
　「第五幕」序章�
　市長に就任して、すでに２年と10カ月

が過ぎ、任期も残すところ１年余となり

ました。�

　この間、わたしは「対話と信頼」をテー

マに、「車座懇談会」を全地区で開催し、

市民の皆さまの生のお声をお聞きし、ま

た、３つの「戦略会議」を設置して、有識

者から今後の市政への提言も頂戴し、

これらを市政運営の拠り所として、市民

の皆さまのご理解とご協力の下、本市

の安定した持続的な発展に向け、懸命

にまちづくりに取り組んでまいりました。�

　このような中、昨年末には市民の皆

さまも待望の新庁舎が完成し、平成18

年の幕開けとともに本庁舎での業務を

開始することができました。開庁以来、

多くの市民の皆さまが訪れていただい

ており、徐々に新庁舎に慣れ親しんで

いただいているように感じます。�

　この新しい環境の下、平成18年度か

らは、本市にとりまして「第五幕」と呼ぶ

べき第５次総合計画がスタートいたし

ます。�

　これらを契機に、新たな鈴鹿市づく

りのため、意を新たにして「市民が主役」

の行政サービスを展開いたします。�

�

　みんなで築く鈴鹿夢プラン�
　さて、昨年来、わが国の経済は、緩や

かながらも着実に成長を続けており、

先月の政府月例経済報告では、景気

の基調判断を上方修正するなど堅調

に回復しております。中でも、わが国の

経済を牽引する中部圏が、中部国際空

港の開港や「愛・地球博」の開催、さら

には自動車産業の空前の好景気により、

「元気な」そして「活気ある」様相を呈

しております。�

　しかしながら、経済情勢の好転は、

業種や企業規模などにおいてその度

合いがそれぞれ異なり、特に、本市の

大部分を占める中小企業においてはま

だまだ厳しい状況にあります。そのため、

市民生活でもこれを身近に実感するに

はいたっていないのが現状であります。�

　また、国財政は、公債依存度が高い

ことから極めて厳しい状態に変わりは

なく、そのため、国の「平成18年度予算

編成の基本方針」では、引き続き歳出

削減と構造改革をさらに推し進めよう

としており、地方自治体を取り巻く環境

は依然厳しい状況にあります。�

　さらに、日本の人口は、少子化と相まっ

て、平成16年度をピークに減少時代に

入ったと推定されており、これから、いよ

いよ未曾有の社会現象に遭遇すること

になります。�

　このような状況から、今後は、「市民

が主役」「活性化」「少子化」「行財政改

革」の視点を踏まえた行政運営をしな

ければならないと考えます。�

　その意味から、平成18年度から平成

27年度までを計画期間とする「第５次

鈴鹿市総合計画」を「みんなで築く鈴

鹿夢プラン」と名付け、「市民一人ひと

りが夢や生きがいをもって安心して暮

らせるまち　すずか」という将来都市像

を達成するための施策を力強く推進し、

市民の皆さまや本市を訪れていただき

ます方に、「住みよいまちだ」と感じてい

ただける鈴鹿づくりを進めます。�

�

　鈴鹿ブランドとシティセールス�
　まちの活力は、その基本構成要素で

ある「人」、すなわち「市民」の力による

ものであります。�

　市民の力こそが、まちの活力の源泉

であります。従いまして、人口減少社会

に入った今、活力の源泉となる人口確

保のための政策が重要となります。�

　そのようなことから、全国の中には北

海道や長野県飯山市など、団塊世代

の定住化を目的とした施策展開をする

地域もありますが、人口移動の先例を

見ますと、人は、快適性や利便性を含

む都市の魅力により、定住地を決定す

るように考えられます。�

　国の平成18年度予算編成方針で、

「個性と工夫に満ちた魅力ある都市と

地方」の創造が重点分野として挙げら

れておりますのも、都市の魅力と競争

力を高めるのが重要であるとの意味が

込められたものと理解しております。�

　「平成の大合併」は、県内の自治体

の構図を大きく変貌させ、近隣に人口

30万人前後の大きな都市を出現させ

ました。今後、これらの自治体は、人口

規模に合った積極的な都市づくりを展

開するものと予想されます。一方、周辺

市町との合併を選択しなかった本市は、

これらの自治体の間に埋もれることなく、

活力ある都市としてその存在を明確に

するため、これまで以上の努力が必要

になってまいります。�

　本市の名誉市民であります、故本田

宗一郎氏は、「鈴鹿の道は、世界に通ず」

と言われました。この言葉どおり、幸い

にも「鈴鹿」という呼称は、今や世界に

通ずるものとなっており、これを活用す

ることが重要であります。そのためには、

まず「鈴鹿」を、安全性、快適性、利便

性に対する信頼の証とするとともに、「鈴

鹿」独自の文化を創造し、それらを「鈴

鹿ブランド」として確立し、発信・定着

させることが大切であります。それが、

わたしに与えられた大きな使命の一つ

であり、これからは、これに努力を傾注

いたします。�

　「鈴鹿ブランド」の確立は、定住人口

の確保のみならず、将来の本市の発展

に欠くことのできない資源、例えば、集

客交流人口の確保や企業誘致などの

ほか、あらゆる「人」「モノ」「財」「情報」

などの資源の獲得に優位な状況をつく

り出すことを可能とするものであります。

また、「鈴鹿ブランド」の確立と併行して

推進すべきものがシティセールスであ

ります。�

　今年の秋ごろには、「鈴鹿」ナンバー

が導入されます。この好機を活用し、

信頼性と独自文化に裏打ちされた本�
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川岸市長は、平成18年3月市議会定例会の開会（3月3日）にあたり、施政に対する所信を次のように述べました。�



異業種の交流、外国人住民と地域住

民とが共に暮らしやすいまちづくりを

地域ぐるみで推し進めるための交流な

どに取り組んでまいります。そして、この

ような交流機能を高めるための都市基

盤施設の整備など、良好な住環境の創

造を図ります。�

　五つ目は、「子育て支援に関する事

業」であります。�

　少子高齢社会に突入した今、均衡の

とれた都市づくりを行う上で重要な、

市民が安心して生活できる基礎として

の「子育て支援」を、生み育てやすい地

域社会づくり、子育て家庭への支援強化、

子育て支援環境の整備、また、教育環

境の整備として施策を推進し、充実い

たします。�

　六つ目は、「高齢者の活用を図るた

めの事業」であります。�

　生活文化や地域文化の伝承、企業

への支援活動、また、地域福祉活動など、

元気ではつらつとした高齢者の方々や

団塊世代の方々の豊富な知識・技術・

技能・経験を活用し、地域の魅力づく

りや、本市の強みであるものづくり、観

光といった面の振興に資する施策に取

り組んでまいります。�

�

　「選択」と「集中」、そして次代への飛躍�
　新庁舎の完成により、平成18年度は、

本市が内外から注視を浴びる年であり

ます。そのため、職員の意識改革を重

点的に行いますとともに、人事評価制

度の導入に着手し、さらには、組織改革

と人員配置の検討を進め、効率的でス

リムな自治体をめざした行財政改革計

画を着実に推進することで、常に市民

満足度の向上を追求する行政組織へ

と変革いたします。�

　一方、限られた資源を有効に活用す

るため、次代を先読みした市民ニーズ

を捉え、「本市」についての分析と「本

市を取り巻く環境」についての分析に

より、客観的な本市の「強み」と「弱み」

を把握し、市民が理解しやすい形での

事業の「選択」と「集中」を明確にいた

します。�

�

　以上の方針のもと、大きな社会変革

の時期にはありますが、市民の皆さまと

力を合わせ、快適で安全で安心な暮ら

しができるまちづくりを進めることで、名

実ともに20万都市として、さらに飛躍で

きるようにしたいと願っております。�

　市民並びに議員各位のご理解とご

協力をお願い申し上げます。�

場づくりをめざします。�

�

　戦略的・重要事業�
　以上に申し上げました「鈴鹿ブランド」

「シティセールス」「交流」「市民との協

働」を横断的なキーワードとして、今後

３年間の戦略的・重要事業を「実施計

画」としてまとめました。�

　まず一つ目は、「自然災害対策に関

する事業」であります。�

　引き続きの安全対策ですが、基本的

な市民ニーズであり、自然災害全般に

おける「安全都市」としての評価が得ら

れるよう、災害時の対応力や市民の防

災力の強化、建築物などの耐震化促

進などの重点投資を行います。�

　二つ目は、「不法投棄対策と環境づ

くりのための事業」であります。�

　良好な生活環境の維持は、安全で

快適な市民生活の確保のみならず、定

住人口や集客交流人口の確保には欠

くことのできない重要な要件であります。

そのため、不法投棄に対する監視力を

高め、適正な循環型社会の実現に向

けた施策の推進、並びに、地球温暖化

の防止策を進めます。また、鈴鹿ナンバー

の導入を機に、クリーンエネルギー車

の普及を促進します。�

　三つ目は、「市民との協働のための

事業」であります。�

　市民の意識は、これまでの「依存型」

から「発言型」「行動型」へと変化し、市

政のさまざまな分野で市民と協力しな

がら施策を推進するという本来の地方

自治が浸透してまいりました。地域に

住むすべての個人や団体、企業と行政

が、自己決定・自己責任の原則に基づ

いて常に協働し、産業、福祉、教育文化

活動など多岐にわたって活力ある社会

を形成するという「地域の自立」時代

を迎えております。「行政主導型の社会」

から「住民自治社会」への転換により、

市民と行政が互いに目標と理念を共

有し、一丸となってまちづくりを行えま

すよう、地区市民センターと公民館の

一元化による効果的、効率的運営や、

市民参加条例の制定など、環境整備、

条件整備を行います。�

　四つ目は、「交流機能を高めるため

の都市基盤施設の整備に関する事業」

であります。�

　キーワードとしての「交流」でも申し

上げましたが、本市の活性化と振興の

ため、さまざまな交流施策を展開いたし

ます。特に、海に関わる営みをする方と

森林に関わる営みをする方の交流や、�

市の個性ある魅力を全国、時には世界

に向けて発信し、「人、モノ、財、情報・・・」

といった資源獲得のための環境をつくり、

市民が誇れるまちづくりに取り組みます。�

�

　交流�
　日本独自の文化も、有史以来、朝鮮

半島や中国などのアジア地域、または

欧米との交流の中ではぐくまれてまい

りました。同様に、本市独自の文化やブ

ランドもまた、他との交流を通じること

による独自文化の再認識や融合により、

形づくられるものだと考えております。�

　また、交流は、地域に活性化をもたら

すものでもあります。�

　交流には、市民と市民による交流の

ほか、産と産による異業種交流や、産学

交流、集客交流など多様な形態があり

ます。�

　また、海外都市交流の面では、シティ

マラソンを通じて、新たにギリシャのマ

ラトン市とも交流が始まるなど、交流の

きっかけもさまざまであります。�

　本市の地理的な優位性といった強

みを活かすためにも、多様な形態、多

様な機会をとらえた交流が活発に行わ

れるよう、仕組みづくりを行ってまいり

ます。�

�

　市民との協働�
　「市民が主役」の持つ意味は、単に

市民の目線で行政サービスを行うかど

うかだけではなく、市民自らが汗を流し

て鈴鹿づくりを行うことをも意味するも

のであります。特に、独自の文化は、市

民の中から創られるものであります。�

　「みんなで築く鈴鹿夢プラン」は、こ

の点を強調した理念により策定されて

おり、市民が活発に活動していただけ

る環境整備を進めます。�

　中でも、「団塊」と言われる世代の多

くの方が退職の時期を迎える2007年

問題が、社会的に大きな話題となって

おります。企業などにとりましては、貴重

な経験に基づく豊富な知識や技術、技

能の伝承において、大きな課題を抱え

込んでいることは、想像に難くありません。�

　しかしながら、こうした知識と技術力、

人間力を有する元気な世代の方が定

職を離れて市民生活を送られることは、

まちづくりにとりましては、またとないチャ

ンスであります。そのため、市民との協

働をより一層推進し、このような世代の

方を含め、豊富な知識や経験を活かせ

る方、また、鈴鹿づくりにしっかりとした

意欲のある方が輝きを放ち、活躍する�
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