
 

 

 

鈴鹿市行財政改革計画【集中改革プラン】実施結果 
（平成 1９年度実績） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平成２０年５月 

鈴 鹿 市 



1.行財政改革計画（集中改革プラン）改革事項取り組み件数 

 

区 分 取り組み件数 

基本方針(1) 簡素で効率的な行政システムの推進 26 

基本方針(2) 効率的・効果的な財政基盤の確立  12 

基本方針(3) 組織・人事制度の見直しと人材の育成 5 

基本方針(4) 市民参加の行政と住民自治の推進 6 

合 計 49 

 

2.改革事項担当課による自己評価 

 

区 分 内 容 件 数 率（％） 

１ 予定以上 
当初予定されていた内容以上に達成した場合 

【100％以上】 
0 0％ 

２ 予定どおり 
当初予定した内容が概ね 9割以上達成された場合 

【90％～100％】 
32 65.3％ 

３ やや下回る 
当初予定した内容が概ね 5割以上 9割未満の場合 

【50％～90％】 
9 18.4％ 

４ かなり下回る 
当初予定した内容が概ね 2割以上 5割未満の場合 

【20％～50％】 
8 16.3％ 

５ 全く進まなかった 
当初予定した内容が概ね 2割以下の場合 

【20％以下】 
0 0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.行財政改革計画（集中改革プラン）による効果額 

【単年度効果額】                                 （単位：千円） 

区 分 
効果額 

17年度 18年度 19年度 合 計 

基本方針(1) 簡素で効率的な行政システムの推進 △968 16,829 55,353 71,214 

基本方針(2) 効率的・効果的な財政基盤の確立  46,325 71,717 153,717 271,759 

基本方針(3) 組織・人事制度の見直しと人材の育成 73,758 71,791 17,971 163,520 

基本方針(4) 市民参加の行政と住民自治の推進 0 △70 △424 △494 

その他（集中改革プランのみ） 3,620 0 0 3,620 

合 計 122,735 160,267 226,617 509,619 

 

【累積効果額】                               （単位：千円） 

区 分 
効果額 

17年度 18年度 19年度 合 計 

基本方針(1) 簡素で効率的な行政システムの推進 △968 19,574 56,320 74,926 

基本方針(2) 効率的・効果的な財政基盤の確立  46,325 75,669 180,182 302,176 

基本方針(3) 組織・人事制度の見直しと人材の育成 73,758 167,791 171,895 413,444 

基本方針(4) 市民参加の行政と住民自治の推進 0 △70 △424 △494 

その他（集中改革プランのみ） 3,620 3,620 3,620 10,860 

合 計 122,735 266,584 411,593 800,912 

 

※「単年度効果額」とは，当該年度に行った取組みの実績を取りまとめて算出した効果額です。 

※「累積効果額」とは，取組みを実施した年度以降もその効果が継続しているものを実施年度以降の実績と

して算出した効果額です。 

※効果額には，改革に要する必要経費が含まれています。 

※改革効果を効果額として表すことができないものや未定のものについては，計上していません。 



平成19年度　行財政改革・集中改革プラン　進行管理表一覧表

1-3-1 21
早期
18-19

外部委託推進方針の
策定

　行政運営のより一層の効率化に向け，
平成18年度に本市の実施している事業に
ついて外部委託推進方針を策定する。

　平成19年3月鈴鹿市行財政改革推進委員会に意見を伺い，その後
平成19年10月鈴鹿市行財政改革推進本部に諮り庁内に周知した。

　基本方針を基にアウトソーシングを推進していく。

2 総務課

1-3-2 22
長期
17-21

男女共同参画センター
の指定管理者制度の
導入

　施設管理やセンター事業のより一層の
事業の充実化を図るため，平成21年度よ
り指定管理者制度に移行する。

・3館連携会議を定期的に開催し，情報交換・連携を図った。(計9回開
催）
・鈴鹿市らしさを失わない制度導入を目指し，研究会等に参加した。
・市民主体のイベントの開催などにより，積極的な参画姿勢を持つ市
民の育成を図った。
・男女共同参画センターの指定管理者には，指定管理を受けるだけの
組織の体力とあまり偏りのない男女共同参画に対する考え方が求め
られ，また，全国で施策が推進されている中，鈴鹿市のセンターでは
鈴鹿市らしい事業の実施が可能であることが必要である。21年度が実
施予定であることから，委託先として適した団体の調査，育成や団体
立ち上げの可能性について検証を進めてきたが，対象となりうる団体
が未だ見つかっていない。

・引き続き，県内男女共同参画センターと情報交換，連携を図るととも
に，近隣都道府県のセンターなどについても調査を行う。
・市民活動団体及び市民の育成に努めながら，委託先として適した団
体の調査を進める。

4 男女共同参
画課

1-3-3 23
中期
17-20

市立体育館・武道館・
市立テニスコートの指
定管理者制度の導入

　業務のより一層の充実，経費削減を図
るため，平成20年度より指定管理者制度
に移行する。

・9月議会で鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の改正を
行った。
・10月9日から11月8日まで公募を行い，5団体から応募があった。ま
た，この間10月25日には現地説明会も行った。
・これを受けて，鈴鹿市公の施設指定管理者選定委員会を，11月12日
（第2回委員会），11月21日（第3回委員会），11月22日（第4回委員会）
を開催し，検討していただき，11月26日に三幸・スポーツマックス共同
事業体を指定管理者の候補とするとの答申を得た。
・12月12日には，仮協定書を締結し，12月議会において，指定管理者
の指定について議決を得たので12月26日に指定の通知を行った。こ
のことにより，平成20年4月1日より江島総合スポーツ公園は，指定管
理者により管理・運営が行われることとなった。

2 スポーツ課

1-3-4 24
早期
17-19

勤労青尐年ホームの
指定管理者制度の導
入

　業務のより一層の充実，経費削減を図
るため，平成19年度より指定管理者制度
に移行する。

　6月から子育て支援の機能も含めて運営する一方，正規職員を引き
上げ，嘱託職員１名，臨時職員２名で運営している。施設の3月末現在
の利用状況は次のとおり。（）内は１８年度の数字
・勤労青尐年ホーム
　利用登録者数358人（438人）　利用者延人数7,038人（8,404人）
・子育て支援関係の利用
　子育てサークル数29団体　利用者延人数3，383人
　職員体制を変更する一方で，子育て支援関係の事業も併せて運営
を始めたところもあり，管理の在り方や施設の利用状況等実態の把握
に努めてきたため，指定管理者制度への移行は見送ることにした。

　勤労青尐年ホームの利用者は年々減尐している。また，利用者間の
交流事業については低調であり，同施設で開催される趣味・文化等の
講座が目的の利用者が多いのが現状である。
　子育て支援の状況は，今後も需要が見込まれるものと想定できるも
のの，勤労青尐年ホームについては，事業の在り方について検討して
いくこととする。

13,800 3 産業政策課

1-3-7 27
長期
17～

学校給食調理のセン
ター化及び民間委託・
民営化の検討

　効率的な運営を図るため，単独校方式
を共同調理方式へと移行していく中で，民
間委託・民営化も検討していく。平成20年
度に飯野給食センターを建て替えして平
成27年度までに第2期センターを建設す
る。

　第1期新センターの建設工事が9月末から着工し，建屋の鉄骨工事
や屋上防水工事などは終了し，現在，内装・外装工事を行っている。

  第１期新センターの建設工事に併せて，厨房機器を6月中頃から設
置し，工事完了を平成20年７月末予定であります。この第１期センター
は，公設公営ではあり，給食開始時期は，平成20年度２学期である9
月3日から稼働開始となります。今後，第2期センター建設に向けて
は，平成21年度頃から給食センター検討委員会を立ち上げ，人事的な
こと，食の安全等も考慮し，効率化，合理化等を検討しながら，民間委
託・民営化への方向性を図り，平成27年度頃までに第2期センターを
建設する予定である。

2 教育総務課
学校教育課

20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）

  基本方針（1）　簡素で効率的な行政システムの推進

期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画
NO

集中改
革

プラン
NO

1



20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

1-3-8 28
長期
17～

公立保育所の民間委
託・民営化の検討

　平成20年度中に，官民保育所のあり方
を検討して，民間保育所でできる部分は
民間に任せて，公立保育所は民間保育
所の補完的な役割を中心にする。

　国の指導により事務の見直し行い，そのため膨大な事務作業量が
発生したことにより，検討作業が実施出来ない状況であった。

　市内の私立保育園30園で構成される私立保育連盟と,公立保育所と
民間保育園の役割分担等の協議を実施し，幼稚園再編整備検討委
員会の幼保一元化に関する答申も踏まえ検討を行う。
・20年5月～8月  資料及びデータの再検討・修正
・20年9月  内部検討委員会立ち上げ
・21年5月～  外部検討委員会立ち上げ
・22年4月～  民営化の具体案について庁内意思決定。
                    同時に関係機関，保護者等への説明及び
                    議会協議

4 子育て支援課

1-3-9 29
早期
18-19

官民境界確認業務の
民間委託への検討

　平成19年度中に，官民境界の確認業務
について，民間に任せた方が経費の削減
を図ることができるか，また，市民サービ
スの向上が期待できるか等につき，詳細
に検討する。

　三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会へ試験委託した境界立
会を平成19年11月2日に実施し,平成19年11月30日に結果報告を受け
た。試験委託の結果，協会より市職員の立会が無いと境界確定が困
難であるとの意見を受けたこと，また委託費用が多額にかかることか
ら，現状では委託方法，委託費用等についての見直しが必要と思わ
れる。このため全面的委託については見合わせることとした。

　委託先を含め，再度検討を行い，引き続き，試験委託を実施する。

2 土木総務課

1-3-10 30
中期
17-20

大規模な公園の民間
委託

　大規模な都市公園の維持管理につい
て，段階的に指定管理者制度の導入を
図っていく。

　江島総合スポーツ公園及び松池公園の平成20年度指定管理者制
度導入を目指し，9月議会において，都市公園条例及び規則の改定，
公園管理委託料の債務負担行為を行い，10月に指定管理者の現地
説明会を開催し，募集を開始した。
　11月には選定委員会による指定管理者候補者（5団体）のヒアリング
を実施し，12月議会で指定管理者の議決をいただき，事務の引き継ぎ
を行った。

　引き続き3公園（石垣池公園・鈴鹿川河川緑地・鼓ケ浦サンスポーツ
ランド）についても，平成22年度からの指定管理者制度導入を図る。

2 市街地整備課

1-3-11 31
長期
17-22

水田協議会のＪＡ鈴鹿
への移管

　水田協議会は，国により決定された行
政ルートの配分がなくても，農業者や農
協など農業者団体が地域の販売戦略に
基づき自主的・主体的に需給調整するも
のです。平成20年度より，同会事務局をＪ
Ａ鈴鹿に移管する。

・9月にＪＡ鈴鹿と担当者レベルで，水田協議会の運営等について話し
合いをした。
・10月にＪＡ鈴鹿の幹部と，水田協議会のＪＡ移管を含め運営等につい
て協議をした。
その結果，国の方針が平成20年度から米の生産調整に対する行政の
関与を強化することになったこともあり，今後も現体制で水田協議会の
運営を行っていくこととなった。

　平成16年度から生産者・生産者団体が，主体的に米の生産調整に
取り組む方向性が示され，平成19年度から実施された。しかしこの結
果，全国的に米の過剰作付けが増加し米価が急落した。　これを受け
て，国は平成20年度から生産調整に対する行政による関与を強め，
目標配分・実施確認等の各段階において生産者団体と一体となって
推進に取り組む方向に見直した。今後，国の米改革制度の見直しが
あるまでは，ＪＡ鈴鹿と一体となって水田協議会の運営を進めていく。

2 農林水産課

1-3-12 32
早期
17-19

防火管理者資格取得
講習会の民間委託

　経費削減を図るため平成19年度から民
間団体に委託する。

　日本防火協会と，打ち合わせをしたが，今まで防火管理者講習会を
年2回（2月，7月）実施していたが，業務委託した場合，年1回（11月）
実施で，受講料も4,000円から6,000円になり講習受講者の負担が増え
ることが分かった。また，委託しても会場設定は担当係りが行うことと
なり負担の減尐効果が低いので，当分の間職員が実施することになっ
た。

　日本防火協会と講習時期・講習回数等を協議し，他市で実施する講
習会の状況を見ながら当分の間，本市で講習会を実施していく。

4 予防課

1-4-1 4
長期
18-21

成人式の簡素化

　成人式の式典のみ行政で実施し，それ
以外のイベント部分を成人式実行委員会
に委ねる。行政は成人式実行委員会に1
時間程度の会場使用権を提供し，そのイ
ベント部分に対する補助金を交付する。

　実行委員の取り組みについては，年度ごとに委員が自主的に取り組
めるよう心がけており，イベント企画の自主性を尊重し，費用と効果の
意識を実行委員に説明しながら取り組んだ。また，運営する実行委員
や式の実施をサポートするスタッフの募集など，新成人自らが参画し
ているという実感を持てるよう配慮し，社会参加を推進した。

　今後もさらに，実行委員会に対して，イベントの企画，運営などを委
ねていく。

2 生涯学習課

1-4-2 5
中期
18-20

公立保育所の定員適
正化

　10箇所（定員1,240人）の公立保育所
を，地域の子育て支援の拠点施設として
活用するためにも，平成20年度までに，
通所児童の定員を100人削減し，その削
減分については民間保育所で保育を実
施する。

　過去数年来の入所状況・20年度入所申込状況等に基づき，対象と
なり得る保育所を検討したが，いずれも定員超過であることから，削減
の実施は困難であった。

・4月～11月　定員削減の対象保育所及び削減数を検討
・12月～2月　20年度実施内容を検討する。

2 子育て支援課

2



20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

1-4-4 7
長期
18-21

道路の用地取得方法
の見直し

　道路改良事業の用地取得の基準は原
則改良後の有効幅員により，寄付と買収
に分かれている。幅員5.5Ｍ以上の用地
は全面積を買収していたが，幅員4Ｍの
部分については平成20年度より寄付扱い
とする。

　近隣自治体への再調査内容を踏まえ再検討したところ，道路改良事
業は地域の生活向上や活性化を推進するために住民の生活道路網
を整備するものであり，建築基準法の道路後退要綱においては，防災
やまちづくりなどに寄与し安心で安全なまちづくりを推進するため住環
境整備をするといった目的の違いや，道路改良事業を後退要綱の
「4m部分までを寄付」として統一した場合に発生するであろう課題（市
及び地権者間の平等性や公平性が損なわれるような問題など）があ
ること。
　また，当初想定の効果見込みを再検証する必要があることから，こ
れらを精査する作業を進めた。

　これまでの調査や検証作業を進めながら，当初のプラン自体を抜本
的に見直すとともに検証結果をまとめ，今後の方向性を検討していく。

4 道路整備課
道路用地課

1-4-6 9
長期
17～

公立幼稚園の効率化

　尐子化や保育ニーズの変化により園児
の確保が困難となっている。また，施設の
老朽化による建て替え時期を迎える幼稚
園において統廃合を講じるなど私立幼稚
園と連携しながら，4園の休園を検討する
など公立幼稚園の適正規模化を図る。

・平成20年1月29日
　第1回鈴鹿市幼稚園再編整備検討委員会開催就学前教育の在り方
や今後の公立幼稚園の再編整備について諮問
　
・平成20年2月22日
　第2回鈴鹿市幼稚園再編整備検討委員会開催

・平成20年度
　4月～9月　幼稚園再編整備検討委員会を6回（月１回）開催予定
　10月答申予定
　答申を受け，年度末までに幼稚園再編整備計画を作成する。

・平成21年度以降　幼稚園再編整備計画の推進を図る。
3

教育総務課
学校教育課

指導課

1-4-7 10
中期
17-20

消防における嘱託職
員の採用

　応急手当普及講習の講師は主に消防
職員3名が1組となり指導をしているが，今
後は，嘱託職員を採用し応急手当指導員
とする。また，住宅防火の啓発及び防災
訓練指導についても同様とする。

　平成19年度の再雇用希望調査の聞き取りを職員に実施したが，職
務の特殊性から再雇用の希望職員がなく,採用には至らなかった。

　本職員の雇用は,消防
の知識,技術を有すること
が前提となるため,消防職
員の再雇用が望ましい
が,職務に適応する人材
確保が困難であることか
ら本計画を廃止する。

4
消防署
消防課
予防課

1-4-8 11
長期
18～

証明窓口の充実

　平成21年度までに土曜日・日曜日及び
休日にも利用できる窓口の検討を行う。

　3月・4月の延長窓口を基本とした平日の時間延長によるサービスを
通年で実施する方向で検討・調整してきたが，昨今の社会情勢や他市
の動向等を踏まえ，また，休日窓口の開設要望が多くなってきている
ことから総合的に判断し，基本的に土曜・日曜日での開設を検討し
た。

　開設場所については，本庁舎以外の市民が利用しやすいところも視
野に入れ関係の部署と調整検討する。また，窓口の業務は，住民票
の写し，印鑑証明書，住民票コード通知票，住民票の記載事項証明書
及び登録原票記載事項証明書の交付業務として検討する。

　毎週木曜日の本庁舎に
おける時間延長サービス
として調整検討してきた
が，市民の利便性に配
慮，窓口サービスの向
上・充実を図るため，本庁
舎以外も視野に入れ，土
曜・日曜日の開設へ再度
方針を変更し，改めて検
討することになった。

3 市民課

1-4-9 41
長期
17～

土地開発公社の健全
化の推進

　鈴鹿市土地開発公社について経営の健
全化を推進する。

　公社作成の経営予測を元に，8月市の企画・財政部署と公社の経営
改善について協議した。その結果，市が公社へ用地取得依頼をする
に当たり，後年度での買い戻しを担保するため市予算で債務負担行
為を定めることとなった。
　また，対象を絞って企画・財政部署，取得依頼課と協議・調整を行っ
た結果，市で活用可能な事業用地についてH19年度予算で買い戻す
こととなった。

・市で活用可能な土地について年次的な買戻しに向けて，企画・財政
部署，取得依頼課と継続して協議・調整していく。
・市において利用の予定がない代替地について，市と連携して民間へ
の処分を推進する。
・市において活用が見込めない事業用地について，売却損失の処理
方法等市と意見調整を図りながら，その取り扱いの方向性を検討す
る。 2 管財営繕課

1-4-10 42
長期
17～

外郭団体の統廃合及
び業務の整理合理化
等の検討

　外郭団体の経営の安定と業務の効率
化を図るため，組織，業務のあり方を見
直し，統廃合及び業務の合理化を検討す
る。
①財団法人鈴鹿市事業管理公社

　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7
日閣議決定）や「地方公共団体における行政改革の更なる推進のた
めの指針」（平成18年8月31日付総務事務次官通知）により，公益法人
における給与の点検・見直しや人件費抑制に向けた取組について，指
導監督した。

　引き続き,「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」や「地
方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」により，公
益法人における給与の点検・見直しや人件費抑制に向けた取組につ
いて指導監督していくと共に，他団体との統廃合に向けて検討する。 2 管財営繕課

3



20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

1-4-10 42
長期
17～

外郭団体の統廃合及
び業務の整理合理化
等の検討

　外郭団体の経営の安定と業務の効率
化を図るため，組織，業務のあり方を見
直し，統廃合及び業務の合理化を検討す
る。
②財団法人鈴鹿国際交流協会

　平成19年度には，ポルトガル，スペイン語の月刊誌を発行し，外国
人に対して迅速で効果的な情報提供に努めた。
統廃合か独立存続が良いかを各団体からの意見を聴取し検討した
が，現在外国人が増加する中，協会の事業はさらに重要なものとなっ
てきている。

　さらに安定した事務の効率化と事業の改善に努め，外国人が今後も
増加すると予想され多文化共生のための事業をさらに充実していく一
方，統廃合については，平成20年12月に財団法人等の法改正の施行
が発布され，その後5年以内に「公益か一般の財団」へ移行の申請を
する必要があるため，検討をしていく。 2 市民対話課

1-4-10 42
長期
17～

外郭団体の統廃合及
び業務の整理合理化
等の検討

　外郭団体の経営の安定と業務の効率
化を図るため，組織，業務のあり方を見
直し，統廃合及び業務の合理化を検討す
る。
③財団法人鈴鹿市文化振興事業団

・9月　文化振興事業団の事業内容及び指定管理者制度導入を見据
えた事業団職員のプロパー化について，市側から事業団に対し提案
を行った。
・11月　先進地視察（四日市市，多治見市）を実施
・1-3月　課内で勉強会を実施し，課題の洗い出し等関係職員間での
情報の共有を行った。
しかしながら，プロパー化の方向性を見出すには至らなかった。

　引き続き検討を継続し，方向性を確立する。

3 文化課

1-5-2 13
長期
17～

情報システムのオープ
ン化

　レガシーシステムをオープンシステムに
移行し，平成22年度までに年間経費を
40％削減する。

新総合住民情報システム
　19年5月　システム構築の発注
　19年8月　サーバ機器等リース
　20年1月　システム運用開始
新財務会計システム
　19年6月　決算系システム構築完了

・20年度　市営住宅及び下水道負担金システムのオープンシステムへ
の移行準備
・21年度　市営住宅及び下水道負担金システムのオープンシステムへ
の移行 20,363 2 市政情報課

1-5-3 14
長期
17-20

公用車の維持管理の
見直し

　現在の各所管課管理の公用車のうち，
業務に必要な所管管理車両を除き，集中
管理車両として稼働率の向上を図り，公
用車の台数を平成20年度までに10％削
減する。

4月・・・各課に今年度廃車及び所管換車両の通知（廃車,所管換車両
21台-新規購入車両4台＝計17台）
5月・・・本庁公用車管理について，従来の管財営繕課所管の集中管
理車両と，部内集中管理車両
　　　　及び各課管理車両に分類し，庁内LAN施設予約の活用により
効率的な公用車時間運用を実施
※年度当初本庁管理公用車台数136台-廃車23台-所管換4台+新規8
台＝117台となり，差引19台（14%)の減となった。

　公用車更新及び増車について制限し,さらなる公用車削減に向けて
努力する。
　また，部内集中管理車両を管財営繕課所管の全体集中管理車両に
順次所管換し，庁内LAN施設予約の活用によりさらなる効率的な公用
車時間運用を実施する。

2,899 2 管財営繕課

1-5-4 15
早期
17-19

屋外広告物簡易除去
事務の嘱託委任及び
民間委託

　市独自の景観条例を制定し景観行政団
体と成るべく，人員の集中投資を行う。正
規職員で行っている除去作業を嘱託職員
及び民間委託（シルバー人材センター等）
で行う。

　4月に法令知識のある嘱託職員を雇用し，シルバー人材センターか
らの派遣員や正規職員と共同で違反屋外広告物の簡易除却を行う体
制が整った。
　徐々に嘱託職員とシルバー人材センターからの派遣員での簡易除
却作業に移行し，現在では週に2～3回の定期的なパトロール及び簡
易除却を行っている。

　19年度の体制を維持し，パトロールや簡易除却等の作業は嘱託職
員を中心に行い，正規職員は屋外広告物の許可事務等に専念させた
い。

5,300 2 都市計画課

1-5-5 16
中期
18-20

学校事務嘱託職員の
パート化

　本来，県の事務である学校事務は県費
の事務職員が配置されている。中学校に
ついては規模が大きいことから市費の事
務職員を別途配置している。県では学校
事務の効率化を図るため，事務の共同実
施を進めており，市もこれに合わせ平成
20年度に8人の嘱託職員をパート職員に
切り替える。

1.校長会代表，該当する中学校長，該当する嘱託職員に順次，趣旨
説明を行った。
2.該当する嘱託職員の平成20年4月以降の就職先等について意向調
査を行った。その結果，8名の内2名が臨時職員として引き続き勤務す
ることになった。
3.その他の嘱託職員についても，退職後の新たな就職先等が内定し
たことを確認した。
4.　嘱託職員が残留しない6校について，新たな臨時職員の雇用が内
定した。

2 教育総務課

1-5-6 17
長期
17～

消防車両の更新時期
の見直し及び車両・資
機材の再利用

　消防分団車両の更新計画の見直しと積
載資機材の再利用を図り，更新経費の削
減を推進する。さらに車両の再利用とし
て，ＮＯＸ・ＰＭ法による更新は，他市で使
用が可能であり，リサイクルで使用するこ
とが望ましいことからも売却して歳入に充
てる。

　消防ポンプ車・水槽付ポンプ車・消防団ポンプ付積載車・救急車の
更新を行い，救急車については，装備品の再利用化，消防ポンプ車・
消防団ポンプ付積載車については，資機材の再利用と廃車車両の有
償による廃車処分。タンク付消防ポンプ車は，三重県消防学校から学
校教材としての寄贈の依頼があり，寄贈した。

　従来は，日本消防協会がリサイクルをしていたが，公害防止の観点
から，本事業を取りやめ，現在はＮＯｘ・ＰＭ法による廃車経費を新車
納入時の引き取りを条件として，経費節減を図る。

　従来は，日本消防協会
がリサイクルをしていた
が，公害防止の観点か
ら，本事業を取りやめ，現
在はＮＯｘ・ＰＭ法による
廃車経費を新車納入時
の引き取りを条件として，
経費節減を図る。

1,174 2 消防課

1-5-7 18
長期
17～

公用車の保有減数の
見直し及び排気量の
軽減化

　消防本部・消防署で使用している公用
車両の見直しを図り，保有車両の減数を
図るとともに，緊急車両以外の公用車に
ついて，排気量の削減に努める。

　予防課の危険物広報車は,普通自動車であったが,ランニングコスト
の削減の観点から軽ワンボックス車とすることで車両を購入した。又，
消防課消防グループの車両については，指揮車機能とともに緊急消
防援助隊の支援車となることから従前の通り普通車両とし，3月6日の
納車となる。廃車費用については，納入者負担。

　現段階では，整備計画は変更していないので更新は無し。

2,515 2 消防課

4



20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

2-1-1 43
長期
17～

使用料，手数料等の
見直し

　各種施設の使用料，事務手数料，負担
金などの受益者負担について，適正な金
額設定かどうかの検証を行い，負担の適
正化を行う。

　平成20年度予算編成方針において，使用料・手数料の適正化につ
いて，記載し，予算編成事務説明会等を通じて，各部局に周知徹底を
行った。保育所保育料については，予算編成過程において，改正を前
提に調整を図るものの，結果的に引上げは見送った。

　保育所保育料，下水道使用料等，個別の案件について，引き続き改
正に向けての検討を行う。

2 財政課

2-1-2 44
中期
18-20

住民票の写し及びそ
の他証明書交付手数
料の見直し

　特定の市民に提供するサービスの対価
である手数料は昭和57年4月に見直し以
来，改正していないため，平成20年度を
目処に，近隣市町村と歩調を合わせ改正
する。

　県下14市の戸籍住民基本台帳事務の主幹課長が集まる会議の場
において，住民票等の手数料の値上げについて尋ねたところ，各市と
も事情があり値上げは難しいとのことであった。本市としては今後とも
各市の動向を見ながら手数料見直しを検討したい。

　受益者負担に考慮し，また，各市の動向を見ながら手数料の額につ
いて検討したい。

4 市民課

2-1-3 45
中期
17-20

保育料の見直し

　平成13年度に前回改正。定率減税の縮
減など税制改革の行方は保育料算定に
も影響を及ぼすので，その動向を見据え
つつ保育料の適正化を検討し平成19年
度より実施する。

　20年度以降の保育料改定を検討したが，現在の経済情勢を勘案し
た結果，再検討が必要との結論に至った。

　近隣他市の状況把握を実施し，国の徴収基準と本市の徴収金との
比較を行い，経済状況等を勘案して適正化を図る。

4 子育て支援課

2-1-4 46
早期
18-19

建築行政に係る手数
料の見直し

　建築行政に係る各種手数料について適
正な負担になっているか検証し，必要に
応じて手数料条例の改正を行う。

　県下特定行政庁課長会議にて，建築確認等申請手数料の改定につ
いて，審議・調整を行い，改定額を決定した。
　平成20年3月議会に手数料条例改正を上程した。

　平成20年6月1日改正条例施行予定。施行までに建築確認申請手数
料等の金額改定内容を建築主へ周知する。

2 建築指導課

2-2-2 48
長期
17～

市有財産の活用等の
検討

　具体的な利用計画のない土地や不要と
なった資産については，有効な活用を検
討するとともに民間等への売却を図る。

　普通財産（土地）について，企業・個人（10者）に売却。
・売却額120,867,899円
・公用車（トラック・古車）28台売却　　1,387,400円

　具体的な利用計画のない土地や不要となった資産については，有効
な活用を検討するとともに民間等への売却を図る。

122,255 2 管財営繕課

2-3-2 50
早期
17-19

補助金の見直し

　各種補助金の新設，休廃止，見直し等
を行うにあたり，外部の意見を取り入れる
ことにより，より適正な補助金のあり方を
定める。

・補助金見直しに係る工程表を作成した。
・平成20年度の予算編成と並行して，各補助金の分類整理を行った。
・予算編成の中で，提言の中にもある「できるものから行う」ということ
で，一部の補助金について，削減等の見直しを行った。

　平成20年度中の交付基準作成を目標に，次のとおり，作業を進め
る。
・見直し方針の決定
・交付基準の整備　基準内容と手法の検討及び補助要綱等の見直し

　平成19年度は，新年度
の予算編成作業を通じ
て，個別の補助金につい
ては，削減等の見直しを
行うとともに，それと並行
して補助金の現状分析と
分類整理等を行ったもの
の，基準づくりには至らな
かったため。
（実施年度を20年度とす
る）

3 財政課

・当初納税通知書（市県民税，固定資産･都市計画税，国民健康保険
税）に口座振替依頼書を添付・同封した。
・口座振替依頼書を課内はもとより，市内金融機関，各地区市民セン
ターに常置している。
・広報の「今月の納税」欄で毎月ＰＲしており，広報（4/5号）やホーム
ページ（常時）に納期一覧表を掲載した。また，本庁舎1階市民ロビー
のテロッパーに納期到来月毎に納期のお知らせや口座振替を促すＰ
Ｒを流した。
・5，9，12，3月の休日窓口及び毎月末の2日間の夜間窓口の開設を
実施した。
・悪質滞納者においては，預金や給与等の滞納処分を執行し，公平性
を保つよう努めた。
・滞納処分方法の範囲拡大を図った。
・悪質滞納者について，三重地方税管理回収機構への移管措置を継
続し，収納率向上に努めた。
・滞納処分の強化及びインターネット公売のノウハウを学ぶため、鳥羽
市、県税務政策室を視察した。
・平成19年度  市税の現年度収納率　97.61％

　基本方針（2）　効率的・効果的な財政基盤の確立

納税課

　平成19年度まで実施してきた左記項目を引き続き継続していくととも
に，納税者が納付しやすい新しい納付方法について調査研究を進め
ていきたい。

225,6492-2-1

　口座振替等による自主納付・納期内納
付の啓発活動や休日・夜間窓口の開設な
どを実施して利便性の向上を図るととも
に，税の公平性から滞納者に対して滞納
処分を厳正に行う。
【現年度収納率平成20年度97.82％】

自主納付と滞納対策
長期
17～

47
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20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

2-3-3 51
長期
17～

鈴鹿市文化振興事業
団への補助金の見直
し

　継続事業の洗い出しを行い，効果が低
い事業の中止・廃止を行って市民が望む
新たな事業等を企画する。

・補助の趣旨の明確化による補助金執行の適正化を図るため，4月に
鈴鹿市文化振興事業補助金交付要綱（内規）を制定し，平成19年度
交付分から当要綱を適用した。
・鈴鹿市美術展，鈴鹿市文芸賞の補助金から委託料への形態変更に
ついては，税法上の問題等により変更を断念した。
・事業団がこれまで実施してきた各種事業にかかる詳細な実績報告を
まとめ，協議を行った。

　19年度実績報告内容を含めた過去の実績内容の分析を行い，補助
対象事業の精査を行う。

5,813 2 文化課

2-3-4 52
長期
17～

文化団体への補助金
の見直し

　団体の各分野への画一補助金を見直
し，各分野が行う事業の中で精査したも
のに対して事業補助を行う。

　補助の趣旨の明確化による補助金執行の適正化を図るため，4月に
鈴鹿市文化振興事業補助金交付要綱（内規）を制定し，平成19年度
交付分から当要綱を適用した。

　団体から提出される実績報告書の内容等を精査し，適正な補助金
の執行に努める。

2 文化課

2-3-6 54
早期
17-19

社会見学の補助金の
廃止

　母子父子家庭小学生の激励会の目的
で，夏休み期間に「夏の集い」を実施して
会員相互の親睦と自助機能の向上を
図ってきたが，一部の家庭にしか支援す
ることができないこともあり平成18年度よ
り廃止の方向で検討する。

　鈴鹿市母子寡婦福祉会へ夏のつどいの補助金の廃止について伝達
がうまくされていなく平成19年度は事業を実施したが，鈴鹿市母子福
祉会会長と理事会等へ平成20年度から廃止決定を伝え，会員への周
知を図った。

2 子育て支援課

2-3-7 55
早期
17-19

放課後児童健全育成
事業補助金の配分方
式への見直し

　現在15ヶ所で放課後児童健全育成事業
を実施している。公設から民設による放
課後児童クラブの新設を進めている関係
で，補助金運営費において民設民営加算
の割合が増加する傾向が認められるた
め，「鈴鹿市放課後児童健全育成事業補
助金交付要綱」において，民設民営加算
額を固定して配分方法を採用し，軽減を
図る。

　全小学校区に放課後児童クラブの設置を推進する中，公設で開設
する場合には，用地確保等の多額の費用が必要となるため，民設民
営の方針を打ち出した。教育委員会等の関係機関の協力を得て，幼
稚園などの空き教室の把握をし，平成20年度に向けて調整を行い，民
設加算の削減に努めた。

　関係部署との連携を強化して，公共の遊休施設で利用できるとこを
把握し，民設加算の削減を推進する。

3 子育て支援課

2-3-9 57
早期
17-19

鈴鹿市人権・同和教育
研究協議会補助金の
見直し

　鈴鹿市人権・同和教育研究協議会は，
1,100余名の会員から会費を徴収して人
権・同和教育の推進に取り組んでいる。
組織運営を支援するための補助金を見
直す。

　補助金の使途目的を明確にするため，「子どもフォーラムすずか」に
対する事業補助とした。

　完了のため，今後も事業内容の充実を進めていく。

2 人権教育課
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20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

3-1-1 33
早期
17-19

組織機構改革の実施

　新たな総合計画の事業体系に対応した
市民に分かりやすく簡素な組織であるとと
もに，指揮命令系統と責任の所在が明確
な組織体制の確立をめざし，平成19年度
に実施する。

　6月に行った各部のヒアリング結果と総合計画の事業体系に対応し
た組織案との調整を企画課と行ったが，現組織と総合計画の事業体
系に沿った組織案に大きな乖離があった。
新庁舎に移転後2年3月しか経っておらず，市民及び職員もやっと所属
場所に馴染んだところであり，新庁舎移転後間もないこの時期に組織
を大きく動かし，課名変更や課の場所移動を行うことは市民や議員に
対して理解を得ることができず，本市の計画性を問われることとなりか
ねず，平成20年4月については，課の新設・統合・分割などは行わず，
事務の効率化を図るための必要最低限の課内のグループの見直しに
留めた。

　関係部局と十分な協議を図った上で，対外的にも理解の得られる組
織に必要かつ適切な時期に見直しを行いたい。

3 人事課

3-2-1 34
早期
17-18

定員適正化計画の策
定・推進

　定員適正化計画を策定し，計画的な職
員採用と一層適正な人員配置をめざす。
また，再任用職員や臨時・嘱託職員の活
用促進，高度な専門知識や技術を持った
人材の確保等について検討を行う。
【平成20年度までに8人削減し，平成26年
度までに5％削減】

6月　各部人員要望ヒヤリングの実施
7月　再任用希望の聞き取り実施・採用計画の決定
8月　1次募集の広報掲載
9月　1次試験の実施・勧奨退職希望の締切
10～11月　1次募集2次・3次試験の実施
12月　2次募集広報掲載
1月　再任用者の決定・2次募集1次・2次試験の実施・人事ヒヤリング
実施
3月　退職，採用者の確定
20年4月1日の職員数は1,459名で，19年4月1日と比べて10名の減とな
る見込み。
近年民間企業の好景気により，技術職員の確保が難しくなっている。

　19年度までは，定員適正化計画の目標値より削減が進んでいる状
況。
20年度以降も計画に沿った採用計画に努める。

40,000 2 人事課

3-4-1 38
早期

17～19
特殊勤務手当の見直
し

　特殊勤務手当について，月額支給手当
の廃止など勤務実態に応じた手当の見直
しを平成19年度に行う。

　県下各市の特殊勤務手当の状況を調査し，新しい改正案を作成
し,10月から関係団体に新改正案を提示し，協議を進めた。
　関係団体との協議を終え，3月議会で条例改正を行った。
特定の職場に一律に支給されているもの及び特殊性が希薄化してい
るものについて廃止し，他市との均衡を考慮し支給額の見直しを行っ
た。

　今後についても，著しく特殊な勤務であるかなど，手当支給の妥当
性や支給範囲，支給額について引続き検討していきたい。

2 人事課

3-4-3 40
中期
17-20

人事評価制度の構築

　職員の適性や強み弱みを把握し，業務
を通じて指導育成を行うため，平成20年
度を目標に，新たな人事評価制度を構築
する。また，この結果を昇格や人事異動
に反映し，適正な配置に努める。

　平成17年度から制度構築を行ってきた目標管理を取り入れ職員の
業績，能力，態度を評価する新たな人事評価制度を平成19年度9月か
ら管理職試行することとなった。
管理職試行にあたっては，関係団体への制度説明や試行スケジュ－
ルの報告を繰り返し行い導入した。
　管理職に対して，8月に人事評価制度の概要説明及び目標管理制
度研修を2日間，1月に評価者研修を4日間にわたり行った。3月には，
市長及び副市長に人事評価制度の説明の場を設けた。

　平成20年度においては，管理職での年間を通じての始めての試行を
行う。
また，評価の安定を図るため，評価者研修を行うとともに人材育成とし
てコーチング研修なども取りれる。
なお，より良い制度をめざし，平成19年度試行の問題点・改善点の把
握のためアンケートを行う。
平成21年度以降の一般職への試行導入を図るため関係団体と十分
に協議を行う。
一般職導入においては，多人数及び秘密保持のため人事評価制度
の電子システム化が必要となる。
制度が安定した後に，評価が賃金に反映される仕組みも導入する予
定。

△2,029 2 人事課

  基本方針（3）　組織・人事制度の見直しと人材の育成

3-4-2 39
長期
17～

時間外勤務手当の抑
制

　所属長による職員の業務分担の的確な
把握や業務の適切な進行管理，ノー残業
デーの徹底，週休日の振替え推進などを
進め，時間外勤務手当の抑制を図る。
目標　　前年度対比　１％の削減

　増加傾向にあるため，特に前年より増加している所属長に対して，出
退勤システムで職員の時間外勤務を把握して業務配分の調整や日々
の時間外勤務命令の管理徹底を行い，時間外勤務の縮減に努めるよ
う要請した。　また，ノー残業デーの徹底を呼びかけた。
しかしながら，対前年度では，11,960時間の5.7％の増加となった。
原因は，19年度に，地震により約2,500時間，選挙による約700時間の
増加の特殊事情があったこと。
また，福祉部門では医療制度改革による法改正，会計検査指摘事項
処理，応急診療所建替えによる業務などの特殊事情を生活支援課
（3,435時間増），子育て支援課（2,182時間増），保険年金課（3,789時
間増）健康づくり課（395時間増）で時間外勤務で対処した。
　この著しい業務量の増加に対応するため，平成20年4月1日付けの
人事異動では，他部局を削減し福祉部門の4課に7人の増員を行い，
必要な部局への適正な人員配置に努めた。
　その他，下水道整備の事業量増により設計業務などで下水建設課
が2,100時間増加，つなぎこみの関係で水道局工務課が1,100時間増
加した。また，教育委員会においては，給食センターの新築及び中学
校の移転事務などにより担当課の教育総務課，学校教育課合わせて
1,300時間の増加が生じた。

人事課

　毎年度，継続的に時間外勤務の削減を呼びかけていく。
前年度比1％の削減目標達成に努める。

△20,000 4
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20年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由
自己
評価

19年度単年度
効果額（千円）期間 改革事項 19年度の実施状況改革内容 担当課実施計画

NO

集中改
革

プラン
NO

4-2-1 19
長期
17-21

市民参加に関する条
例の制定

　平成19年度中に，市民参加の手法を用
いて制定する。

　5月に「市民参加に関する条例検討ワーキング」を立ち上げ，本市に
ふさわしい条例は何か，市民参加の現状と課題，（仮称）市民検討委
員会のあり方になどについて，合計11回のワーキングを開催した。
　管理職研修会（副参事級）の開催，伊賀市や先進的な取り組みをし
ている川口市，平塚市への視察を行い，四日市大学公開講義「テーマ
自治基本条例」へも参加をし，条例全般に関する知識を深めた。
　20年3月　市民参加に関する条例の制定に向けて「これまでの動き」
「ワーキングの検討結果」「（仮称）市民検討委員会のあり方」「条例制
定スケジュール」等，これまでのワーキング１１回の総まとめを行った。

・20年4月　政策幹部会議にワーキングの検討結果を踏まえ「市民参
加に関する条例」を制定していくことを報告
・5月～7月　タウンミーティングと（仮称）市民検討委員会委員の公募。
6月には条例制定へのキックオフとしての「明日のまちづくりを考えるシ
ンポジウム」を開催する。（講演会とシンポジウム）
・20年7月～　（仮称）市民検討委員会の開催，NPO等との意見交換
会，職員研修会等の開催
・22年度中　条例施行予定

　「自治基本条例」は，市
民と行政が協働でつくる
ことに意義があり，制定ま
でのプロセスが重要な条
例である。市民の気運を
高めるためには，時間を
かけて十分な周知と議論
をする必要があることか
ら，施行時期を延長する
決断をした。
（実施年度を22年度とす
る）

△424 3 地域課

4-3-1 －
中期
18-20

仮称）安全安心まちづ
くり条例の制定

　平成18年度中に災害，犯罪及び事故等
による市民の生命，身体及び財産に対す
る危害及び損害の防止について，市，事
業者及び市民の責務を明らかにするとと
もに，安全なまちづくり基本計画の策定そ
の他の施策の基本となる事項を定める。

 本年度は，6月に制定した鈴鹿市交通安全条例に基づき，鈴鹿市交
通安全対策会議を設置して鈴鹿市交通安全計画を2月に作成した。
　また，平成20年度の防犯にかかる分野での条例の制定に向けて，
県内の状況を調査した結果，県下29市町では，平成13年以降におい
て21市町で生活安全の推進に関する条例，規則が制定されているこ
とが分かった。

　防犯による条例に関して，庁内関係部署及び関係機関との協議を図
り，基本的な方向を定めていくことにしている。

3 防災安全課

4-3-2 －
早期
18-19

消防団による防災訓
練の実施

　自治会を始めとして地域ごとの自治意
識の高揚に努めるため，消防団と自主防
災隊との連携を図り，安心・安全な地域づ
くりの啓発に努める。

　①第1方面隊は7月29日地域参集スタイルでの総合的訓練を実施。
②第6方面隊は9月9日代表地区を中心とした総合的訓練を実施。③
第4方面隊及び第5方面隊は各々10月7日に代表地区を中心とした総
合訓練を実施④第3方面隊は10月21日代表地区において地区行事と
あわせて実施⑤第2方面隊は11月4日代表地区内で各自治会部分型
の同時訓練を実施。それぞれの訓練結果は12月20日開催の分団長
会議において報告するとともに，次年度以降も継続しての実施を確
認。

　消防団指導による自主防災隊との合同訓練は，3年目となるため，
今後は，知識の修得から技術の修得（実践型）の運連へ移行させる。
訓練日数や実施の方法は従前通りとし，今後は実施結果を検証し，よ
り効果が挙がるように努める。

2 消防総務課

4-3-3 －
中期
18-20

消防団ＯＢの防災支
援活動

　大規模な災害が発生した場合，地域に
おける消火・救助・避難誘導等の防災活
動が被害の拡大を防止する観点から重
要である。消防団を退団した方々の防災
の知識・技術・経験を生かし，消防分団及
び自主防災隊が行う防災活動を支援する
制度を創設し，地域の安心・安全の自治
意識を高揚させる。

　防災活動に消防団員として活動した知識・経験を役立てる「消防団Ｏ
Ｂによる防災支援隊」は，平成19年5月13日に131人の登録を得て発
足した。その後，啓発活動を実施した結果，151人の登録を得ている
が,更なる充実を図るため，平成20年2月22日の消防分団長会議にお
いて，退団者に働きかけることを依頼した。

　20年度は，19年度退団者の登録依頼を行うほか，市総合防災訓
練，自治防災訓練等においても訓練指導依頼を行い，効果的な育成
を図る。

2 消防総務課

4-4-1 －
長期
18～

地域づくり活動支援事
業

　市民主体による自主・自立した地域づく
りを行うため（仮称）地域づくり協議会の
設立を支援する。

　6月に本市における地域づくり協議会の先駆的役割を担う，地域づく
りモデル事業を実施した加佐登と石薬師2地区の報告・発表会を開催
し，本市における地域づくり事業やそのプロセスを検証することができ
た。また，地域づくり協議会設立につながる事業を実施している，稲生
地区と牧田地区に地域づくり活動団体設置事業補助を行った。
　3月には，地域づくり事業についての現状を聴取するために，全地区
市民センターを訪問し，「鈴鹿市23地区の地域づくり　平成19年度実
績」を作成した。

・地域づくり協議会として認定された団体が，より効果的な活動を繰り
広げるために，「地域づくり協議会補助金交付要綱」を制定し補助金を
交付する。
・モデル事業地区及び地域づくり活動団体設置事業補助金交付地区
の報告・発表会を開催
・地域づくり講演会や地域づくり土曜講座を開催し，市民や職員への
地域づくりの必要性の啓発や地域リーダーの発掘及び育成を促進す
る。

2 地域課

4-4-2 －
長期
18～

主体性のある公民館
運営委員会の育成

　地域の社会教育，生涯学習活動の拠点
である公民館の運営を各公民館に設置さ
れている公民館運営委員会のあり方を見
直し，役割を活性化することで，地域にお
ける生涯学習活動の実施主体として指
導，育成する。

　公民館運営委員会において，生涯学習推進員を配置し，公民館長
の相談役や，地域住民の公民館活動への参画を促す活動に取り組ん
だ。また地域の各種団体から出ている委員や，サークル代表者による
委員の活躍など，地域の横断的なつながりを得て，各公民館の事業
推進に努めた。

　公民館運営委員会の主体性と，企画力，実行力をさらに高めるた
め，運営委員会への働きかけをさらに続けて，地域住民が主役の事
業実施に取り組む。

2 生涯学習課

  基本方針（4）　市民参加の行政と住民自治の推進
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