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施政方針
「鈴鹿市総合計画 2023
後期基本計画」がスタート

　令和 2年度がスタートしまし
た。今回の特集では、「鈴鹿市総
合計画 2023　後期基本計画」に
掲げた 5つの「将来都市像を支
えるまちづくりの柱」と「自治体
経営の柱」に沿って、市政運営の
基本方針について紹介します。

現在、日本社会は本格的な人
口減少の局面に突入してお

り、全国各地で地方創生が声高に
叫ばれる中、ＡＩ（人工知能）や５
Ｇ（次世代無線通信システム）、自
動運転などの未来技術を活用した
超スマート社会の形成や、まちづ
くりの担い手としても期待される
関係人口の創出、ＳＤＧｓ（持続可
能な開発目標）など、新たなキー
ワードも唱えられております。
　このような方向性も積極的に取
り入れつつ、未来においても市民
の皆さまから常に選ばれる都市と
して、輝き続けるために市政を前
進させてまいります。
　いよいよ 4月からは、鈴鹿市
総合計画 2023 後期基本計画がス
タートしました。総合計画の着実
な推進を図るとともに、本市の未
来デザインを思い描きながら、令
和という新たな時代の環境づくり
を進めてまいります。

「大切な命と暮らしを
守るまち すずか」

「大切な命と暮らしを
守るまち すずか」

◆大規模自然災害や国際的な危機
管理事案などから 20万人市民
の皆さまを守るために、自助・
共助・公助の連携による防災・
減災力の強化を図るとともに、
本市の危機管理能力を一層強化
してまいります。
◆複雑化・多様化する消防・救急
需要に対応するため、引き続き
消防職員や消防団員の災害対応
能力の向上を図るほか、高規格
救急車や消防施設の計画的な整
備を進めてまいります。

◆交通安全教室や街頭啓発をはじ
めとした教育・啓発活動を推進
するとともに、高齢運転者の交
通事故防止、安全な交通環境の
整備に向けた危険箇所点検の実
施、危険な交差点における防護
柵の設置、区画線などの適正管
理を推進することで、交通事故
発生件数の減少を図ってまいり
ます。
◆犯罪に対する市民の皆さまの不
安解消に向け、関係機関と連携
し、街頭啓発活動などを実施す
るとともに、駅周辺の自転車駐
車場への防犯カメラの設置を、
今後も計画的に推進してまいり
ます。

【主な事業】
○緊急避難場所整備
　民間施設の津波避難ビル指定の
増加を図るため、津波避難ビル
の指定基準に合致する整備工事
費の一部を補助
○交通安全施設整備事業
　通学路に指定されている信号交
差点における安全対策の実施

「子どもの未来を創り 豊か
な文化を育むまち 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」
◆市内の公立保育所の拠点施設と
なる西条保育所が開所いたしま
したので、病後児保育や一時預
かり保育などの特別保育事業の
実施や、さらなる保育サービス
の充実を図るため、土曜日の一
日保育事業をスタートいたしま
す。
◆公立・私立保育所、私立認定こ
ども園の保育料算定時の多子計
算に係る年齢制限を撤廃し、多
子世帯における保育料の負担軽
減を図ってまいります。
◆より質の高い授業を行う環境を
整えるため、学習用ＩＣＴ機器
を積極的に活用し、子どもたち
が分かりやすく、一人一人の能
力や特性に応じた学びが実現す
るよう取り組んでまいります。
◆子どもたちが安全で、安心して
学ぶことができる教育環境を充
実させるため、公立小・中学校
のトイレの洋式化・乾式化に順
次取り組んでまいます。
◆2021 年度の「三重とこわか国
体・三重とこわか大会」の開催
に向け、準備体制の構築と機運
の醸成を図ってまいります。

【主な事業】
○途切れのない支援事業
　発達に課題のある児童を早期に
発見し、充実した相談、支援業
務を継続して実施
○教育施設環境整備／学校トイレ
洋式化整備
　公立小学校トイレの洋式化およ
び乾式化に係る改修工事

「みんなが輝き 健康で笑顔
があふれるまち すずか」
「みんなが輝き 健康で笑顔
があふれるまち すずか」
◆高齢者の皆さまを支える仕組み
として、医療と介護の連携や、
地域での住民同士の支え合い活
動が広がるよう支援しながら、
地域包括ケアシステムの体制整
備を引き続き進めてまいります。
◆障がい者の皆さまを取り巻く地
域課題に対して、関係機関がよ
り連携して円滑な対応ができる
よう、相談支援センターのコー
ディネート機能を向上させるた
め、鈴鹿市障害者相談支援セン
ター「あい」にある基幹相談支
援センターとしての機能を強化
し、障がい者の方の自立に向け
た日常生活支援に一層取り組ん
でまいります。

◆医療体制の充実や市民の皆さま
の健康増進に向けて、一次・二
次救急医療機関との効率的な連
携を図るとともに、関係機関と
連携し、安定した医療サービス
の確保を図ってまいります。
◆妊婦期から子育て期までの途切
れのない支援を提供するため、
妊娠から出産、乳幼児期におけ
る子育てまでの包括的な支援を
積極的に進めることで、子ども
を安心して産み育てる環境を整
えてまいります。

【主な事業】
○地域支援事業／介護予防・日常
生活支援総合事業
　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
○妊娠出産包括支援事業
　里帰り出産などによる産婦健康
診査の県外受診を助成対象とし
て追加



「自然と共生し 快適な生活
環境をつくるまち 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」

◆食品ロスゼロチャレンジモニ
ターなど、市民の皆さまの食品
ロス削減に対する関心を高める
ための取り組みなどを積極的に
行うことにより、ごみの排出量
抑制を図ってまいります。
◆優先度が高い道路を選定して効
率的な整備を進めるとともに、
市民の皆さまの生活に密着した
道路の計画的な維持・管理を行
うことで、地域内外への移動の
円滑化を図ってまいります。

◆新たに地域公共交通網形成計画
の策定に着手し、本市にふさわ
しい公共交通ネットワークの構
築を図るための調査、検討を進
めてまいります。
◆浸水被害が発生している地域の
被害軽減に向け、河川や排水路、
排水機場などを計画的に改修し
てまいります。
◆地震などの非常時における水道
水の安定供給につなげるため
に、重要性の高い基幹管路など
の耐震化に取り組みます。

【主な事業】
○食品ロス削減推進事業
　食品ロス削減の意識拡大のため
の各種啓発事業を実施
○バリアフリー化整備事業
　近鉄平田町駅構内の多機能トイ
レの新設や構内点字ブロックの
整備などのバリアフリー化

「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」

「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」

◆新名神高速道路にアクセスしや
すい交通利便性など、京阪神地
区に対する優位性などを積極的
にアピールするため、プロモー
ションも兼ねたイベントを展開
するほか、奨励金制度などを活
用して、市外からの優良企業の
誘致を図り、雇用拡大につなげ
てまいります。
◆認定農業者や新規就農者への支
援措置を集中化・重点化するこ
とで、担い手の確保や経営基盤
の強化といった課題に対応して
まいります。

◆伊勢型紙や鈴鹿墨といった伝統
産業や観光資源、食などの認知
度向上と販路拡大に向けて、首
都圏や関西圏のホテルにおいて
飲食事業者などに対して効果的
なＰＲ活動を行うための地域資
源コンシェルジュ事業を進めて
まいります。
◆引き続きモータースポーツフェ
スティバルを開催し、関係者と
の連携により公道パレードなど
本市独自の取り組みを進めま
す。

【主な事業】
○企業立地推進事業 /企業誘致
　新規工業団地への企業誘致を目
的としたアンケートおよび交流
会の実施
○鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地
区画整理事業費補助
　土地区画整理事業内で整備され
た公共施設（道路、水路、調整
池、公園など）について、整備
にかかる必要経費の一部を助成

「市民力、行政力の
向上のために」

「市民力、行政力の
向上のために」

◆複雑化・多様化している人権課
題の解決に向けて、学校、家庭、
地域社会などと連携した啓発活
動を行い、より一層若い世代へ
の啓発活動を推進し、市民全体
の人権尊重意識の向上を図って
まいります。
◆外国人市民の方々が地域で生活
する上で、日本語習得をはじめ
とする生活支援のための相談業
務などの取り組みがさまざまな
分野において進展するよう、関
係機関と連携した取り組みを推
進してまいります。
◆地域づくり協議会の皆さまとの
対話を継続的に行い、市民の皆
さまが地域に愛着を持ち、地域
の絆を深めながら互いに支え合
い、将来にわたって安心して暮
らし続けることができるよう、
住民主体の地域づくりをさらに
進めてまいります。

◆市職員の行政経営に対する意識
を一層高めるとともに、業務へ
の姿勢や地域とのコミュニケー
ション力・企画力・情報収集能
力などの政策形成能力のさらる
改善に取り組み、成果重視の行
政経営を推進してまいります。
◆ＩＣＴ技術の活用による業務の
効率化を進めるため、ＲＰＡ（ロ
ボティクス・プロセス・オート
メーション）導入に向けた効果、
検証を行うとともに、職員が健
康な状態で働くことができ、仕
事と生活のバランスをとること
ができる職場環境づくりをはじ
めとした、働き方改革を進めて
まいります。
◆各施設の長寿命化やバリアフ
リー化などの整備について、公
共施設マネジメントの観点から
計画的に進めていくとともに、
鈴鹿市文化会館の長寿命化改修
事業においては、ＰＦＩ事業の
導入可能性検討調査を行い、民
間活力の導入といった効果的な
手法を検討してまいります。

【主な事業】
○地域づくり推進事業
　各地域づくり協議会に対する地
域づくり一括交付金の交付
○ＲＰＡ導入効果検証事業
　市役所の事務におけるＲＰＡな
どの導入に向けた効果の検証を
実施

　本年度は、総合計画 2023 の
後半に入る年であり、基本構想
でめざしている、本市を愛し、
住み続けたいと思っていただけ
る市民の皆さまの期待に一層応
えていかなければならない節目
の一年であります。
　鈴鹿市総合計画 2023 の後期
基本計画や第 2期鈴鹿市まち・
ひと・しごと創生総合戦略に加
え、それぞれの分野での個別計
画もスタートいたします。
　基本構想では、市民力と行政
力の向上により将来都市像の実
現をめざすこととしています。
　このため、地域づくり協議会
の皆さまとも積極的に連携を図
りながら、効率的な行政経営を
行ってまいります。
　これまで進めてきた取り組み
をしっかりと踏まえながら、引
き続き本市が未来に向かって持
続的に発展できるよう、常にチャ
レンジしながら、後期基本計画
をはじめとした各計画における
それぞれの施策を確実に推進し
てまいります。
　将来都市像の実現に向け、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 ）　(　http://www.city. 

suzuka.lg.jp/mayor/houshin/in

dex.html) でご覧いただけます。


