
平成 30年度

施 政 方 針

　平成 30 年度がスタートしました。
ここでは今年度の市政運営の 6つの
基本方針と主な施策について紹介し
ます。

市政運営６つの基本方針

鈴鹿市総合計画 2023 をスタ
ートさせてから、持続可能

で安定した行政運営を行っていく
ためには、何よりも将来を支える
人材を育成することが本市にとっ
て欠かせないものであると考え、
子育て・子育ちの取組や地域づく
りの取組には特に注力してきたと
ころです。
　平成 30年度には、日本の大動
脈と言われる新名神高速道路の三
重県区間が開通し、他の広域的な
幹線道路とつながることで中部国
際空港などの交通インフラとのネ
ットワークが拡充され、本市にと
っては、国内外を結ぶアクセスが
飛躍的に向上します。これらの優
位性や機会をしっかりと政策に結
びつけ、将来の世代が夢と希望で
満ち溢れるよう、子育て・子育ち
をはじめとする「人づくり」や本
市を支える産業基盤の拡充などに
一層取り組んでまいります。

1夢と希望を持って子育てができるまちに

若い世代にとって結婚、妊娠
・出産の希望をかなえにく

い状況から、晩婚化や晩産化が進
む中、子育てにおいても地域社会
におけるつながりの希薄化などの
さまざまな要因により、悩みや不
安を抱える方が増加しています。
　保育環境の整備や子育てに関す
る効果的な情報発信に向け、地域
や関係機関の皆さまと連携した普
及・啓発などにより、地域ぐるみ
の子育てを応援してまいります。
　また、子どもの発達障害への不
安解消などに対する取組をさらに
発展させ、結婚から妊娠・出産、
子育て期に至るまでの途切れない
支援を行っていくことで、夢と希
望を持って子育てができる環境を
より一層整備してまいります。

2未来を切り拓く子どもたちを育むまちに

社会や経済の環境が急激に変
化する中にあって、グロー

バル化に対応できる人材が求めら
れています。
　本市で生まれ、育っていく子ど
もたちが、時代の変化に柔軟に対
応し、自らの未来を切り拓くため
のさまざまな能力や資質を備える
ことができるよう、学力向上を図
るほか、コミュニティスクールを
はじめとする地域ぐるみの取組に
より、子どもたちの「知」「徳」「
体」を育む良質な学習環境を整備
してまいります。
　また、児童・生徒数の地域的な
偏在が課題となっていることから
、昨年度策定を進めてきた「鈴鹿
市学校規模適正化・適正配置に関
する基本方針」を地域の皆さまと
共有しながら、将来的な課題への
対応を検討してまいります。

3誰もが生涯にわたり活躍できるまちに

超高齢社会への対応も大きな
課題である中、本市は高齢

化のピークが比較的遅いため、今
後も長期的に老年人口の数、割合
がともに増加することが予測され
ます。
　地域住民の方々をはじめ、多様
な主体の方々が参画し、つながり
を育む「地域共生社会」の実現に
向け、今後も地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた医療と介護の連
携体制や、障がい者の社会参加の
促進、健康づくりの取組を発展さ
せるなど、全ての市民の皆さまが

4産業のさらなる発展と交流が拡大するまちに

日

、生まれ育った
地域の中で、自
分らしく生きる
ことができるま
ちをめざしてま
いります。

本の労働、雇用のあり方が
問われている今、本市の活

力を支える産業の維持、発展のた
めには人材の育成、確保は重要な
課題となってまいります。
　新名神高速道路三重県区間の開
通に伴い、近畿圏と中部圏のつな
がりが強まり、人の交流や物流が
より活発になることから、周辺地
域の効果的な土地活用を図り、企
業誘致や雇用の促進につなげてま
いります。
　また、本年の全国高等学校総合
体育大会をスタートとして大規模
なスポーツイベ
ントに向かって、
スポーツによる
交流の拡大にも
取り組んでまい
ります。

▲ネクスコ中日本 提供

5安全・安心を実感できるまちに

全国各地で大規模な自然災害
が発生しているほか、世界

的なテロや弾道ミサイルの脅威な
どの危機が続く状況において、市
民の皆さまの生命・財産を守るた
め、迅速かつ適切に対処できる危
機管理体制の確立に向け、絶えず
見直し、充実を図ってまいります。
　消防・救急については、より機
動的に行動できる体制の整備を、
また交通安全・防犯については、
事故や犯罪の起こりにくい環境の
整備に取り組んでまいります。
　さらに、市民の皆さまによる自
助・共助の取組拡充も欠かせない
ため、相互に連携できる体制づく
りにも取り組んでまいります。

6 市民力・行政力の高いまちに
合計画 2023 を中心に行政
評価、予算、行財政改革、総

にいまるにいさん

および人事評価を総合的に連携さ
せたトータルマネジメントシステ
ムを推進し、職員力、組織力の強
化を図ってまいります。
　また政策の推進と実現には、行
政力に加え、市民の皆さまによる
自治力、いわゆる市民力の向上が
欠かせません。
　このため、めざすべき本市の未
来を共有しながら、市民の皆さま
による主体的な地域づくりへの支
援をはじめ、本市に対する愛着と
誇りの形成とともに、市民力、行
政力が発揮できる自立したまちづ
くりを進めてまいります。
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総合計画２０２３前期基本計画の柱
に沿って、重点的に取り組む主な事
業を紹介します。

❶大切な命と
暮らしを守るまち 

すずか
＜南海トラフ地震対策＞
「収容避難所等の整備方針」に伴
う
●備蓄物資の計画的な配備
●電源の整備
＜消防・救急対策＞
災害時における
●市民のバイク隊による消防団の
組織化

▲防災ボランティアバイクチーム「ライドエイド」

＜交通安全・防犯対策＞
高齢運転者の交通事故防止、外出
支援について
●「運転経歴証明書」交付手数料
の全額助成
●「運転経歴証明書」の所持者な
どを対象にＣ-ＢＵＳ運賃の割
引
防犯対策として
●近鉄三日市駅と千代崎駅周辺に
防犯カメラの設置
●近鉄白子駅西エリアの自転車駐
車場の増設など

▲近鉄白子駅西第 3 自転車駐車場完成予想図

❷子どもの未来を創り
豊かな文化を育むまち

すずか
＜出産支援＞
●不妊治療に要する費用の一部助
成
＜子育て支援＞
集団への適応が困難な児童のス
ムーズな就学に向けた
●集団適応健診（5歳児健診）を
全ての対象年齢児童に実施
病後児保育や一時預かり保育の受
入れを行う子育て支援の拠点施設
となる
●西条保育所の 2020 年開園を目
標とした建築工事を開始
＜教育支援＞
●教育ＩＣＴ環境の整備
パーソナルロボットを活用した
●プログラミング教育の実践 な
ど

＜スポーツ施設の整備＞
「三重とこわか国体」の開催時期
を見据えた
●ＡＧＦ鈴鹿体育館（鈴鹿市立体
育館）の大規模改修
●市立テニスコート照明のＬＥＤ
化改修工事の実施

❸みんなが輝き
健康で笑顔があふれるまち

すずか
＜地域包括ケアシステムの構築＞
医療、介護などの専門職の連携支
援として
●（仮称）鈴鹿市在宅医療・介護
連携支援センターの開設
●認知症初期集中支援推進事業の
実施
＜健康づくりへの参加促進＞
健康づくりの取組をポイント化す
る
●健康マイレージ事業の実施
＜障がい者の社会参加＞
障がい者雇用の創出に向けた
●農福連携事業所に対する農業技
術の指導などを行うジョブト
レーナー養成と派遣の支援
●障がい者の就労マッチング　な
ど

▲就労マルシェの様子

❹自然と共生し
快適な生活環境をつくるまち

すずか
＜清掃センター改修対策事業＞
●基幹的設備の改修
＜市内幹線道路の整備＞
●汲川原橋徳田線の 4車線化の
計画的な推進

＜広域的な幹線道路開通に向けた取組＞
新名神高速道路三重県区間、中勢
バイパスの開通、（仮称）鈴鹿パー
キングエリア　スマートインター
チェンジの設置に伴う
●開通イベントの開催
●周辺アクセス道路の整備　など

❺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
＜（仮称）鈴鹿パーキングエリア
スマートインターチェンジの完
成に伴う地域の活性化＞
●本市地域資源をＰＲするギャラ
リーの設置
●企業誘致や新たな雇用創出を見
据えた有効な土地利用への支援
＜雇用経済対策＞
●本市に移住した若年者を雇用す
る企業への移住費用（一部）の
助成　など
＜シティセールス＞
近鉄白子駅改修に伴い、駅舎壁面
や階段を活用した
●地域資源のＰＲ
●都市イメージの効果的な発信
広域観光や外国人観光客の拡大を
図り
●三重県や近隣市町と共同で、来
訪者の動向を把握する人流解析
調査の実施
＜モータースポーツ振興＞
今年 30回目を迎える「鈴鹿Ｆ１
日本グランプリ」を始めとした
●主要なレース時におけるプロ
モーションイベントの実施
●モータースポーツフェスティバ
ルの開催　など

❻市民力、行政力の
向上のために

＜国際親善＞
友好都市ル・マン市の関係者を招
聘し
●親善事業の実施
＜公民館改修工事＞
●牧田公民館改築事業
●深伊沢公民館のトイレ改修工事
＜地域づくり＞
●市内全域での地域づくり協議会
設立に向けた支援の推進
●地域の継続的な活動の支援

　本市が、持続的かつ安定的に
力強く成長していくために、今
何を為すべきかを常に考えなが
ら、将来の「人づくり」を中心
に政策として打ち出し、予算編
成を行いました。
　今年は総合計画 2023 の 3年
目を迎え、これまで推進してき
た政策がより多くの成果として
実を結ぶよう取り組んでまいり
ます。引き続き、市民の皆さま
並びに市議会の皆さまのご理解
とご支援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、全文ではあ

りません。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。


