
人　口

１　現状　　
○人　 口　１１，０９５人（男性　５，６０５人　　女性　５，４９０人）　
○世帯数　４，５５３世帯

平成29年9月末　住民基本台帳

平成３０年7月発行桜島地区地域カルテ

【地区旗】意味

意匠〔桜と鷹〕

地区地図 旗
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２　人口推移
○市内地区別の人口増加率

2007年度　→　2017年度

2012年度　→　2017年度
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2017年度　地区別の年少人口（15歳未満）割合

2017年度　地区別の老年人口（６５歳以上）割合

3



2017年度　地区別の６５歳以上の高齢者１人を支える生産年齢人口

2017年度　地区別の７５歳以上の高齢者１人を支える１５～７４歳人口
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３　人口推計
○市全体

● 今後30年間の人口予測（市全体の総人口と人口構成）

○桜島地区

※2015年までは国勢調査結果による
※2030年からは全国小地域別人口推計システム　URL　http://arcg.is/1LqC6qN
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作成者　青山学院大学　井上孝　氏）

※実線グラフは，2015年までの国勢調査結果による３区分人口。点線グラフは，2010年の国勢調査

結果を基にした社人研による2015年以降の将来推計人口より作成した３区分人口
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子ども・教育

１　小学校　普通学級児童数推計（平成29年10月時点）
○桜島小学校

資料：教育政策課

２　中学校　普通学級生徒数推計（平成29年10月時点）
○白子中学校

資料：教育政策課

○教育・文化分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者206人

学校教育活動や地域の子育て活動に参加している
市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

20.0%
11.0% 14.6%

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

幼児教育の充実 0.48 23 0.49 16

小中学校教育の充実 0.68 6 0.45 21

高校・大学・専門学校教育の充実 0.47 24 0.25 36

幼稚園，学校等における安全対策 0.43 27 0.35 28

生涯学習の充実 0.46 25 0.39 26

人権教育の充実 0.54 16 0.44 22

※児童・生徒数推計について

・2012年及び2017年３月末時点の住民基本台帳人口，社人研が公表している出生率

（2020年１．５４，2025年以降１．５１）を使用して２０年後までの人口試算

・小学校は2023年度まで，中学校は2029年度までの児童生徒数については，

すでに生まれている０歳か ら１３歳児（現中学２年生）までの実数を考慮した推計に置換
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環　境

１　ごみの不法投棄件数推移

資料：廃棄物対策課

２　環境に関する苦情件数（平成28年度）

資料：環境政策課

３　地域での市管理地（市道等）清掃美化活動支援件数（平成28年度）

資料：廃棄物対策課
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４　空家件数と空家率（平成28年度）

資料：住宅政策課

○環境分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者208人

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

25.0%
9.0% 16.1%

ごみの減量化など資源の有効活用に意識的に取り
組んでいる市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

75.0%
61.0% 61.6%

地域で行う海岸清掃活動などの美化活動や自然環
境保全活動に参加したことがある市民の割合

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

自然環境の保全 0.58 12 0.59 10

農地の保全 0.53 17 0.57 11

生活排水の処理による水質の保全 0.52 19 0.61 8

公園や緑地など緑の豊かさ 0.70 5 0.72 4

まち並みや景観の保全 0.41 30 0.47 20

ごみの減量化や再資源化 0.73 4 0.7 6

省エネや再生可能エネルギーの促進 0.24 38 0 44
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安全・安心

１　旭が丘交番　刑法犯総数推移

資料：交通防犯課

２　人身事故件数推移

資料：交通防犯課

３　救急出動件数推移

資料：消防本部
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４　消火栓数（平成29年4月1日現在）

資料：消防本部

５　自主防災組織　組織率（平成29年4月末現在）

資料：防災危機管理課

○防災・安全分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者206人

交通事故防止に意識的に取り組んでいる市民の割
合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

90.0%
68.1% 74.9%

地域で実施する各種見守り活動に参加している市
民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

20.0%
6.2% 12.8%

市全体
75.0%

39.5% 47.7%

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区

不測の事態に備えて，日常的に災害などに関する
情報を得る手段を確保している市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

95.0%
54.8% 61.6%

災害に対する備えを自発的に行っている市民の割
合

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

自然災害からの安全性確保（防災・減災対策） 0.03 46 -0.04 48

暴力や犯罪などからの安全性確保（防犯対策） 0.06 44 0.15 38

交通安全確保 0.11 42 0.14 40

公害，防疫等危機管理体制の充実 0.49 22 0.61 9

火災予防，消防体制の充実 0.80 3 0.79 3

救急体制の充実 0.59 11 0.55 13
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福祉・医療

１　要介護認定者数（平成29年9月末）
○市全体

○桜島地区

資料：長寿社会課

２　認知症高齢者数（平成29年9月末）

資料：長寿社会課
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３　医療費（市全体）
○医療費の推移

資料：保険年金課

○年代別医療費（平成28年度）

資料：保険年金課

○後期高齢者医療　市全体の医療費及び被保険者数の推移

資料：福祉医療課
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４　地区社会福祉協議会　活性化事業の内容（平成29年度）
事業名 事業内容

庄野

飯野

一ノ宮

地区内の一人暮らし等の高齢者へ民生委員に
よる手作り弁当の配布を行い、見守り活動の
充実をはかる。

地域活動拠点ふれあいハウス「絆」の見学と
その運営方法等の話を聞く。

玉垣地区在住の高齢者の方を対象に演技や演
奏を鑑賞したり、健康相談を行なった。

地域の一人暮らし高齢者及び委員が回想法を
体験し交流することにより住民との信頼を深
め高齢者の健康増進、地区社協の活性化を図
る。

高齢者見守りの際、暑中見舞いとしてハンド
タオル、年賀としてフェイスタオルを配布す
る。

一人暮らしの高齢者を招いて様々なレクリ
エーションを楽しみ民生委員とボランティア
による手作り料理を食べながら歓談する。

地域住民の親睦を目的に町民会議や関係諸団
体と協働して餅つき（無料でのふるまい）を
行い、地域内の交流を深める事業を実施す
る。

保育園や老人・障害福祉施設に入所されてい
る方を訪問し、カラオケや合唱などの楽しい
時間を共有することで、参加者が活力が持て
るように企画した事業を実施する。

子育てサロン　年10回　高齢者サロン　年6
回　児童工作教室

江島・白子地区にお住いの70歳以上の方を対
象に健康増強と豊かで自主的な生活の育成助
長を目的として南部地域包括センターから講
師を招き介護予防教室を実施する。

介護施設見学と介護保険制度の利用の理解。
石薬師地区ふれあいフェスティバルでの健
康・介護保険相談コーナー設置と参加者への
健康チェックと認知症簡易テストの実施。高
齢者の地域行事参加の促進。

H29年度「災害ボランティア」について。

地区内の一人暮らし高齢者を見守り訪問する
際、毎月1本づつ乳酸菌飲料を配布する。

敬老の日を祝して地域の高齢者に楽しく過ご
してもらう。（民舞踊・園児の遊戯・抽選会
等）

高齢者タオル配布事業

栄

天名

合川 合川地区敬老会

天名グランドゴルフ大会

地域活動拠点を知る

玉垣地区敬老会

社会福祉協議会研修並びに高齢者の集い

地区名

国府

加佐登

牧田

石薬師

白子

稲生

箕田

玉垣

参加者に公民館講座生によるコーラスや踊
り、地元園児・児童による出し物を楽しんで
もらう。

天名地区の皆さんを対象とした心身健康増進
と親睦を兼ね、懇親グランドゴルフ大会を行
う。

一人暮らし等高齢者手作り弁当

①おせっかい支えあいマップの改訂

②敬老の集い

見守りネット（乳酸菌飲料）補助

高齢者と料理を楽しむ会

飯野地区餅つき大会

以前に作成した「おせっかいマップ」を全面
見直し改訂作成する。

飯野地区福祉施設合同ふれあい大会

地域活性化事業

介護予防教室

石薬師地区社会福祉協議会活性化事業

　地区社会福祉懇談会
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資料：健康福祉政策課

● 保健・福祉・医療分野の市民満足度
（平成26年度新たな中・長期的計画策定のための市民アンケート結果より）

資料：健康福祉政策課

地区名 事業名 事業内容

深伊沢

鈴峰

庄内

椿

庄内地区在住の85歳以上の高齢者を招待し
て、敬老事業を行った。昼食は手づくりちら
し寿司。

いきいき長寿お祝い会

一人暮らし高齢者の集い

社協だよりの発行及び地区社協共催事業

椿地区社会福祉活性化事業
広報誌の発行、福祉懇談会の開催、一人暮ら
し高齢者及び要援護者、地域ボランティアへ
の御礼

西部包括支援センターによる振り込め詐欺の
講座、小学生との交流、警察署の高齢者の交
通事故についての講話。

社協だよりを発行し回覧。地区社協共催事業
（バス研修）に多く参加いただき交流を深め
た。

○民生委員の定数

地区民児協名 行政区 民生委員児童委員 主任児童委員 計 地区民児協ごとの計

国府 国府 18 2 20 20

庄野 11 1 12

加佐登 9 1 10

石薬師 13 1 14

井田川 4 1 5

牧田 牧田 26 2 28 28

飯野 飯野 24 3 27 27

河曲 16 1 17

神戸 10 1 11

一ノ宮 一ノ宮 24 2 26 26

箕田 8 1 9

若松 16 1 17

玉垣 玉垣 20 1 21 21

桜島 玉垣 15 1 16 16

白子 白子 52 5 57 57

栄 栄 20 3 23 23

稲生 17 2 19

天名 3 1 4

合川 6 1 7

久間田 4 4

椿 3 1 4

深伊沢 4 1 5

鈴峰 6 1 7

庄内 6 1 7

335 35 370 370

南部 30

西部 27

13地区民児協・計

北西 41

河曲神戸 28

東部 26
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○保健・福祉・医療分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者204人

39.5% 44.3%

健康維持増進のために意識的に体を動かしたり，
規則正しい食生活を行っている市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
市全体

玉垣地区 市全体

43.9% 53.2%

65.5% 66.1%

65歳以上の高齢者のうち，地域の活動に参加して
いる市民の割合

実績値（2016年度）

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

実績値（2016年度）

66.0%

70.0%

75.0%

玉垣地区 市全体
目標値（2023年度）

目標値（2023年度）

玉垣地区

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

健康づくり事業の充実 0.54 15 0.48 17

子育て支援の充実 0.43 28 0.32 32

高齢者福祉の充実 0.10 43 -0.01 45

介護サービスの充実 0.03 47 -0.03 47

障がい者の自立支援や社会参加 0.00 48 -0.07 49

医療体制の充実 0.13 40 0.11 42
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文化・スポーツ
○指定文化財一覧

資料：文化財課

○スポーツ活動団体

・桜島地区スポーツ交流会
・桜島地区ボーリング大会
・バレーボール ・野球
・卓球 ・空手
・ダンス ・サッカー
・バトミントン ・ソフトボール
・バスケットボール

資料：スポーツ課

○スポーツ分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者206人

市全体
35.0%

24.8% 30.7%

地域の芸能や祭りを含む芸術・文化活動，生涯学
習活動に参加している市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

40.0%
28.1% 31.9%

名称

桜島地区スポーツ振興会

他15団体

活動内容

スポーツ（運動含む）をしたり，観戦やボランティア
の形でスポーツに関わっている市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

芸術・文化の振興 0.42 29 0.31 34

文化財の保全，伝統芸能の継承 0.46 26 0.47 19

スポーツの振興 0.61 8 0.51 14

指定区分 名称 概要

市指定有形文化財 吉澤桜島碑記 玉垣村の灌漑・開墾の経緯と様子を詳述した碑文
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産業・観光

○産業・観光分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者200人

市全体
95.0%

91.9% 90.7%

鈴鹿市産の食料品を普段から意識的に購入してい
る市民の割合

実績値（2018年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

75.0%
65.7% 64.5%

日用生活品を主に市内で購入している市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

農林水産業の振興 0.55 13 0.39 25

地産地消の推進 0.60 9 0.55 12

商業やサービス産業の活性化 0.33 35 0.4 24

企業誘致の推進 0.06 45 0.03 43

中小企業の活性化 -0.20 50 -0.22 51

労働環境の充実 -0.36 52 -0.24 52

観光振興による地域活性化 0.21 39 0.18 37

モータースポーツの振興による地域活性化 0.68 6 0.71 5
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暮らしの利便性

○都市整備分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者200人

その他

○その他分野の市民満足度（総合計画２０２３策定時の市民アンケート結果より）
※全回答者1,580人のうち，玉垣地区の回答者163人　順位は，53項目中における満足度順位

○総合計画２０２３における現状値と目標値　※全回答者1,867人のうち，玉垣地区の回答者200人

地域の課題解決に向けて，自ら取り組んだり，自発
的に活動に参加している市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

50.0%
5.7% 13.7%

日用生活品を主に市内で購入している市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

95.0%
91.9% 90.7%

主に利用する日常の移動手段を使って目的地へ思
い通りに移動できている市民の割合

実績値（2016年度） 目標値（2023年度）
玉垣地区 市全体

92.0%
87.7% 85.8%

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

買い物の便利さ 1.01 2 0.87 2

公共交通機関の便利さ -0.24 51 -0.11 50

生活道路の便利さ 0.59 10 0.5 15

幹線道路の便利さ 0.41 32 0.34 29

道路や公共施設のバリアフリー化等 -0.36 53 -0.52 53

雨水排水施設の整備（河川改修等） -0.04 49 -0.01 46

公園・広場などの整備・便利さ 0.41 31 0.12 41

水道水の安定供給 1.14 1 1.17 1

項目
玉垣地区の
満足度評価

玉垣地区の順位
（全53項目中）

市全体の
満足度評価

市全体の順位
（全53項目中）

男女共同参画の実現 0.38 34 0.33 30

人権の尊重 0.50 21 0.63 7

国際交流，多文化共生社会の推進 0.51 20 0.47 18

高度情報化時代への対応 0.40 33 0.32 33

情報発信の充実 0.55 14 0.4 23

住民参加によるまちづくりの充実 0.30 37 0.32 31

市民活動の支援 0.52 18 0.37 27

近隣市町との連携強化 0.31 36 0.25 35

市外における知名度の向上 0.13 41 0.15 39
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今後の桜島地区（まちづくり情報）

　

●

●

●

●

　まちづくり全体にかかる基本方針です。

まちづくりに関す
る方針

まちづくりの視点（鈴鹿市まちづくり基本条例より）

　市民，市議会及び市は，すべての人の人権を尊重するとともに，
次の視点を大切に考え，まちづくりを行うものとします。
(１) 健康に暮らすことのできるまち
(２) 安全及び安心を実感できるまち
(３) 地域コミュニティが充実し，豊かな人間関係が育まれるまち
(４) 互いの文化的違いを認め合う多文化共生のまち

人権に関する方
針

人権尊重都市宣言

　すべての人が人として尊ばれ，基本的人権が保障された明るく住
みよい社会の実現は，私たちの強い願いです。
　しかし，現実の社会においては，依然として様々な人権侵害の事
象が存在しており，今こそ市民一人ひとりが力をあわせ，人権が尊
重される住みよい鈴鹿市を築かなければなりません。
　よって，私たちは，自らの人権意識を高め，人権尊重の輪を広げ
るために，ここに鈴鹿市を「人権尊重都市」とすることを宣言しま
す。

男女共同参画に
関する方針

男女共同参画都市宣言

　自然の恵みと伝統や文化に育まれたまち，人々の絆に支えられ
た，活力に満ちたまち，このまちを愛し，未来に向けて歩むわたし
たちは，性別にかかわらず，男女があらゆる分野において個性と能
力を十分に発揮し，夢を持って暮らせるまち「鈴鹿」の実現をめざ
し，ここに「男女共同参画都市」を宣言します。

協働に関する方
針

鈴鹿市協働推進指針

【協働】
　市民や行政といった，まちづくりの担い手である多様な主体が，
まちづくりに関する共通の目的を持ち，その実現に向け，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。
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●

(1) 地域づくりに関する方針

市が策定した計画等において，
　①各地域に向けて取り組もうとしていること
　②各計画の目標達成に向けて，住民の皆さんや
　　　地域（地域づくり協議会）と協働で取り組もうとしていること
は，次のとおりです。

地域福祉方針 第２期鈴鹿市地域福祉計画

　だれもが地域とつながりをもって安心して心豊かに暮らせるよう
に，市民と地域福祉に関わる団体，事業者，市・関係機関等がそれ
ぞれの立場で主役となって参加し，協働で地域にあった福祉をつく
る。

【地域づくり協議会に期待する役割】
◆　民生委員・児童委員による地域の見守り活動を支援する体制づ
　くり。（福祉部（地区社協）の設立等）
◆　気づいた福祉課題に対し，地域で取り組む体制づくり。
　　　（福祉部（地区社協）の役割を機能させる等）

（福祉課題の例：一人暮し高齢者が地域とつながりを持つようにす
　　　　　　　　る取組，子どもの登下校時の交通安全の取組，不
　　　　　　　　審者から子どもを守る取組，ごみ屋敷の住人への
　　　　　　　　働きかけの取組等）

鈴鹿市高齢者福祉計画

　高齢者が健康で生きがいをもって暮らせるよう，ボランティア活
動など高齢者の活躍の場づくりを通じて，生きがいづくりにつなげ
るとともに，地域包括ケアの担い手としての役割の発揮を促す。
　また，地域の中で，高齢者を見守り，支えられるよう，多様な主
体による生活支援サービスを促す。

【地域づくり協議会に期待する役割】
◆　高齢者の日常生活全般を支えていくため，地域ケア会議などの
　場を通じて，さまざまな問題への対応を図るとともに，支援のた
　めの最適な体制づくりをおこなうこと。
◆　要支援者など支援の必要な人に対し，介護予防と合わせた生活
　支援サービスをできる限り身近な地域で提供するため，住民活動
　やボランティア活動も含めた，多様な主体による多様な生活支援
　サービスの提供体制をつくること。
◆　地域の中での介護予防事業やサロン活動，見守り支援活動。
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●

● 交通安全対策
方針

鈴鹿市交通安全計画より

◆交通事故が起きにくい環境をつくるために
　◎地域ぐるみの交通安全対策の推進
　　　　これまで以上に地域住民に交通安全対策に関心を持っても
　　　らい，当該地域における安全安心な交通社会の形成に，自ら
　　　の問題として積極的に参加してもらう必要があります。

健康づくり方針 鈴鹿市健康づくり計画

　市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むとともに，それ
らを家庭，地域，行例など社会全体で支援する仕組みなどを掲げ，
市民が『すこやかに　ずっと笑顔で　かがやいて』過ごすことを目
指す。

【基本理念】
　　本計画は，市民がすこやかにずっと笑顔でかがやいて，より
　活力のある生活をしていくための指針となるものであり，
　すべての市民が，自らの健康づくりに取り組めるよう，家庭や
　地域，学校，職場，そして行政が一体となり，市民の
　健康づくりにつながる社会環境を目指す。

■分野別健康づくりの取り組み
　◎栄養・食生活「たのしく，みんなで，バランスよく」
　　・　地域行事や学校の中で食育に取り組もう
　　・　一緒に食べることができる場をつくろう（地域の仲間，
　　　公民館活動，老人会，自治会，地区行事など）

　◎心身活動・運営「無理なく，いつまでも，つづけよう」
　　・安全に遊べる場，運動できる環境をつくろう
　　・高齢者も含めて，参加しやすい地域活動の機会をつくろう

　◎こころの健康・休養「こころを休めて，リフレッシュ」
　　・子どもの育ちを支援する環境をつくろう
　　　　（サークル，ボランティア，仲間づくり）
　　・子どもの心の健康に関心をもちサポートする体制を整えよう
　　・仲間をつくろう
　　・地域の人とつながりをもとう

　◎たばこ「たばこについての正しい知識を持とう」

　◎アルコール「アルコールについての正しい知識を持とう」

　◎口腔・歯の健康「楽しく話そう，おいしく食べよう」

　◎健康管理「健康づくりは意識から。
　　　　　　　　　　　　　　　　　自分の体をチェックしよう」
　　・自治会などの小集団を中心に健康に関する情報を発信しよう
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● 子どもの健全育
成等の方針

第３次子どもの健全育成推進基本計画

【基本理念】
　　家庭，学校，地域，関係機関・団体による健全育成ネットワー
　クを生かして，地域ぐるみで未来を拓く心豊かでたくましい青少
　年を育成する。

【対象】
　「０歳から１８歳」とした青少年対策

【基本目標】
　◆学校，家庭，地域での青少年との関係づくりを進めます。
　　・青少年の健全育成を支える学校，家庭，地域の責任と役割を
　　　自覚し，青少年の健全育成への積極的な参加を目指します

【方針と具体的な取組】
　◎学校（園）の支援
　　①健全育成・教育活動への参加促進
　　　・保護者や地域住民の健全育成活動や学校教育活動への参加
　　　　協力を促進します。（学校ボランティア登録の促進）
　　②不登校児童生徒支援の充実
　　　・不登校の改善に向け，地域人材の協力や大学生を活用した
　　　　不登校児童生徒への支援を推進します。
　　　　　　　　　　（不登校支援大学生ボランティア養成）
　　③外国人児童生徒支援の充実
　　　・外国人児童生徒への日本語学習ボランティアを活用した学
　　　　習支援を推進します。
　　④健康生活の基盤づくりの充実
　　　・安全教室や保健指導等を通して，子どもたちの健康生活の
　　　　基礎を培います。
　◎地域の協力の拡大
　　①非行防止協力店舗の拡充
　　　・万引き，喫煙，飲酒などの行為の未然防止対策への協力を
　　　　推進します。
　　②放課後児童クラブの拡充
　　　・保護者が就労等により昼間家庭にいない子どもたちの生活
　　　　の場であり，健康や安全の管理など養護も含めた生活が保
　　　　障され，子どもの成長に見合った適切な指導・援助を行い
　　　　ます。
　　③土曜体験学習の充実
　　　・学校，家庭，地域が連携し，土曜日に体系的・継続的なプ
　　　　ログラムを計画，実施することにより子どもたちにとって
　　　　より豊かで有意義な土曜日を実現します。
　　④公民館学習講座等の充実
　　　・公民館において，森林学習，木工教室，フィールドワーク
　　　　等の学習を通じ，森や自然を大切にする人づくりを進めま
　　　　す。
　　⑤園児との交流活動の充実
　　　・保育所と幼稚園との交流，老人福祉施設への訪問，公民館
　　　　への出前保育等を通じて，地域の人と園児との交流を積極
　　　　的に行います。
　 ⑥地域の自主防犯団体の拡充
　　　・地域住民が主体となる自主防犯団体等の拡充促進を図り，
　　　　地域ぐるみで子どもの安全安心を守る地域づくりを進めま
　　　　す。
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鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画

【基本目標１】「子どもの健やかな成長に向けた支援の充実」
　　地域を含め人とふれあう機会が少なくなってきている子どもた
　ちが，基本的な生活習慣を身につけるための取り組みが必要。
　　子どもに関わるボランティア等関係団体の支援や活動に関わる
　人材の育成を図り，子どもが体験する様々な活動の充実を図るた
　め，家庭，地域，学校等の連携強化に努める。

　◆施策目標
　　①教育，学習による子どもの成長への支援
　　　・土曜体験学習事業
　　　　　学校，家庭，地域が連携し，土曜日に体系的・継続的な
　　　　　プログラムを計画，実施することにより，子どもたちに
　　　　　とって，より豊かで有意義な土曜日を実現する。
　　②地域における交流等の充実
　　　・各種スポーツ活動
　　　　　スポーツ少年団，少年野球，少年相撲，小学校プール開
　　　　　放，少年ソフトボール，ジュニアバレーボール，少年サ
　　　　　ッカー，ミニバスケットボール
　　　・コミュニティスクールの推進
　　　　　学校運営協議会での協議を生かした特色ある学校づくり
　　　　　を進め，保護者や地域住民の教育活動への参加を促進し
　　　　　地域ぐるみで子どもの教育の充実を図る。
　　③子ども自身による主体的な参加への支援
　　　・放課後子ども教室推進事業
　　　　　就学児童が，放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体
　　　　　験・活動ができるように，公民館等を利用し，地域住民
　　　　　の参画を得て，就学児童が地域社会の中で健やかに育ま
　　　　　れる環境をつくる。

【基本目標２】「安心して子育てができる地域環境づくりの推進」
　　子育ての問題を地域の福祉的問題として捉え，地域社会全体で
　支援する。

　◆施策目標
　　①地域における子育て支援の充実
　　　◎安全安心対策の推進「自分の命は自分で守る力の育成」
　　　　・登下校時の青色回転灯パトロールや各学校パトロール対
　　　　　による見守り活動，危険箇所点検の実施
　　　　・交通安全教室の実施・防犯ホイッスルの配布・不審者等
　　　　　に対応する力を培う防犯教室の実施等
　　　◎健全育成対策の推進
　　　　・児童会・生徒会と地域とが連携したあいさつ運動
　　　　・児童委員，主任児童委員活動支援
　　　　　　地域ごとに児童の健全育成を行う者等と連携し，地域
　　　　　　活動に対する地域住民の参加を促進する活動を支援す
　　　　　　る。
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● 教育に関する方
針

鈴鹿市教育振興基本計画

【郷土教育】
　　地域の良さや郷土の豊かな自然，歴史，文化を学ぶため，地域
　と連携し，地域の人材や文化施設を活用した郷土教育を推進しま
　す。

【主権者教育】
　　家庭や地域と連携し，地域活動への参加や参画に結びつく学習
　を展開します。

【キャリア教育】
　　地域で活躍している，いわゆるその分野の「達人」を招いて出
　前講座を開催する「すずか夢工房」の取組にあたり，今後さらに
　地域人材の活用を積極的に進めます。

【教科学習における授業改善】
　　一人ひとりの理解に合わせた，きめ細かい指導を行うために，
　家庭・地域と連携し，学習ボランティアの活用を促進します。

【読書活動】
　　地域の協力のもと，図書館ボランティアを活用し，読み聞かせ
　など，子どもが読書に親しむ取組を推進します。

【道徳教育】
　　家庭や地域と連携することにより，社会奉仕活動や自然体験
　活動などを通して，地域全体で子どもたちの道徳性を育む体制
　を構築します。

【文化・芸術活動】
　　地域の文化や，様々な分野の芸術の良さを味わい，豊かな感
　性や情操を培います。

【食育】
　　地域人材の活用や地産地消の観点を含め，地域の特色を生
　かした食育を推進します。

【安全教育】
　　安全安心ボランティアによる登下校時の見守り活動や巡回活
　動，保護者・地域と連携した防災学習や避難訓練などを実施す
　るなど，家庭，地域，関係機関と連携した取組を進めます。

【開かれた学校づくり】
　　全ての小中学校で鈴鹿型コミュニティ・スクールを推進し，
　「地域とともにある学校づくり」を進めます。日常の教育活動を
　始め，土曜日や放課後などにおいて，学校支援ボランティアや
　ゲストティーチャーなど，地域人材の活用を推進します。

【危機管理】
　　子どもの登下校時や放課後の安全確保のためにパトロールを
　実施するとともに，安全安心ボランティアや地域自主防犯団体な
　どと連携し，地域全体で子どもたちを守る体制整備を進めます。
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●

●

文化振興方針 文化振興ビジョン（基本目標より）

　鈴鹿の文化力を高めるため，市民の文化に対する意識を高め，民
間の力を活かし，一人ひとりが気軽に活動できる環境を創り，次代
の担い手である子どもたちに優れた文化芸術に触れる機会を創り，
文化を受け継いでいく。

◎【ひらく】子どもが文化に触れる機会づくり
　　・地域や学校で，文化に触れる機会づくり

◎【つなぐ】文化の振興にあたり多様な交流の推進
　　・学校との連携／団体間の交流の推進

◎【つなぐ】地域の文化資源を守り育てる
　　・文化財，伝統文化の調査，保存，継承
　　・若い世代が，伝統文化に触れる機会づくり

体育（スポーツ）
振興方針

第２次鈴鹿市スポーツ振興計画

■地域のスポーツ活動支援
　　地域におけるスポーツは，地域での健康づくり，体力づくりだ
　けでなく，スポーツの楽しさと喜びを感じて，家庭や世代間のふ
　れあいと交流を促進し，相互理解を育むとともに，地域の歴史や
　伝統，文化にふれて，特色ある地域生活を一層豊かに発展させる
　要素の一つとなります。
　　スポーツは，交流と自治を育む重要なコミュニティ活動の一つ
　であり，地域に対する愛着を育み，さらにまちづくりや地域活動
　への参加にもつながります。
　　また，スポーツを通じた社会参加はより広い範囲のコミュニテ
　ィ活動やボランティア活動への参加の契機ともなります。
　　そこで，学校，家庭，地域が連携を進め，それぞれの役割を生
　かしながら一体となって地域のスポーツ振興に取り組むことが大
　切です。
　
　◆体育指導委員
　　「地域でスポーツを教えてくれるおじちゃん，おばちゃんたち
　　です」
　　　体育指導委員はスポーツ振興法で規定されている公的な社会
　　体育指導者で，鈴鹿市教育委員会がスポーツ・レクリエーショ
　　ンの普及やスポーツ振興のために委嘱した非常勤職員です。
　◆地区体育振興会
　　　地域に住んでいる人たちが集まって作っている，自治的な組
　　織です。スポーツを通して，地域の人と人との交流，ふれ合い
　　を深めることを目的として，運動会・球技大会・レクリエーシ
　　ョン事業などを行います。
　　　運動会や球技大会などで競い合う楽しさや，体を動かす楽し
　　さ，世代間の交流を楽しむ機会づくりを行い，市民がスポーツ
　　への参加を促進していく力となっています。

■総合型地域スポーツクラブの新規設立支援
　　　三重県や日本体育協会の支援を受け，設立に必要な指導
　　者研修や情報を提供します。子どもから高齢者，障がいのあ
　　る人まで一体となって活動し，地域住民が主体的に運営す
　　る，楽しい安定的なクラブとなるのが理想です。
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●

●

外国人との共生
に関する方針

鈴鹿市多文化共生推進指針

◎地域で暮らす外国人の地域の一員としての役割と，共に地域づく
　りを進めていくための考え方や取組み等について。
　　・互いの文化的ちがいを認め合い，誰もがいきいきと暮らせる
　　　多文化共生のまちづくりを推進する。

【地域づくり協議会に期待する役割】
　・外国人住民との情報共有のためのネットワークづくり
　・日本語教室などを活用した交流の場づくり
　・外国人市民の地域の行事などへの参加促進の啓発

野生生物と農業
に関する方針

鈴鹿市農業基本計画

■市民生活と共存する農業づくり
（１）地産地消の拡大
　　○地元で採れた農産物の消費拡大と食育の推進を図るため、調
　　　理現場のニーズにこたえながら学校給食などへの地元農産物
　　　利用率の向上に取り組みます。

（２）ふれあい・体験型農業の推進
　　○消費者や学生、学童、高齢者が農業とふれあうことが出来る
　　　家庭菜園や体験農園、市民農園、体験学習などを通じて、市
　　　民が気軽に農業に触れ、参画できる体制を構築します。

（３）食農教育の推進
　　○感動する心、思いやりの心をはぐくむため、農畜産業体験な
　　　どの農業教育活動を支援します。
　　○地域の伝統食の発掘や次世代への普及を図ります。

鈴鹿市農業振興地域整備計画

■生活環境施設の整備計画
　◎目標
　　　農村は、単に生産を支える生活の場としてとらえられるだけ
　　でなく、農村の持つ多面的な機能を再評価し、豊かな自然と伝
　　統文化などの地域の特色や都市住民の憩いの場にも配慮した地
　　域づくりが求められている。
　　　そのため今後、自然環境や美しい農村景観を保全しつつ、生
　　活環境の整備や文化の継承等を通して、快適な農村生活環境づ
　　くりを目指していく。

　◆快適性
　　・花き，植木の需要拡大と、花と緑を取り入れたまちづくりを
　　　推進するため、市民ぐるみでの花いっぱい運動を支援してい
　　　く。
　◆文化性
　　・本市には、貴重な祭りが数多く残されており、その背景は本
　　　市が豊かな農業地域であったことや、農業生産を支えるため
　　　の地域組織が充実したものであったことによると考えられる
　　　が、こうした地域社会の共同的な取り組みを継続していくた
　　　めにも、祭りや伝統行事など農村に伝わる伝統文化の発掘・
　　　継承に努める。
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● 空き家に関する方
針

鈴鹿市空家等対策計画

○空き家化の抑制・予防対策
　　地域等と連携し，空き家等の実態の把握に努めるとともに，所
　有者等に対し，建築物等の適切な維持管理や財産の適切な継承の
　重要性等について，周知・啓発を図ることで，空き家化の抑制及
　び予防に努めます。

○空き家等の活用・流通促進
　　空き家等を適切に維持管理することの必要性を周知し，所有者
　等からの相談等に対応することにより，活用・流通を支援・促進
　します。
　　また，空き家等及び除却後の跡地を，まちづくりやコミュニテ
　ィ活動を進める上での地域の資源と捉え，地域等との連携による
　活用・流通の仕組みを検討します。

【地域づくり協議会に期待する役割】
　◎空き家に関する，地域からの相談，情報提供。
　◎空き家等の実態の把握における行政と地域等との連携
　◎空き家等及び除却後の跡地の活用・流通の仕組み作りにおける
　　行政と地域等との連携
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●

(2) 公共施設等の整備等に関する方針

　公共施設等の整備に関して，市が計画等で定めている考え方です。

公共施設の維持・
整備方針

公共施設等の整備に関する方針【鈴鹿市公共施設等総合管理計画】

■基本的な考え方
　(1)　保有量の適正化
　   ・人口減少，人口構成の変化に伴う，公共施設等の需要減少を
　　見据え施設総量を抑制していく必要がある。
  　　・本市の財政状況や将来の更新費用を考慮して，公共施設の
　　新設には，施設機能，需要等を踏まえ慎重に取り組んでいく
　　必要がある。
      ・公共施設等の利用需要，老朽化状況を踏まえ総合的な見地
　　から施設の統廃合や複合化についても方針を定め取り組んで
　　いく必要がある。

　(2)　運営管理の適正化
      ・公共施設等の運営管理の適正化を図るうえでは，引き続き
　　行財政改革の取組を通じて，コスト縮減，財源の捻出に積極的
       に取り組んでいく必要がある。
      ・収支レベルの適正化を図るために，料金，負担金等の受益者
　　負担の見直し，広告収入の活用（ネーミングライツなど），
　　未利用地等の売却及び賃貸など積極的に取り組むことで，
　　公共施設等の適正な維持管理の財源確保につなげる。
      ・公共施設の更新などに際しては，民間の技術，ノウハウ，
　　資金等を活用するなど『官民連携』の中で，より安価で質の
　　高い公共サービスの提供に努めていく必要がある。

　(3)　長寿命化の推進
　  ・厳しい財政見通しから，財政負担の平準化を図るため，公共
　　施設等の長寿命化の推進が重要な取組となる。
　  ・今後は，公共施設等について予防保全的な観点から計画的な
　　点検と安全確保のための対策を実施していく。
　  ・公共施設の約半分は築年数３０年以上を経過していること
　　から，個々の施設の実態把握に努め施設更新時期の平準化
　　などにつなげていく。

■目標
　　現在，保有している公共建築物（ハコモノ）をすべて更新して
　いくためには，今後４０年間での１年当たりの平均更新費用は
　約５０億円となり，過去５年間（Ｈ２１-Ｈ２５）の平均投資額の
　約1.8倍の更新費用が見込まれ，財政的に厳しい状況が予想され
　る。
　　そのため，施設総量の抑制を行う必要性を検討した上で，
　本市の人口減少率（概ね５％）をとおして，計画期間内の
　目標値を，公共建築物の保有量（面積）の5％縮減としている。
 （参照元　鈴鹿市公共施設等総合管理計画 平成27年12月策定）
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● 公共交通機関や
移動に関する方
針

【市の方針（鈴鹿市都市マスタープラン】

　　地域づくり協議会による交通弱者の移動手段確保の取組は，鉄
　道・路線バス・C-BUS・タクシーの公共交通との交通ネットワ
　ークの構築の中で考えます。
　　地域の移動手段のルートについては，既存の公共交通機関との
　連携を取っていただくようお願いします。

【市のサポート】
　サービスを担う組織づくりやルールづくりにあたり，法律や制度
　等の調整をサポートします。

【地域づくり協議会にお願いしたいこと】
　近隣の公共交通機関の最寄りのバス停留所や鉄道駅までをつなぐ
　役割を担うこと。
　

◇「無償」での運送を行う場合は，道路運送法の規制を受けない

ため，許可や登録は必要ありません。（例：地域の助け合いにお

いて，近所の方々の善意で，移動手段がない方を通院や買い物に

乗せていく場合。

◇「無償」の範囲内：地域の助け合い等による移動制約者の移送

等の活動に対して支払われる対価の額が，実際の運用に要したガ

ソリン代，道路使用料，駐車場代に限定されている場合。

◇地域毎に状況，課題等が異なることから，地域からの相談につ

いては，個別に対応することとなります。
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