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１．亀山市総合計画審議会について

■位置付け

亀山市総合計画条例第１４条の規定に基づき、総合計画の策定（変更・

廃止）に際して、市長の諮問に対する調査審議を行うための機関として

設置しています。

今回の総合計画審議会は、令和４年度からの第２次亀山市総合計画後期

基本計画の策定に伴う調査審議を行うために設置しています。

【抜粋・亀山市総合計画条例】

第１０条 市長は、次の各号に掲げるときは、あらかじめ、第１４条に規定する亀山市総合計画審議会に

諮問するものとする。

（１）基本構想又は基本計画を策定しようとするとき

（２）基本構想又は基本計画を変更し、又は廃止しようとする場合において特に必要があると認めるとき

第１４条 第１０条の規定による諮問に応じ調査審議するため、亀山市総合計画審議会を置く。



１．亀山市総合計画審議会について

■委員の任期

亀山市総合計画条例第１５条第３項の規定により、調査審議を行う総合

計画の決定の日までが任期となります。

現在の予定では、令和４年３月末頃までが任期となります。

【抜粋・亀山市総合計画条例】

第１５条第３項 委員の任期は、その者の調査審議に係る亀山市総合計画の決定の日までとする。



１．亀山市総合計画審議会について

■会議運営に当たって

・会議は、会長が招集し、議長となります。

・会議は、委員の半数以上が出席して成立します。

・議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決します。

・必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させ、

意見を聴くことができます。

・会議は、原則公開とします。

（傍聴の可否は、会長がその都度審議会に諮ります。）

・議事録（会議概要）を市ＨＰで公表します。（発言者名は非公開）
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２．第２次総合計画について

基本構想

基本計画

実施計画

前期基本計画 後期基本計画

１次１次

基本構想

総合計画は、本市の最上位計画となるもので、長期的な将来展

望の下に、市政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的な

まちづくりの指針となります。

２次 ２次

【総合計画の構成と期間】



２．第２次総合計画について（基本構想）
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２．第２次総合計画について（前期基本計画）

【前期基本計画の構成】



２．第２次総合計画について（前期基本計画）

■戦略プロジェクトとは

前期基本計画の推進力を高めるため、政策や施策の枠組みにとらわれ

ない戦略的な視点に基づき、重点的に取り組むものです。

５つの戦略プロジェクトを設定し、関係する政策・施策を連動させる

ことで、相乗効果を高め、計画全体の推進を牽引します。

戦略プロジェクト１ 「健都さぷり」プロジェクト 【健康】

戦略プロジェクト２ 「安全力ジャンプアップ」プロジェクト 【安全】

戦略プロジェクト３ 「ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上」プロジェクト【拠点】

戦略プロジェクト４ 「ジモトノココロ」プロジェクト 【ふるさと】

戦略プロジェクト５ 「そして、親となるまち」プロジェクト 【定住】



３．後期基本計画の策定について

■計画策定の目的

令和３年度で第２次総合計画前期基本計画の計画期間が終了する

ことから、引き続き基本構想の具現化を図るため、前期基本計画の

総括を踏まえ、後期基本計画を策定します。

なお、「将来都市像」「まちづくりの基本方針」等を位置付けた

「基本構想」の見直しは、原則行いません。



３．後期基本計画の策定について

■計画策定上の主な視点

政策全般及び行財政等に関わる基本認識として、次の７つの視点を

重視し、計画策定を進めます。

１．コロナショックからの早期回復とアフターコロナ対策の視点

２．人口減少社会への対応と若者・女性の社会参加や定住促進の視点

３．持続可能な地域社会を形成する視点

４．市民と行政の連携・協働を推進する視点

５．施策の選択・メリハリと行財政改革との両立の視点

６．職員の人材育成と組織の活性化を推進する視点

７．市民意向を反映し市民にわかりやすい計画づくりの視点



３．後期基本計画の策定について

■庁内の策定体制

亀山市中期戦略会議

庁内検討の全体調整・施策等の取りまとめ

市長、副市長、教育長、地域医療統括官、消防長、部長相当職 計２２名

政策分野別検討部会

各政策分野別の検討

課長級職員

５部会 計５０名

特定課題研究チーム

特定課題に関する調査研究

主任主査級以下の職員

４チーム 計２２名

後期基本計画

プロジェクト検討チーム

関連するプロジェクトに

関する調査研究

１０名程度

指示報告

【下 部 組 織】

参
画

参
画



３．後期基本計画の策定について

■市民参画の主な取組

１．市民アンケート調査 【令和２年８～９月 実施済】

市民生活の状況や定住意向、市の取組に関する満足度・重要度等

２．子育て世代の意向調査 【令和２年１０～１２月 実施済】

１歳６か月児又は３歳児を持つ子育て世代の意向

３．各種団体へのヒアリング調査 【令和３年２月 実施済】

市内の各種団体からの様々な分野における課題・提言等

４．市民意見の募集 【令和３年６月３０日まで実施中】

まちづくりに対する市民意見等（広報６月１日号・市ＨＰ）

５．かめやまユースミーティング 【令和３年７月開催予定】

高校生・都市圏在住の大学生・若者未来会議メンバーと、市長との意見交換



３．後期基本計画の策定について

【計画策定作業フロー】

■策定スケジュール ※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により変更となる場合があります。
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４．前期基本計画の総括について（概要）

■後期基本計画の策定工程における「前期基本計画の総括」の位置づけ

後期基本計画の策定に向け、令和２年度において、平成２９年度から

令和３年度までの５年間を計画期間とする「第２次総合計画前期基本計

画」について、総点検（全施策調査）を実施し、庁内策定組織である政

策分野別検討部会を中心に、これまでの取組成果や課題、市民アンケー

トの結果等を取りまとめ、３０の基本施策毎に総括を行いました。



【基本施策の総括の構成】

基本施策１－１
都市づくりの推進

総括

総点検

●基本施策の総括

●個別施策の進捗状況

（Ｓ～Ｄの５段階評価）

基本施策

（３０）

●成果指標の達成度

●市民アンケート結果

●関連する分野別計画の策定状況

●実施事業の実績

●各施策の成果と課題

４．前期基本計画の総括について（概要）



４．前期基本計画の総括について（全体総括）
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６．行政経営

５．市民力・地域力の活性化

４．子育てと子どもの成長を支える環境の充実

３．交通拠点性を生かした都市活力の向上

２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実

１．快適さを支える生活基盤の向上

前期基本計画 全体

施策の進捗状況

※個別施策の進捗状況により進捗率を算出しています。
進捗率＝（S×1.00＋A×0.75＋B×0.50＋C×0.25＋D×0.00）／施策数



・活力ある市街地の形成に向けたＪＲ亀山駅周辺の整備

・市道野村布気線の開通による生活利便性等の向上

・乗合いタクシー制度の導入による公共交通網の充実

・源流域保全の機運醸成等に向けた「鈴鹿川等源流域の

自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例」の制定

・「関の山車」の保存や祭囃子の伝承活動の拠点となる

関の山車会館の整備

■主な成果

・増加する空き家への対応 ・防災情報伝達システムの構築

・地球温暖化防止対策の推進 ・多面的機能を持つ農地等の保全

１．快適さを支える生活基盤の向上 ～快適に過ごせるまち～

都市計画、住宅、上下水道、道路・公共交通、防災、環境、歴史 など

進捗率 ６９％

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

■主な課題



■主な成果指標の達成度

■市民満足度の推移

現状値 実績値 目標値 達成度

用途指定地域内の宅地面積 ６７４.９ｈａ ⇒ ６７８.１ｈａ ６８２ｈａ ９９％

空き家情報バンクの契約成立件数（累計） ８件 ⇒ １４件 ３０件 ４７％

汚水処理人口普及率 ８６.２％ ⇒ ８８.３％ ８９.６％ ９９％

都市計画道路の整備率 ５８.１％ ⇒ ６５.１％ ７０％ ９３％

市コミュニティ系バス及び乗合タクシーの
利用者数

９９,６４５人 ⇒ ８９,５６３人 １０２,０００人 ８８％

木造住宅の耐震化率 ８４.９％ ⇒ ８８.１％ ９１.２％ ９７％

１日１人当たりのごみ排出量 ９９５ｇ/人・日 ⇒ ９４３ｇ/人・日 ９１９ｇ/人・日 ９７％

伝統的建造物群保存地区内の街道に面した
建造物の修理修景事業の完了率

５６.０％ ⇒ ５８.９％ ６０％ ９８％

Ｈ２８ Ｒ２ 増減

生活排水の適正処理 ０.６６ ⇒ ０.８５ （＋０.１９）

おいしい水道水の供給 ０.９６ ⇒ １.０８ （＋０.１２）

亀山駅周辺の整備 ▲０.８７ ⇒ ▲０.９９ （▲０.１２）

歴史文化を生かしたまちづくり ▲１.１２ ⇒ ▲０.１５ （▲０.１３）

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

※Ｈ２８調査結果と比較し増減の大きい項目を抜粋して記載しています。



２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 ～心と体の豊かさを感じられるまち～

地域福祉、健康・医療、高齢者福祉、障がい者福祉、生涯学習、文化 など

・ＣＳＷの配置による地域の福祉課題を解決する仕組みづくりの促進

・かめやま健康マイレージ事業等の実施による

市民の主体的な健康づくりの促進

・「かめやま人キャンパス」の開講による人材育成

・学びの拠点の充実に向けた新図書館整備の推進

・かめやま文化年プロジェクトの展開による文化政策の推進

・体育大会等を契機としたスポーツ文化の浸透と運動施設の充実

・ボランティア活動の活性化 ・障がい者支援体制の充実

・文化芸術を支える人材の確保

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

■主な成果 進捗率 ６８％

■主な課題



■主な成果指標の達成度

■主な市民満足度の推移

現状値 実績値 目標値 達成度

ふれあい・いきいきサロン活動及び子育
てサロン活動の設置団体数

６０団体 ⇒ １２３団体 ９０団体 １３７％

がん検診の受診率（胃がん） ２１.８％ ⇒ ２１.１％ ２５％ ８４％

在宅医療を実施する市内医療機関数 ９機関 ⇒ ９機関 １５機関 ６０％

就労移行支援の利用者数 １８人 ⇒ ２６人 ２５人 １０４％

生涯学習講座の受講者数 ２５,３２０人 ⇒ ２３,０９８人 ２７,８５０人 ８３％

文化会館自主文化事業に係る年間入場者
数

１６,７４６人 ⇒ １１,４７０人 １７,６００人 ６５％

市や団体等が主催するスポーツ教室・大
会の参加者数

１９,９００人 ⇒ ２３,７３９人 ２１,０００人 １１３％

Ｈ２８ Ｒ２ 増減

介護サービスの充実 ▲０.１４ ⇒ ▲０.０５ （＋０.０９）

障がい者福祉サービスの充実 ▲０.３２ ⇒ ▲０.２５ （＋０.０７）

医療機関の充実 ▲０.２７ ⇒ ▲０.３９ （▲０.１２）

ボランティア活動が活発 ▲０.２１ ⇒ ▲０.４０ （▲０.１９）

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

※Ｈ２８調査結果と比較し増減の大きい項目を抜粋して記載しています。



３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 ～活力のあるまち～

商工業、農林業、観光、広域交通 など

・企業誘致による亀山・関テクノヒルズへの企業進出決定

・空き店舗活用支援制度の創設等による創業促進

・農林産物等の高付加価値化・ブランド化に向けた

地域ブランド認定制度の創設

・亀山７座トレイルの保全・活用によるエコツーリズムの推進

・県期成同盟会によるリニア県内駅位置候補への決定

・新名神高速道路の県内区間の全線開通

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

■主な成果 進捗率 ６７％

■主な課題

・ウィズコロナ、アフターコロナに対応した事業活動の継続と活性化

・観光需要の獲得



■主な成果指標の達成度

■主な市民満足度の推移

現状値 実績値 目標値 達成度

製造品出荷額等の額 １０,４９５億円 １０,３３９億円 １１,２００億円 ９２％

都市拠点における空き店舗活用
件数（累計）

－ ⇒ ５件 ５件 １００％

新規認定農業者及び認定新規就
農者の数

－ ⇒ ６人 １０人 ６０％

主要観光施設入込客数 ３０６,６５０人 ⇒ ２１３,３５０人 ３６８,０００人 ５８％

リニア中央新幹線亀山駅整備基金残高 １５.５億円 ⇒ １７.５億円 ２０億円 ８８％

Ｈ２８ Ｒ２ 増減

働く場の充実 ▲０.６４ ⇒ ▲０.３９ （＋０.２５）

農林業の振興 ▲０.３８ ⇒ ▲０.１７ （＋０.２１）

買い物のしやすさ ０.０２ ⇒ ０.２２ （＋０.２０）

観光施設の充実 ▲０.７９ ⇒ ▲０.９１ （▲０.１２）

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

※Ｈ２８調査結果と比較し増減の大きい項目を抜粋して記載しています。



４．子育てと子どもの成長を支える環境の充実 ～豊かな子育てができるまち～

教育、子育て など

・コミュニティスクールの推進による特色ある学校づくり

・普通教室等への空調設備の整備等による学びの環境の充実

・１人１台タブレット端末の導入による情報教育の推進

・子育て世代包括支援センターの配置による

切れ目のない子育て支援

・放課後児童クラブの充実や長期休暇子どもの居場所の開所

による子どもたちが安心して生活できる居場所の確保

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

・共働き世帯の増加に伴う保育ニーズへの対応

・子育て世代の移住・定住の促進

■主な成果 進捗率 ７０％

■主な課題



■主な成果指標の達成度

■主な市民満足度の推移

現状値 実績値 目標値 達成度

コミュニティ・スクール実施校数 ３校 ⇒ ９校 ８校 １１３％

学校評価アンケートにおける
学校満足度（小学校）

９１％ ⇒ ９１％ ９２％ ９９％

学校評価アンケートにおける
学校満足度（中学校）

９１％ ⇒ ９２.６％ ９２％ １０１％

年間出生数 ４５５人 ⇒ ３４３人 ４６５人 ７４％

子育て支援センター利用者数 ３４,９３２人 ⇒ ２９,６３９人 ３７,０００人 ８０％

Ｈ２８ Ｒ２ 増減

学校教育の充実 ０.０５ ⇒ ０.２６ （＋０.２１）

子育て環境の整備 ０.１３ ⇒ ０.２７ （＋０.１４）

青少年の見守り活動 ０.３９ ⇒ ０.５２ （＋０.１３）

子育て相談・保育 ０.０５ ⇒ ０.１３ （＋０.０８）

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

※Ｈ２８調査結果と比較し増減の大きい項目を抜粋して記載しています。



５．市民力・地域力の活性化 ～つながりと交流のあるまち～

地域自治、協働、人権、男女共同参画、多文化共生 など

・２２地区全ての地域まちづくり協議会における地域まちづくり計画の策定

・地域予算制度の創設をはじめとする、地域まちづくり協議会への総合的な支援

による地域自治の促進

・市民活動応援制度による市民活動の活性化

・シティプロモーションの推進による定住促進

・ワーク・ライフ・バランス推進週間による意識啓発

・多言語対応が可能な外国人生活相談窓口の設置による相談体制の充実

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

・地域まちづくり協議会と行政との連携強化 ・ワーク・ライフ・バランスの浸透

・男女が性別に関わりなく活躍できる社会の実現

■主な成果

■主な課題

進捗率 ６６％



■主な成果指標の達成度

■主な市民満足度の推移

現状値 実績値 目標値 達成度

地域まちづくり計画に基づき事業を
展開する地域まちづくり協議会の数

３協議会 ⇒ ２２協議会 ２２協議会 １００％

協働事業提案制度の実施件数
（累計）

２２件 ⇒ ２８件 ２７件 １０４％

移住相談後の移住件数 ０件 ⇒ １０件 ３０件 ３３％

審議会等における女性の登用率 ３６.１％ ⇒ ３２.９％ ４０.０％ ８２％

Ｈ２８ Ｒ２ 増減

地域個性の尊重 ▲０.３７ ⇒ ▲０.３１ （＋０.０６）

人権啓発の推進 ▲０.４８ ⇒ ▲０.４４ （＋０.０４）

市民参加のまちづくり ▲０.０７ ⇒ ▲０.２２ （▲０.１５）

地域活動の活性化 ▲０.１１ ⇒ ▲０.２７ （▲０.１６）

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

※Ｈ２８調査結果と比較し増減の大きい項目を抜粋して記載しています。



６．行政経営

職員育成、行政財産、行財政運営

・組織・機構改革による組織の専門性・機動性の向上

・「亀山市職員コンプライアンス条例」の制定

・証明書等のコンビニ交付サービスの導入による利便性の向上

・行政システムのクラウド化による適切な情報管理

・新たな市庁舎整備に向けた基本構想の策定

・納税環境の充実による市税収納率の向上

・財政健全性の確保

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

・職員の能力向上と人材育成 ・公文書保存の最適化

・公共施設の統廃合や複合化

■主な成果

■主な課題

進捗率 ６５％



■主な成果指標の達成度

■主な市民満足度の推移

Ｈ２８ Ｒ２ 増減

市職員の資質 ▲０.２８ ⇒ ▲０.０４ （＋０.２４）

健全な財政運営 ▲０.０８ ⇒ ０.１３ （＋０.２１）

市の窓口 ０.１４ ⇒ ０.２５ （＋０.１１）

行政情報 ▲０.０８ ⇒ ▲０.１２ （▲０.０４）

４．前期基本計画の総括について（施策の大綱別）

現状値 実績値 目標値 達成度

人事評価制度における実績評価の
評価点合計（管理職平均）

８１.２３点 ⇒ ７８.４５点 ８５点 ９２％

オープンデータの公開データ
セット件数

０件 ⇒ ４１件 ２０件 ２０５％

経常収支比率 ８６.９％ ⇒ ８８.１％ ８５％以下 ９６％

将来負担比率 － ⇒ － 指数無しを維持 １００％

※Ｈ２８調査結果と比較し増減の大きい項目を抜粋して記載しています。



１.「健都さぷり」プロジェクト

市民の健康的な暮らしを支える都市全体の
『健康』の視点

・公共施設における受動喫煙防止対策

・かめやま健康マイレージ事業の展開

・中学３年生でのピロリ菌検査の導入

・地域包括ケアシステムの推進

２.「安全力ジャンプアップ」プロジェクト

高まる災害リスクに備える『安全』の視点

・地域における地区防災計画の策定

・避難行動要支援者名簿の作成

・都市施設（橋梁・ため池等）の耐震対策

・新庁舎建設に向けた取組の推進

３.「ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上」プロジェクト

快適かつ魅力的な都市拠点をつくる『拠点』
の視点

・求心力向上に向けたエリアプランの策定着手

・市街地再開発事業の円滑な進捗

・新図書館の整備に向けた取組の推進

・乗合タクシー「のりかめさん」の導入

４．前期基本計画の総括について（戦略プロジェクト）

■主な成果



４.「ジモトノココロ」プロジェクト

市民の愛着と誇りの源泉である自然と歴史を
受け継ぐ『ふるさと』の視点

・「鈴鹿川等源流域の自然資源と歴史的自然

を守り継ぐ条例」の制定

・歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定

・「かめやま人キャンパス」の開講

５.「そして、親となるまち」プロジェクト

この地で子どもを育てながら住むまちとして
選ばれる『定住』の視点

・子育て世代包括支援センターの設置

・「ＬＩＮＥ＠子育てかめやま」の運用開始

・小規模保育事業施設の新設

・シティプロモーションの推進

４．前期基本計画の総括について（戦略プロジェクト）

■主な成果


