年度)

人権政策課

38
隣保館，児童センター
事業などへの参加者数

55,261人
52,508人 57,000人 概ね順調である

人権政策課

37
啓発イベントの参加者
数

2,537人
4,005人 3,000人 順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※

◎

地域振興部

(2014年度)

基本的方向３４：平等で平和な社会の実現

担当部

担当課

担当部

担当課
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審議会等委員への女性の登用を推進
する事前協議システムが全庁的に徹
底され，基本となる女性委員の登用
率は増加してる。一方では，専門知
識を有する審議会等では，その分野
における女性の人材不足もあり，女
性委員の登用は増加しておらず，男
女比率の適正化に繋がっていない。

事前協議のように意思決定の場への
参画に対する組織全体の仕組みや意
識をかえることを発信していく。実
態を知るため企業の訪問調査や，啓
発事業をとおして，意思決定の場に
おける男女共同参画意識の普及促進
につなげる。

あらゆる分野において男女共同参画
が進み，男女がそれぞれの組織の構
成員としてともに参画し，責任を担
う社会づくりをめざしていく。

年間の各事業後のアンケート結果を
活用し，普及度を把握しているが，
事業への若年層の参加が少ないため
基礎データに20代，30代の本来の意
見が反映されていない。目標値に達
するまでの12ポイントについては，
その若年層への啓発が重要となる。

男女共同参画センターを拠点施設と
した市民の学習機会の充実を図る。
特に若年層のニーズを把握し，効果
的な事業を行い，男女共同参画の普
及促進につなげる。また，女性のた
めの相談事業を継続することによ
り，相談者自らが，固定的な性別役
割意識や，期待される女性観などの
内なる女性問題に具体的に取り組む
きっかけとなり，男女共同参画意識
の推進へつながる。

核家族化や家庭の形態が多様化する
中，若年層への普及啓発は必須であ
る。ニーズを把握するため，子育て
関連の所属と連携していく必要があ
る。また，相談事業においても，各
相談窓口や関係機関との連携を密に
していく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

隣保館は「啓発・福祉・交流」の拠
点として，より地域に親しまれる施
設となるよう努めており，近年は高
齢化の進展に伴い，健康・福祉等の
知識や情報について理解を深める場
としても年々重要性を増してきてい
る。児童センターは児童に健全な遊
びを提供し，健康を増進し，情操を
豊かにするため，子どもの居場所や
遊び場，交流の場として，年々その
役割は重要性を増してきている。な
お，両施設の老朽化等に伴う改修工
事や修繕の増加への対応も課題と
なっている。

各隣保館においては研修の参加によ
る職員個々のスキルアップを目指
す。また，各館の事業参加者が減少
している中で，事業の見直しや参加
者のニーズを調査し，これからの事
業に反映していく。施設の老朽化に
関しては，毎年実施する特定建築物
定期調査などや各館長からのヒアリ
ングを基に，各館の修繕や改修が必
要な箇所の洗い出しを行い，優先順
位及び費用対効果を考慮した計画的
な修繕・改修が実施できるよう努め
る。

施設の容量，職員数，予算等の制約
があり，事業の参加者数の大幅な増
加は困難であるが，事業内容等を工
夫しながら，幅広い年代のより多く
の人たちの交流の場となるよう図っ
ていきたい。引き続き，現状の利用
者数に応じた優先順位とするが，施
設修繕等で緊急性の高いものは優先
する。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

社会情勢の変化に伴い，新たな人権
問題が発生している現状に対応し，
人権・平和に関する啓発事業をより
一層の意識向上の機会とするため，
担当課からの情報発信だけでなく，
関係機関等からの情報発信や連携を
図る必要がある。

人権・平和に関する啓発事業に関係
機関等へ参加協力を促すことで，よ
り多くの情報提供を行い，広く市民
の関心を高め，積極的な参加に繋が
るよう取り組む。

継続して実施している人権・平和に
関する啓発事業について，市民ニー
ズや急激な社会情勢の変化に伴う新
たな人権課題にも対応できるよう，
人権尊重都市宣言・非核平和都市宣
言の主旨に基づき各啓発事業の実施
内容等の見直しを行い，参加者数の
増加，人権や平和への意識の高揚を
図る。

42



※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

○

地域振興部

(2015年度)

地域協働課

44

すずか市民活動情報広
場への登録団体数（累
計）

86団体
93団体 127団体 概ね順調である

△

地域振興部

(2015年度)

地域協働課

43
審議会などにおける公
募市民委員の登用率

2.8％
2.3％ 5.0％ あまり順調でない

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３７：協働のまちづくり及び住民主体の地域づくりの推進

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部

担当課

○
地域振興部

(2015年度)

市民対話課

42
啓発イベントにおける
参加者の理解度

89％
91％ 100％ 概ね順調である

○
地域振興部

(2015年度)

市民対話課

41
市民の多文化共生意識
の普及度

37％
44％ 70％ 概ね順調である

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３６：多文化共生社会の実現

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※

担当課

担当部
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・市民活動センターの設置について
は，鈴鹿市協働推進指針にも明記さ
れており，市民活動の更なる活性化
には不可欠な施設であるが，設置手
法については土地区画整理保留地活
用案の庁内検討に進捗が見られな
い。
・市民活動の活性化を目的に中間支
援NPOへの事業委託を続けている
が，組織体制が固まらないといった
課題がある。
・まちづくり応援補助金制度の実施
に伴い，市民活動団体登録数は増加
したが，行政が引き続き制度の実施
主体となるべきかについては課題と
考える。

・市民活動センターの設置を進める
にあたっては，公共施設等総合管理
計画の基本的な考えに則り，商業施
設の空きスペース活用など施設の保
有には拘らず検討を進める。
・市民活動の活性化には中間支援
NPOの存在が大きなウェートを占め
ることから，引き続き事業委託を通
した支援を続け，可能であれば，ま
ちづくり応援補助金の実施について
も委託できるよう検討を行ってい
く。

・まちづくりの柱の一つである市民
力の向上に向けた取組は大変重要で
あり，厳しい財政状況下ではあるが
市民活動センターの設置については
様々な手法での検討を続けていきた
い。同様に中間支援ＮＰＯの育成に
ついても課題はあるものの民に任せ
られることは民にの考えのもと，協
働して支援を継続していきたい。

・職員については，鈴鹿市協働推進
指針に示した協働の基本原則や考え
方について毎年段階を経て職員研修
を実施しているが，物理的に受講対
象者数が限られており，能動的な姿
勢の醸成が課題である。
・また，地域に対しても住民主体の
地域づくりを通して，市民同士，市
民と行政の協働の必要性について説
明する機会を持つが，例えば大規模
災害などを想定すると自助共助の必
要性の理解は容易である半面，
「個」を尊重するライフスタイルの
変化などから実践に向けた行動に
中々結びつかないことが課題であ
る。

市民参加による協働のまちづくりと
は，市民や行政といった多様な主体
が，お互いの信頼関係のもと，役割
と責任を分担して協力し合い，まち
づくりに取り組むことと，言葉では
簡単に表せ，理解も出来るのになか
なか行動に移せない。しかしなが
ら，住民が主体となって地域づくり
を進める取組を通しては，担い手や
協力者が増えていることも事実であ
ることから，今後においても，地道
ではあるが，研修や説明会，講演会
などを通じて，実践できる人材を増
やしていきたい。

個人団体など，すべての主体が自助
共助を実践することは一朝一夕に成
し遂げられることではないが，まち
づくり基本条例に掲げる，協働と市
民参加の考え方を，あらゆる機会を
通じて啓蒙啓発していきたい。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

　国際交流，多文化共生推進の重要
な拠点である（公財）鈴鹿国際交流
協会の事務所は，現在，別館第3にあ
るが，利便性が高く，活動のスペー
スを確保できるような場所への移転
が課題である。

　（公財）鈴鹿国際交流協会の事務
所移転は，適切な場所の選定等，調
査検討を進めていく。

　（公財）鈴鹿国際交流協会の事務
所移転は，適切な場所と時期を見据
えて調査検討を進めていく。また，
国際交流事業の情報を市民にわかり
やすく提供する。

　本市にはポルトガル語とスペイン
語の通訳を配置しているが，在住す
る外国人市民の多国籍化が進んでお
り，多言語対応が難しくなってい
る。

　すべての外国人の母語に対応する
ことは困難なことから，通訳等の行
政サービスのあり方を検討するとと
もに，やさしい日本語の充実と普及
に取り組む。

　本市に外国人住民が増え始めて30
年弱になるが，定住化に伴い外国人
市民を取り巻く環境や課題は変わっ
てきているため，状況に応じた多文
化共生事業を推進していく。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性
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※　順調である：◎，概ね順調である：○，あまり順調でない：△，順調でない：×

△
政策経営部

(2015年度)

行政経営課

47
公共建築物保有量（面
積）削減率

0％
0.36％ 1％ あまり順調でない

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果)

基本的方向３８：行政経営力の更なる強化（公共施設マネジメントの推進）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況※ 担当部

担当課

△

地域振興部

(2014年度)

地域協働課

46

公民館などで行ってい
る学習活動への年間参
加者数

300,000人
289,886人 310,000人 あまり順調でない

△

地域振興部

(2015年度)

地域協働課

45
地域づくり協議会の設
立数（累計）

14団体
21団体 29団体 あまり順調でない

(****年度) (2016年度) (2019年度) (担当課による検証結果) 担当課

基本的方向３７：協働のまちづくり及び住民主体の地域づくりの推進　　（つづき）

ＫＰＩ
（重要業績評価指標）

現状値 実績値 目標値 進捗状況
※ 担当部
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公共施設マネジメントの推進にあた
り，体制構築やデータの一元化が求
められており，市全体のマネジメン
トの方向性を決定し，体制構築を行
う必要がある。

公共施設マネジメント推進の方向性
に対応した体制構築を行う。また，
今後のデータ管理の効率化を図るた
め，管理システム導入の検討を行
う。

・公共施設の状況等について市民と
情報共有する。
・高度経済成長期に建設した公共施
設の老朽化が進行する中，維持保全
を中心した中期的な取組の方向性を
検討する。

課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
部局の方向性

　ソフト面では，利用者の減少が課
題。理由としては利用者及び講師の
高齢化傾向，公民館以外での生涯学
習の場の増加などが考えられる。
　施設面では，高度経済成長下で国
庫補助のもと次々に建設した施設の
老朽化対策，本課で言えば，ふれあ
いセンターを含め３１箇所の公民館
の維持更新が大きな課題である。本
市公共施設等総合管理計画では，保
有量と管理運営の適正化，長寿命化
の推進を基本的な考え方を謳うもの
の具体の対応は施設を保有する部局
任せとなっている。２０年以内に相
当数の施設が耐用年数を迎えること
への対処が課題である。

　成果指標である目標値の達成に向
け，公民館をこれまでの生涯学習の
場から発展させ，地域における人材
育成，地域づくりの場として地域づ
くりにつながる事業を展開してい
く。これには行政主導ではなく地域
に実践してもらう必要があるため，
公民館運営委員会が主体となって事
業運営を行うことができるように働
きかけを行っていく。
　施設管理については，所管課とし
ては老朽化の程度を適切に把握した
うえで長寿命化対策を施すと同時
に，中長期的な施設マネジメントの
最適化が図れるよう市としての方針
の作成に全庁的に取組んでいくこと
が必要である。

　ソフト面での利用者の増加に向け
ては，本市が進める地域づくりを通
して住民理解のもと活性化を図る。
　ハード面においては，公共施設等
総合管理計画の基本的な考えを踏ま
えたうえで，市議会からの「公共施
設マネジメントに係る政策提言書」
の戦略的なマネジメント体制の確立
を求める提言に応えるよう全市的な
課題として捉え，解決に向けた取組
を行う。

　本市が全庁体制のもと平成２９年
度末までに市内全地区で地域づくり
協議会を設立する取組については，
平成２８年度において新たに６地区
で設立がされ進捗率は46.7％となっ
ているが，計画に掲げた設立数には
届いておらず，最終年度である今年
度内の目標達成に向けて大きな課題
となっている。
　地域コミュニティの活性化を図る
ことを目的に自治会が取り組む集会
所建設等に対する補助金の交付につ
いては，一定のニーズはあるものの
制度存続の必要性には課題がある。
　自治会委託事務，地区市民セン
ターの運営については，自治会長へ
の事務委託やセンターそのものの在
り方について大きな見直し図る時期
にきているが，両方とも事務をお願
いしているのは各部署であることか
ら，市全体の課題であることを認識
する必要があると考える。

　住民主体の地域づくりを実現し，
市民力の向上を図るには，協議会の
設立と合わせ様々な制度の構築が求
められる。この施策の遂行に当たっ
ては全ての部局が果たすべき役割が
あることを認識した上で方向性を共
有し実践することが不可欠である。
このことを推進本部会議等でしっか
りと理解を深め，引き続き全庁体制
での取組として推進していく。
　自治会に対する補助制度について
は，補助金の一括化に合わせ整理を
行う。また，自治会委託事務及び地
区市民センターの運営の在り方の見
直しについては，組織内部に向け問
題提起し，自治会長やセンターへの
負担軽減無しには取り組みが進めら
れないことを訴えていく。

　地域づくりの推進は総合計画にお
いて自治体経営の柱に位置付けた施
策であり，真に全庁体制での取組が
不可欠と考える。また，自治会への
事務委託やセンターの在り方につい
ても同様であることから各部局の協
力を得ながら課題解決（仕組みづく
り）を推進する。

部局の方向性課題・懸案事項
翌年度の方向性，

課題解決のための方策
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