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　このたび、市民の皆さまの負託を受け、3期
目の市政運営を担わせていただくこととなりま
した。
　時代は「平成」から「令和」へと移り、新た
な時代を迎える中、本市の将来に向けた礎を
着実に築くべく、一層気を引き締め市政運営
に臨んでまいります。
　本格的な少子高齢社会を迎える中におい
ても、市民の皆さまがいつも笑顔で暮らせるよ
う、市民サービスの向上に向け、全力でまい進
してまいります。

◯大切な命と暮らしを守るまち　すずか
◯子どもの未来を創り　豊かな文化を育
むまち　すずか
◯みんなが輝き　健康で笑顔があふれる
まち　すずか
◯自然と共生し　快適な生活環境をつく
るまち　すずか
◯活力ある産業が育ち　にぎわいと交流が
生まれるまち　すずか

◯市民力、行政力の向上のために

施政方針
市民の皆さまが笑顔で
住み続けることができ、
選ばれる鈴鹿市を目指します。

将来都市像を支えるまちづくりの柱

自治体経営の柱

　3期目がスタートした末松市長が、令和元年6月
市議会の開会にあたり、施政方針を述べました。
　ここでは、5つの「将来都市像を支えるまちづく
りの柱」と、その推進を支える「自治体経営の柱」
ごとに、取り組んでいく施策を紹介します。
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◆自助、共助、公助による防災・減災施策を充
実します。
◯地域づくり協議会をはじめとした市民の皆
さまとの協働による、各地域の災害特性に
応じた地区防災計画の策定
◯津波浸水予測区域内の津波避難ビルの指
定や、さまざまな防災協定の締結
◯鈴鹿市総合雨水対策基本計画に基づき、
流域の保水・遊水機能を活用しながら、浸水
リスクの高い地区から計画的に整備　など

◆消防・救急体制の強化に取り組みます。
◯消防署の充実を図りながら、民間との連携
も進め、消防・救急体制をさらに強化

◆犯罪の起こりにくい安全・安心なまちづく
りのための環境整備を進めます。
◯自治会管理の防犯灯の適切な維持管理、
道路照明灯や集落間における通学路の防
犯灯の設置
◯鈴鹿市防犯カメラの設置及び運用に関する
条例に基づく防犯カメラの設置、活用　など

◆交通安全対策への取り組みを進めます。
◯多発する交通事故を未然に防ぐため、
「ゾーン30」の取り組みを拡充
◯運転免許証返納者へのコミュニティバス
乗車運賃の割引きなど、高齢運転者の交
通事故の抑止　など

◆多様化する子育て支援や保育ニーズへの
対応を進めます。
◯現在整備中の西条保育所を公立保育所の
拠点として位置づけ、新たに病後児保育や
一時預かり保育サービスを実施
◯公立保育所での土曜日の一日保育に向け
た体制の整備
◯ＩＣＴ化を進める私立保育所などの取り組
みを支援、公立保育所でのＩＣＴ化による安
全・安心な保育環境の整備
◯就学前の外国人児童に対する支援の充実
◯子ども医療費の現物給付について、0歳児
から3歳児に加え、新たに4歳児から6歳児
までの児童に対象を拡大　
◯本格的にすべての満5歳児を対象に、集団
適応健診を実施するとともに、臨床心理士
等の支援や第二療育センターの設置により
健診後のフォロー体制を充実　など

◆子どもたちが楽しく快適に学べるよう、学習
環境の整備を進めます。
◯学校でのICT環境の整備
◯公立の小・中学校に加え、公立幼稚園でエ
アコンを整備
◯公共施設マネジメントの考え方に基づき、
施設の大規模改修や長寿命化を計画的か
つ効率的に実施　など

◆健康寿命の延伸につながる運動機会の提供
などに取り組みます。
◯令和3年度開催の「三重とこわか国体・三重
とこわか大会」に合わせ、広くスポーツに親し
んでいただける機会を創出　など

◆高齢になっても住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができる環境を整備します。
◯住まい、医療、介護、介護予防や生活支援
を一体的に享受することができる、地域包
括ケアシステムの推進
◯加齢に伴う運動機能などの低下に対す
る適切な支援を行う「フレイル予防」など、
高齢者の介護予防に向けた取り組みの
充実
◯認知症サポーターのさらなる養成をはじめ、
地域で高齢者を見守ることができるよう体
制を構築　など

◆心身ともに健康で自立して暮らしていける
よう、生涯を通じた健康づくりのための取
り組みを進めます。
◯生活習慣病の予防により健康寿命の延伸
を図ることを目的とした、健康マイレージ事
業などの取り組みの推進　など

◆一人ひとりの生命を守る医療体制の充実
を図ります。
◯関係機関との連携による救急医療体制な
ど、医療環境の整備
◯医師や看護師など医療人材の安定的確保
の推進　など

◆障がい者の方が、いきいきと自立した生活を
過ごすことができる社会の実現を目指します。
◯障がい者雇用の促進に向け、農福連携事
業や就労マルシェなどの取り組みを推進
◯手話を使用しやすい環境を整備するなど、
障がい者の方の社会参画を推進　など

◆快適な生活環境を維持していくため、
　社会的な持続性の構築を進めます。
◯食品ロスの問題について、啓発活動とあ
わせて、家庭内での削減に向けた取り組
みを推進
◯民間の交通事業者との連携、道路ネット
ワークなどとの整合を図りながら、コミュ
ニティバス路線を含め、総合的な公共交
通体系の構築を推進　など

◆市民生活の基礎となる道路などの都市基
盤整備を計画的に進めます。
◯中勢バイパス鈴鹿・津工区と新名神高速
道路三重県区間の開通に伴う優位性を
生かすため、周辺地域の土地利用計画を
検討
◯周辺アクセス道路の整備や汲川原橋徳田
線などの整備による市街地からの高速道
路網へのアクセス向上を図り、企業立地
の促進や雇用の創出、定住人口の拡大な
どを推進
◯鈴鹿四日市道路や鈴鹿亀山道路の早期
整備に向けて、関係機関への働きかけを
強化
◯鈴鹿市上下水道事業経営戦略に基づく
経営の安定化と老朽管の更新、計画的
な施設の整備・維持に向けた取り組みの
推進　など

大切な命と暮らしを守るまち　すずか 子どもの未来を創り
豊かな文化を育むまち　すずか
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◆自助、共助、公助による防災・減災施策を充
実します。
◯地域づくり協議会をはじめとした市民の皆
さまとの協働による、各地域の災害特性に
応じた地区防災計画の策定
◯津波浸水予測区域内の津波避難ビルの指
定や、さまざまな防災協定の締結
◯鈴鹿市総合雨水対策基本計画に基づき、
流域の保水・遊水機能を活用しながら、浸水
リスクの高い地区から計画的に整備　など

◆消防・救急体制の強化に取り組みます。
◯消防署の充実を図りながら、民間との連携
も進め、消防・救急体制をさらに強化

◆犯罪の起こりにくい安全・安心なまちづく
りのための環境整備を進めます。
◯自治会管理の防犯灯の適切な維持管理、
道路照明灯や集落間における通学路の防
犯灯の設置
◯鈴鹿市防犯カメラの設置及び運用に関する
条例に基づく防犯カメラの設置、活用　など

◆交通安全対策への取り組みを進めます。
◯多発する交通事故を未然に防ぐため、
「ゾーン30」の取り組みを拡充
◯運転免許証返納者へのコミュニティバス
乗車運賃の割引きなど、高齢運転者の交
通事故の抑止　など

◆多様化する子育て支援や保育ニーズへの
対応を進めます。
◯現在整備中の西条保育所を公立保育所の
拠点として位置づけ、新たに病後児保育や
一時預かり保育サービスを実施
◯公立保育所での土曜日の一日保育に向け
た体制の整備
◯ＩＣＴ化を進める私立保育所などの取り組
みを支援、公立保育所でのＩＣＴ化による安
全・安心な保育環境の整備
◯就学前の外国人児童に対する支援の充実
◯子ども医療費の現物給付について、0歳児
から3歳児に加え、新たに4歳児から6歳児
までの児童に対象を拡大　
◯本格的にすべての満5歳児を対象に、集団
適応健診を実施するとともに、臨床心理士
等の支援や第二療育センターの設置により
健診後のフォロー体制を充実　など

◆子どもたちが楽しく快適に学べるよう、学習
環境の整備を進めます。
◯学校でのICT環境の整備
◯公立の小・中学校に加え、公立幼稚園でエ
アコンを整備
◯公共施設マネジメントの考え方に基づき、
施設の大規模改修や長寿命化を計画的か
つ効率的に実施　など

◆健康寿命の延伸につながる運動機会の提供
などに取り組みます。
◯令和3年度開催の「三重とこわか国体・三重
とこわか大会」に合わせ、広くスポーツに親し
んでいただける機会を創出　など

◆高齢になっても住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができる環境を整備します。
◯住まい、医療、介護、介護予防や生活支援
を一体的に享受することができる、地域包
括ケアシステムの推進
◯加齢に伴う運動機能などの低下に対す
る適切な支援を行う「フレイル予防」など、
高齢者の介護予防に向けた取り組みの
充実
◯認知症サポーターのさらなる養成をはじめ、
地域で高齢者を見守ることができるよう体
制を構築　など

◆心身ともに健康で自立して暮らしていける
よう、生涯を通じた健康づくりのための取
り組みを進めます。
◯生活習慣病の予防により健康寿命の延伸
を図ることを目的とした、健康マイレージ事
業などの取り組みの推進　など

◆一人ひとりの生命を守る医療体制の充実
を図ります。
◯関係機関との連携による救急医療体制な
ど、医療環境の整備
◯医師や看護師など医療人材の安定的確保
の推進　など

◆障がい者の方が、いきいきと自立した生活を
過ごすことができる社会の実現を目指します。
◯障がい者雇用の促進に向け、農福連携事
業や就労マルシェなどの取り組みを推進
◯手話を使用しやすい環境を整備するなど、
障がい者の方の社会参画を推進　など

◆快適な生活環境を維持していくため、
　社会的な持続性の構築を進めます。
◯食品ロスの問題について、啓発活動とあ
わせて、家庭内での削減に向けた取り組
みを推進
◯民間の交通事業者との連携、道路ネット
ワークなどとの整合を図りながら、コミュ
ニティバス路線を含め、総合的な公共交
通体系の構築を推進　など

◆市民生活の基礎となる道路などの都市基
盤整備を計画的に進めます。
◯中勢バイパス鈴鹿・津工区と新名神高速
道路三重県区間の開通に伴う優位性を
生かすため、周辺地域の土地利用計画を
検討
◯周辺アクセス道路の整備や汲川原橋徳田
線などの整備による市街地からの高速道
路網へのアクセス向上を図り、企業立地
の促進や雇用の創出、定住人口の拡大な
どを推進
◯鈴鹿四日市道路や鈴鹿亀山道路の早期
整備に向けて、関係機関への働きかけを
強化
◯鈴鹿市上下水道事業経営戦略に基づく
経営の安定化と老朽管の更新、計画的
な施設の整備・維持に向けた取り組みの
推進　など

みんなが輝き  健康で
笑顔があふれるまち　すずか

自然と共生し  快適な
生活環境をつくるまち　すずか
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◆新名神高速道路鈴鹿パーキングエリア・
スマートインターチェンジの開通を機に
市内全域の活性化を進めます。
◯周辺地域の区画整理事業などの支援や新
たな企業誘致の促進による、安定した産業
構造の構築に向けた取り組みを推進　など

◆将来的な労働力確保に向けての取り組み
を進めます。
◯鈴鹿市雇用促進連携協議会の場を活用し、
労働力確保に向けた取り組みを推進
◯ものづくり産業の人材育成に向けて、市内
高等学校における工業課程設置に向けた
取り組みを推進　など

◆農林水産業において、生産基盤の維持、
強化を図ります。
◯新規就業者の確保や育成、優良農地の確
保、農地の利用集積を推進 など

◆集客交流の拡大に向けての取り組みを進
めます。
◯鈴鹿パーキングエリアの商業施設「ピット スズ
カ」において、地域資源を効果的・効率的に発信
◯モータースポーツのさらなる振興に向け、主
要なレース時にプロモーションイベントなどを
実施　など

◆鈴鹿市人権擁護に関する施策基本方針
に基づき、多様な人権課題の解消に向け
た取り組みを推進
◆男女共同参画社会の実現に向け、ＳＵＺＵ
ＫＡ女性活躍推進連携会議において、取り
組みや進捗状況を共有しながら、女性の活
躍を積極的に支援
◆国際理解を深めるため、ル・マン市などの
友好都市等と国際交流を図るなど、多文
化共生社会の実現を推進
◆地域づくり協議会における取り組みの活性
化を積極的に促進し、新たな地域課題に対
して、協働と対話により的確に対応できるよ
う、本市にふさわしい仕組みを構築
◆地方創生の実現や「ＳＤＧｓ」、いわゆる持
続可能な開発目標の視点からの取り組みを
進めるため、効率的な行政経営を推進
◆財政の健全化を引き続き進めるため、市
税収入や新たな財源確保に努め、メリハ
リのある予算編成を実施
◆財政の平準化を図りながら、優先順位を決
めた上で計画的に整備を進めていけるよう、
公共施設マネジメントの取り組みを一層推進

活力ある産業が育ち
にぎわいと交流が生まれるまち  すずか  市民力、行政力の向上のために

　本年度は、鈴鹿市総合計画2023後期基本計画を策定する一年であり、令和2年度
から令和5年度までの4年間の施策を新たに計画してまいります。
　市民の皆さまが笑顔で住み続けることができ、選ばれる鈴鹿市を目指して、また、基礎自
治体としてさらに発展していけるよう、本市のポテンシャルを生かしながら、今後も、市民の
皆さまとの協働を進め、市議会の皆さまとの活発な議論を通じて、「住みよい 鈴鹿づくり」
を共に実現してまいりたいと存じます。
　皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※この施政方針は概要です。全文は市ホームページ
（市長のページ＞施政方針）でご覧いただけます。
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