
 

 

 

鈴鹿市行財政改革計画【集中改革プラン】実施結果 
（平成２０年度実績） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平成２１年 6 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 19 

基本方針(2) 効率的・効果的な財政基盤の確立  8 

基本方針(3) 組織・人事制度の見直しと人材の育成 3 

基本方針(4) 市民参加の行政と住民自治の推進 5 

合 計 35 

 

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％】 
26 74.3% 

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％】 
3 8.6% 

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％】 
4 11.4％ 

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】 
2 5.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20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 55,353 202,018 273,232 

基本方針(2)効率的・効果的な財政基盤の確立  46,325 71,717 153,717 108,627 380,386 

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 45,751 209,271 

基本方針(4)市民参加の行政と住民自治の推進 0 △70 △424 △1,752 △2,246 

その他(集中改革プランのみ） 3,620 0 0 0 3,620 

合 計 122,735 160,267 226,617 354,644 864,263 

 

【累積効果額】                               （単位：千円） 

区 分 
効果額 

17年度 18年度 19年度 20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 56,320 224,983 299,909 

基本方針(2)効率的・効果的な財政基盤の確立  46,325 75,669 180,182 140,905 443,081 

基本方針(3)組織・人事制度の見直しと人材の育成 73,758 167,791 171,895 239,675 653,119 

基本方針(4)市民参加の行政と住民自治の推進 0 △70 △424 △1,752 △2,246 

その他（集中改革プランのみ） 3,620 3,620 3,620 3,620 14,480 

合 計 122,735 266,584 411,593 607,431 1,408,343 

 

※「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。 



20年度　行財政改革・集中改革プラン　進行管理表一覧表

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。

・県内3館の男女共同参画センターと情報交換を
行った。
・鈴鹿市らしい男女共同参画施策の推進が可能
であり，かつ，指定管理を受任できる組織力を
持った団体がない。

H21年度の男女共同参画センターの指定管理者
制度導入を取りやめる。
[理由]
・現時点において，センターの指定管理を受任
できる団体が不在である。
・現在は，センターに男女共同参画課を置き，行
政が単体でソフト部分とハード部分を兹任してい
る。
指定管理者を導入すると，行政がソフト部分を
担い，指定管理者がハード部分を担うという関
係になる。2重の施策推進体制の維持が必要で
あるため，必ずしも予算の削減にはつながらな
い。

5 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。

・平成20年4月1日より，指定管理者に移行。
・サービスの維持・向上を図るため，毎月1回，
指定管理者との運営会議を開催。
・年12回開催。

・サービスの維持・向上を図るため，引き続き指
定管理者との運営会議を開催。

24,593
2 スポーツ課

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。

9月3日，鈴鹿市学校給食センターの稼働
12月，業務効率や人員体制等，センター化の実
績の検証
3月，第2期センター建設のための庁内準備会発
足

・新しい学校給食センターが9月に稼働し，さらな
るセンター化に向けた実績等を検証しながら，
民間委託を前提に第2期センターの検討を進め
ていく。
・平成21年6月には，庁内準備会を経て，第2期
センター建設の第1回検討委員会を開催する。
・平成21年度に3回，平成22年度に4回程度開催
し，平成22年度中に全体計画案を策定する予
定。
・平成23年度には用地取得等の予算計上を図
り，平成24年度には実施計画を作成。
・平成25年度には，建築費の予算計上を図ると
ともに，民間委託業者を決定する。
・平成26年度に着工し，平成27年度9月の供用

4 教育総務課
学校教育課

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。

・鈴鹿市公立保育所のあり方検討内部委員会を
3回開催し，鈴鹿市における公立保育所の現
状，他市の状況，保育所の公民比較，公立・民
間の役割分担等の検討を行い，問題点と共通
の認識をもった。

・平成21年4月から8月頃までに鈴鹿市公立保育
所のあり方検討内部委員会を2回程度開催し，
内部委員会としての鈴鹿市における今後のあり
方についての方向性を示していきたい。
・平成21年9月頃から鈴鹿市公立保育所のあり
方検討委員会を2回程度開催し，鈴鹿市におけ
る公立の現状，公民比較の検討を行うとともに，
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。

2 子育て支援課

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・松池公園は，平成20
年度より指定管理者に移行した。
・石垣池公園・鈴鹿川河川緑地・鼓ケ浦サンス
ポーツランドの3公園は，平成22年度指定管理
者制度導入を目指し，平成20年度3月議会にお
いて，都市公園条例の改定，公園管理委託料
の債務負担行為を行った。

・石垣池公園・鈴鹿川河川緑地・鼓ケ浦サンス
ポーツランドの3公園は，平成21年6月以降に指
定管理者の募集を開始し，現地説明会を行う。
・10月には選定委員会による指定管理者候補者
のヒアリングを実施し，12月議会で指定管理者
の議決を受け，年度末に事務の引き継ぎを行
う。

693 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ＪＡ鈴鹿に移管する。

・平成19年産の米価下落により，平成20年度か
ら国の方針が，米の生産調整への行政の関与
を強化することとなったため，これまでどおりＪＡ
鈴鹿とともに水田協議会の運営を行ってきた。

・国では，平成22年度以降の生産調整の在り方
について，抜本的に見直すことが検討されてお
り，大幅な制度等の見直しが予想されるため，
国の制度見直しの動向を見ながら，ＪＡ鈴鹿と協
議を重ねていく。
・平成21年度については，現在の制度の下で，Ｊ
Ａ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

1-4-1 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。

・平成21年1月11日に成人式を県営鈴鹿スポー
ツガーデン水泳場で開催した。
・今回の成人式において，実行委員会としては，
式典内容を充実させる方針で運営に関わったた
め，イベントを独立して行う形は取らなかった。
・イベント開催に伴う実行委員会への補助金交
付もなかったことから，結果的に成人式の簡素
化につながった。

・従来のような成人式でのイベント開催を望む声
が，出席した新成人からも聞かれないことから，
実行委員会によるイベント開催よりも，式典運営
への関わりを重視した実行委員会方式による成
人式を継続していく。 2 生涯学習課

担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

  基本方針（1）　簡素で効率的な行政システムの推進

1



担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

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。

・地域の子育て支援拠点施設として，別の手法
でセンター型の鈴鹿市子育て支援センターが1
か所，ひろば型として6か所が設置されているこ
とから，現状において子育て支援拠点は確保さ
れており，10か所の公立保育所の定員を削減
し，地域の子育て支援の拠点施設として活用す
る必要がなくなった。

現状において子育て支援拠点は確保されてお
り，10か所の公立保育所の定員を削減し，地域
の子育て支援の拠点施設として活用する必要
がないことから廃止する。 2 子育て支援課

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。

・当初プランの検証を踏まえ，見直し作業を進め
た。
・道路用地取得方法と建築基準法上に基づく
セットバック用地の取り扱いとの整合を図るとす
るプランを検証した結果，目的や取り扱いに差
異も多く，事務作業の煩雑・複雑化による混乱
や地権者に対する平等性の確保が非常に困難
となることが判明するなど，逆に不信感を抱か
せることにも繋がりかねないプランであり，また，
費用対効果の面からも必ずしも経費の軽減とは
ならず，有益な効果も得られないことが分かり，
本プランの改革にはならないという結論に至っ
た。

検証の結果，本行革プランを取り下げ，今後は
新しい道路用地取得の条件整備に向け調査研
究を行っていきたい。

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

　少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。

・4月21日の第3回幼稚園再編整備検討委員会
から，平成21年2月13日の第9回幼稚園再編整
備検討委員会まで開催し，基本的な考え方と，
具体的な各中学校区の再編整備案についての
答申案を検討をしているところである。

平成21年度秋頃までには幼稚園再編整備検討
委員会の答申をいただき，その後，その答申を
踏まえて，公立幼稚園の今後の在り方や目指す
方向性を明確にした再編整備の実施計画案を
作成する予定である。
平成22年度には，実施計画を策定し，市民に広
く意見を求めるとともに，中学校区別に地元との
協議を進める。
平成23年より，実施可能な中学校区について検
討し，平成24年度4月から，順次再編整備を実
施していく予定である。

3
教育総務課
学校教育課

指導課

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。
【平成19年度計画変更】
　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。

・日曜窓口センターの呼称により，試行ではある
が平成20年11月2日から白子地区市民センター
において，住民票の写し，印鑑登録証明書，記
載事項証明（住居表示証明書を含む。），登録
原票記載事項証明書，住民票コード通知票の交
付業務を９時から１７時まで行っている。
・1日の利用者数は，平均で約40人。
・証明書別の1日平均は，住民票の写し約22件，
印鑑登録証明書約22件となっている。
・人員配置については，管理職1名・一般職員1
名及び嘱託職員2名の計4名で日曜窓口サービ
スセンターを開設している。

・試行期間は1年間とし，試行の結果を分析・検
証して，場所，時間及び業務の種類等を検討す
る。

2 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。

・公社の経営支援については，年次計画による
買戻しが課題であるため，取得依頼課及び財政
担当部署への再取得要請等調整を図ったが，
財政状況が急激に悪化したため，補正予算によ
る再取得は実現しなかった。
・代替地2物件について，境界立会・測量を完了
した。
・他市の公社経営支援策（補助金・負担金，融
資等）について情報収集を行った。

・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

・平成20年5月に総務部参事兹管財営繕課長が
理事に就任し，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
導監督する体制を整えた。
・平成21年2月に地方自治法第199条第７項に基
づき，鈴鹿市監査委員による財政援助団体等監
査を実施した。

・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していく。 2 管財営繕課
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担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

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

・職員が2年目となり，事務の内容を把握し効率
的な運営及び多文化共生のための事業の拡充
を図った。
・各団体との統合，つまり異なる業種の統合が
可能か独自運営で進めるか検討した。

・統合か独自運営及び5年以内に公益か一般の
財団へ移行の検討を進めていく。

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

・業務の整理合理化等の検討を行った結果，
　・市退職プロパー職員の削減
　・市併任職員の減員
　・専門プロパー嘱託職員の採用
を平成21年度に行う。

・指定管理者制度導入も含めて，他外郭団体と
の統廃合について団体及び管轄課と方向性の
検討をする。

2 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。

・市営住宅賃貸借計算システム及び下水道事業
受益者負担金システムについて，平成21年度更
新に向けた移行準備を行った。

・市営住宅賃貸借計算システム
　平成21年10月更新予定

・下水道事業受益者負担金システム
　平成21年10月更新予定 155,751 2 市政情報課

1-5-3 14
中期
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。

・公用車廃車13台，更新4台，寄付に伴う増車2
台にて差引7台の削減。
・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
の利活用により効率的な公用車時間運用を実
施した。
・平成１７年度当初291台であった公用車は，平
成20年度末には259台で，11.0％の削減となり，
当初目標の10％削減を実現した。

・平成22年度の公用車集中管理体制の見直し
に向けて，集中管理車両と課内管理車両の精
査を行い，更なる公用車削減を実施する。
・庁内LAN施設予約の利活用により，効率的な
公用車時間運用を実施する。

589 2 管財営繕課

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。

・4月に8人の嘱託職員をパート職員へ切り替え
実施済み。
・4月から勤務に就いたパート職員及び該当の
学校からは問題点等の報告もなく，順調に推移
している。

・継続して8人のパート職員を雇用する。

10,746 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。
【平成19年度計画変更】
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。

・水槽付消防ポンプ自動車の更新に伴い，車両
の資機材で使用可能な機材を載せ換えて，再利
用を図るとともに廃車車両を売却した。

消防車両の更新等その整備を図る場合は，次
の措置を執る。
・積載資機材等に検討を加え，可能な限り低単
価となるよう再利用に努める。
・更新時期と耐用年数を再検討し，使用期限の
延長を図る。

344 2 消防課

3



担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

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21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。
・経済情勢の急激な悪化により，使用料，手数
料等引上げが困難となり，結果的に見送ること
となった。

・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。

3 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。

・近隣市町の手数料の動向を見ると合併によ
り，値下げしたところは見受けられるが値上げし
たところはなく，また，経済情勢の悪化等により
手数料の値上げは市民に受け入れられないこと
から，手数料の値上げは見送ることとする。
・自動交付機の導入について検討は行ってい
る。

・手数料の改正は見送る。
・証明書自動交付機の導入の際には手数料改
正について検討する。

5 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。

・各市の状況を調査したところ，鈴鹿市における
国徴収基準額に対する市保育料の割合は，県
下の平均64.4％に対して69.1％であった。
・子育て支援が求められる時代，保育料のアッ
プは子育て支援に反するとともに，県下の平均
値を上回っているため，平成21年度を見据えた
上で現状維持とする。

・国の保育制度に対する新たな考え方（今後の
保育制度の姿）の動向や県下の状況及び近隣
市町の動向を注意深く見極めながら，引き続き
情報収集していきたい。

3 子育て支援課

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，個人・企業等（４者）
に売却。売却額50,372,971円
・古車（12台）売却　224,700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。

50,598 2 管財営繕課

　基本方針（2）　効率的・効果的な財政基盤の確立

2-2-1 47 自主納付と滞納対策

　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％】

・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・同封している。
・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月5日号）やホームページ（常時）に納期一
覧表を掲載している。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ＰＲを流している。
・納税者が納付しやすい新しい納付方法である
コンビニ収納についてノウハウを学ぶため，桑
名市，松阪市に視察または照会した。また，庁
内会議を開催し，平成22年度軽自動車税のコン
ビニ収納実施に向けて仕様書，実施要領などの
作成に取り掛かっている。
・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。
・滞納処分対象債権の範囲拡大を図った。
・高額滞納者・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。
・インターネット公売の可能性に向けて，捜索・
公売手続き等について勉強を始めた。
・平成20年度現年度収納率97.48％

・平成20年度まで実施してきた上記項目を引き
続き実施していくとともに，コンビニ収納の委託
業者選定に始まる実施準備を進めていく。
・主な準備内容として，コンビニ収納代行委託事
業者を決定，納付書様式や電算システムの修
正，コンビニ店舗におけるバーコード読取テスト
やコンビニ収納代行事業者とのデータ受信テス
トを実施し，スムーズな導入に向けた準備をす
る。
・平成23年度以降，市県民税（普通徴収），固定
資産税・都市計画税及び国民健康保険税（普通
徴収）についても実施に向けて検討する。

30,147 2 納税課
長期
17～
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担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

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。

・平成21年度当初予算編成過程において，鈴鹿
市補助金等交付基準に基づき，当該団体に対
する補助金内容について補助金等シートにて評
価を行った結果，平成21年度は継続補助となっ
た。
・鈴鹿市美術展，鈴鹿市文芸賞は，市主催事業
であることから，平成21年度から事業費補助か
ら委託料へ形態を変更した。

・鈴鹿市補助金等交付基準に基づき，当該団体
から提出される20年度補助金実績内容等につ
いて，補助金等シートにて評価を行う。

7,482 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。

・平成21年度当初予算編成過程において，鈴鹿
市補助金等交付基準に基づき，当該団体に対
する補助金内容について補助金等シートにて評
価を行った結果，平成21年度は継続補助となっ
た。

・鈴鹿市補助金等交付基準に基づき，当該団体
から提出される20年度補助金実績内容等につ
いて，補助金等シートにて評価を行う。

2 文化課

・「鈴鹿市補助金等交付基準」を策定し，平成20
年10月1日から適用し，平成21年度予算から対
象とした。
・平成21年度予算編成に活用するとともに，予
算成立後，基準とともに，対象となった補助金に
ついて，ホームページ上で公表する。

・基準に基づき，適正な補助金交付に努める。

2 財政課
中期
17-
20

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。

【平成19年度計画変更】
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）

2-3-2 50
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担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

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：各部人員要望ヒアリングの実施
・7月：採用計画の決定
・8月：再任用希望の聞き取り及び所属長ヒアリ
ング　・1次募集の広報掲載
・9月：一次試験実施(技術職員9月7日，その他9
月21日）　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
・1月　再任用者の決定　　人材要望等人事ヒヤ
リング実施
・3月　退職，採用者の確定及び人事異動作業
・平成21年4月1日の職員数は1,453名で，平成
20年4月１日と比べて6名の減となった。

・平成20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。
・平成21年度以降も民間委託，業務の見直し，
嘱託職員の活用及び職員の適正配置に努める
とともに，権限移譲や法改正における事務量の
増加にも十分配慮し，計画に沿った採用に努め
る。 80,000 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20年度においては，管理職での年間を通
じての初めての試行を行った。
・4月には，新たに管理職になる者に対して制度
説明会を開催した。
・7月には，国際文化アカデミーの人事評価制度
研修会に職員が参加し先進団体の取組などの
知識を深めた。
・研修については，8月にコーチング技法を含ん
だ全体研修を4日間，1月には，評価技法を中心
とした全体研修を2日間開催した。

・平成21年度においても管理職における試行を
実施する。
・評価の安定に向け年間2回の評価者研修を引
き続き行う。
・国際文化アカデミーの人事評価制度研修会に
職員が参加する。
・一般職への試行導入に向けて，関係団体と協
議を行う。
・より良い制度を構築していくため問題点や改善
点の把握に努め，改善を図っていく。

△1,249 2 人事課

・出退勤システムで職員の時間外勤務を把握し,
管理職に対して勤務状況の適格な把握と勤務
時間管理を徹底するように要請するとともに，業
務量に見合った適正な人事配置を行う。

  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

・所属長に対して，所属職員の毎月の時間外勤
務時間の集計表を送付し業務配分の調整を行
い，時間外勤務の縮減に努めるように依頼し
た。また，時間外勤務時間の上位については，
人事課で聞取りを行った。
・さらにノー残業デーに残業を行う場合は，所属
長からノー残業デー時間外勤務命令報告書の
提出を求めた。
・しかしながら対前年度では，14,594時間，6．
6％の増加となった。
・今年度の増は，生活支援課の生活保護の不
正請求と不況による申請者増による事務で
7,638時間増と資産税課の家屋台帳整理などに
よる3,818時間増が最大の原因となっている。
・部別では，ほとんどの部が削減をしている中，
企画財務部が8,695時間，保健福祉部6,479時
間，教育委員会4,849時間の増が大きい。
・企画財務部では，資産税課，市民税課，納税
課の税関係の事務増によります。
・保健福祉部では生活支援課の特殊事情により
ます。
・教育委員会では学校給食センター，学校教育
課において給食関係で新センターの設立準備や
異物混入及び幼稚園再編整備関係によります。
・なお，時間外勤務時間数では，保健福祉部が
突出しており，平成21年4月1日付けの人事異動
では，福祉部門に他部局を削減して5人の増員
を行うなど，必要な部局へのメリハリのきいた人
事配置に努めた。

△45,000 4 人事課
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担当課自己評価20年度の実施状況 計画変更の理由
20年度単年度
効果額（千円）

実施計画
NO

集中
改革

プランNO
期間 改革事項 改革内容 21年度以降の実施スケジュール

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。

・当初，交通安全・防犯・防災を含めた包括的な
条例の制定を予定していたが，市内の交通事故
のきびしい状況から，交通安全条例の制定が急
がれ，その後防犯条例を制定することにした。
・防災に関しては，鈴鹿市地域防災計画に基づ
き対策が講じられているため，条例の対象から
外した。
・19年度に鈴鹿市交通安全条例を策定し，20年
度は防犯にかかる分野での条例制定に向け
て，関係機関等との協議を図り方向を定めるた
めに，防犯協会等と，犯罪を未然に防止するた
めに，個々の施策・責務などの協議をしてきた。

・防犯を対象とした条例の制定は見合わせる。
・現在，市や警察などの行政や，関係団体等が
共通認識を持って，連携をとりながら毎年計画
的に事業を実施しており，効果もあらわれている
ことから，条例制定の必要性は低いと判断した。

4 防災安全課

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。

・4月 経理書類の書式変更（決裁欄見直し）
・4月 単独館の管理費と事業委託費を分割
・4月 事務説明会
・6月 公民館長会議
・12月 単独館の管理費経理状況確認
・1月 平成21年度予算策定に際し併設館につい
ても管理費・事業委託料を分割計上

・公民館における生涯学習活動の実施主体とし
ての意識を，各運営委員が持てるように，公民
館長や職員，さらに運営委員会に対する指導を
強化していく。

2 生涯学習課

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
大を止める点からも重要であることから，消防団
を退団した方の防災の知識・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。

・4月に12名，5月に1名，2月に2名の計15名を登
録し，登録者数を166名にした。
・消防団（第3・4・5方面隊）が開催した自主防災
隊との合同防災訓練に消防団OB（鈴鹿市消防
団防災支援協力者）の参加あった。（開催日：第
3方面隊は10月26日，第4方面隊は10月5日，第
5方面隊は10月26日）
・稲生地区で開催した自治会合同消防訓練にも
参加があった。（開催日：11月2日）参加人数は
合計で37名であった。
・平成21年2月26日の分団長会議に於いて，分
団長に退団者に登録を働きかけること依頼をし
た。

・毎年春に消防団を退団する人に防災支援活動
への協力を求め，防災支援協力者の増強を図
る。
・各地区自主防災隊の単独訓練が可能となるよ
う，消防団による協力指導の推進を図る。

・「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える
会」を引き続き月1回程度開催し，条例に盛り込
むべき項目とその内容を検討し，中間案を公表
して，パブリックコメント等を行い提言書を作成
し，市長に提言を行う。

・4月に，平成19年度に設置した庁内ワーキング
の検討結果を部長連絡会議に報告，さらに，掲
示板にて全庁に公表し，「市民参加に関する条
例」の必要性を啓発した。
・6月には，条例制定へのキックオフとして，「明
日のまちづくりを考えるシンポジウム」を，また，
地域に出向いてのタウンミーティングを6回開催
し，広く市民にも周知・啓発した。
・その後，市民参加や住民自治を推進するため
のまちづくりのルールとしての条例を検討するた
めに，公募市民委員14名，有識者4名，関係団
体の代表者8名，市職員8名の34名で構成する
「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会」
を9月に立ち上げ，7回の会議を開催した。
・12月と1月には，四日市大学の岩崎教授を講
師に迎えて，新副参事と主幹職員を対象とした
「市民参加の制度づくりを考える」研修会を開催
した。

△1,752 地域課

基本方針（4）　市民参加の行政と住民自治の推進

4-2-1 219
長期
17-
22

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。

【平成19年度計画変更】
　「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）

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。

・地域づくり協議会として認定された団体が，よ
り効果的で継続的な活動を繰り広げるために，
新しく「地域づくり協議会補助金交付要綱」を制
定し，わが町加佐登まちづくり委員会と石薬師
地区明るいまちづくり推進協議会に補助金を交
付した。
・7月には，補助金の交付を受けて，地域づくり
協議会モデル事業を実施した地区（加佐登・石
薬師）及び地域づくり協議会の設置促進を目的
に事業を実施した地区（牧田・稲生）の報告・発
表会を開催した。
・6月には，NHKアナウンサー時代に地域づくり
活動番組の司会を担当し，地域の課題に取り組
んでいる全国各地の地域づくり活動を見てきた
堀尾正明さんを迎えて，地域づくり講演会を開
催した。さらに，3月には，人づくりや地域リー
ダーの育成を目的に「地域づくり土曜講座」を開
催した。

・市民主体の自主自立した地域づくりを行うため
の「地域づくり協議会」設立を促進するために
は，個人間や地域間の意識格差を解消すること
が必要であり，そのためには人づくりや地域リー
ダーの存在が不可欠であることから，地域づくり
講演会や，土曜講座を開催する。
・地域づくりの啓発と他地区への取り組みの参
考とし，地域づくり協議会の設置促進のために，
平成20年度に地域づくり協議会の補助金の交
付を受けて事業を実施した地区の活動報告会を
開催する。

2 地域課
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