
Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

1 －

カタカナ語が多い。注釈をみてわかるひとがどれほどいるか。こう
した言葉を理解してもらう必要があるのか。もっと分かりやすい日
本語で誰でも理解しやすくしてもらいたい。全般的にそうしてもら
いたい。（谷村委員）

わかりやすい言葉で置き換
え、カタカナ標記となる場合
は、注釈を記載します。なお、
注釈については、中間案が
一定まとまった段階で、必要
に応じて加筆します。

事務局 有

2 3

（１．多様な主体で担う公共のしくみづくり）
Ｐ３～６の構成が、Ｐ７以降と違う。地域内分権というのは合併当
時から言っているので、問題点はかなり出ているはず。しっかり洗
い出ししないと再生できない。あえて出すべきは、地域自治に関
わっているのはご老体。働いている世代は参加できない。ある地
域では特定の人が仕切っていて誰も止められない。問題点を洗い
出して見直したほうがいい。（武田委員）

現状と課題、主な事業（自治
基本条例の見直し）で考え方
を追記。

企画課 有

計画の推進

伊賀市総合計画審議会（第６回）　　意見・対応一覧

７－１　市政への市民参加の推進

７－１－１地域内分権の推進

全般

資料：３ 
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

3 3

住民自治協議会の中で、自治会や区はどういう位置付けになって
いるのか。
名張市では自治会は絶対不可侵であるという。自治会は入会も
任意。学生や単身赴任者には回覧板もこない。入ってない人は地
域自治に参加しにくい。
ＲＤＦ等の例もあるが、住民自治協議会の会長が同意の判を押し
たら地域の同意が合ったことになる。今後ゴルフ場ブームのような
ことがおこれば問題が起こる。当時言われたのは、権限と財源を
与える、徹底的に民主的にする、そういう仕組みが絶対必要なの
に、相変わらず曖昧模糊としている。それが行政の体だという話も
あるが、やはりこの際きちんとしていかないと、同じ事がまた起こ
るだろう。仕組みづくりをしっかり検討するという一文を入れて、検
討をしようではないか。
（武田委員）

住民自治協議会の構成メンバーとしてベースになる位置付けという
か、区、自治会なくして住民自治協議会は成り立ち得ない。現在で
は、例えば広報の発行や市の情報提供といった業務について、住民
自治協議会と市とで包括的な協定を結び、自治協がまた構成する各
自治会、区との間でそういった業務をお願いして、全体として成り立っ
ている。
自治会や区は強制加入もないし、入る、入らないは自由だが、住民
自治協議会のメンバーはその地域に住む方は誰でも権利があると条
文で謳っている。従って、一個人でも当然会のメンバーとして入ること
ができる。また、自治協にはいろいろな同意権というか、例えば市に
提案する権利のようなものも条文でなっているが、会長だけの意見で
それを出せるかというと、やはり一定の議論、合意をした後に出して
もらう前提になっている。民主的な意思決定の担保をどのように
チェックするかは当然必要かもしれないが、制度上は一応そのように
設計されている。（副市長）
現状は、合併時の課題がまだたくさんある。そういった課題を分野別
でもいいから全て洗い出すべき。住民自治協議会も名称一本化して
もいい。見直すべきは見直し、はっきりとここに記さないといけない。
いい機会。まだ今頃までこんなことが残っているのかということがあ
る。広報いが市がメインの情報だが、社協の「あいしあおう」はカ
ラー。県は公報誌をやめた。商工会議所も整理されていかない。ダ
ム、図書館・・・・問題だらけ。区を法人化して財産を持っていたりもす
るが、動くのは住民自治協議会ということで整理すべき。（中村委員）

現状と課題、主な基本事業
（自治基本条例の見直し）で
考え方を追記。

有

4 3

「再生の視点」の「迅速に対応するため、」の後に「今までの問題
点を分析し、」という文章を入れて、最後に「多様な主体の参加を
促す仕組みと、公平・公正な制度の検討を進めます。」とすれば良
いのではないか。後はそのままで、個別の話は後ということでどう
だろう。（武田委員）

公平・公正な制度という書き方が妥当かどうか。公平・公正は良いに
決まっているが、そのために我々は画一的なサービスでどれだけ苦
しめられたかというのも一方であるので、文言の使い方は注意しなけ
ればいけない。（岩崎副会長）

無

5 4

（２．地域内分権を支える支所機能の充実）
主な基本事業の地域支援事業について、今も住民自治協議会の
支援部署があるが、さらに増強されるのか、今までどおりか。（谷
村委員）

地域を支援するには、その担当職員が権限と財政を持っていない
と、口だけでは支援は出来ない。今の構想を知りたい。（坂本委員）
いまは特定の職員が複数の地域をみているが、合併当初の考えの
ようにしっかり地域を担当していく体制を検討している。まだ庁内の議
論の途中なので具体的な中身については申し上げられないが、「地
域振興推進事業（仮称）」ということで、それぞれの地域の特色ある
事業を支援するために、地域、自治協が作られているまちづくり計画
なども参考にしながら地区別計画に反映し、その計画を推進する上
での一定の財源なども含めて制度設計ができないかという議論を進
めている。（副市長）

現状と課題、再生の視点、施
策の方向と主な事業に追記
及び修正。

市政再生室 有

市民活動推
進課
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

6 4

絶対に一律の支所機能は作らないほうがいい。山には山の、農
村には農村の市街地には市街地の機能が必要で、みんな同じで
ないほうがいい。市民からも、あっちとこっちで課の数が違うとか
サービスに差があるとか言わないで地域の実情に応じた支所で
あるべき。（岩崎副会長）

伊賀市のように広い市では支所が必要かもしれないが。本当に支所
が必要か。支所があるからいつまでも昔の区割りで旧青山町とか、
旧大山田村とか言っている。支所のエリアも見直してはどうか。人口
が減っているのに未来永劫支所があるかのように思っている。人口
が十万から7万になると言っているんだから、考えてもらえればいいと
思う。（中村委員）

各地域や住民自治協議会の
状況等により、支所機能や支
援体制を強化する方向性を
示しているが、現状と課題へ
これまでの経過を追記し、再
生の視点、施策の方向と主な
事業も修正。

市政再生室 有

7 4

市民センターのあり方は何も書かれていないがどうか。（谷村委
員）

住民自治についての市民センター等の件は分野別で位置付けてい
る。（副市長）
まず問題点をあぶりだしましょうということ。でないと、この先10年経っ
ても同じようなことになる。合併時も同じようなことを言っていた。（武
田委員）

分野別計画、６文化・地域づ
くり、6-4地域活動や市民活
動が活発なまちづくり、４自治
センター化の体制づくりで記
述。

市民活動推
進課

無

8 4

先ほど副市長がおっしゃった地区別計画がよく分からなかったの
でもう少し詳しい説明がほしい。自治協が作っているものをブラッ
シュアップして、総計の中に位置付けるようなものなのか。地区別
計画というのはいろいろ汎用的に使われる言葉なので、何のこと
をおっしゃっているのか補足していただきたい。（相川委員）

地区別計画は、前回の審議会で資料として整理させていただいたも
のを提出して、短い時間ではあったが議論いただいている。端的に
申し上げると、いろいろなパターンが全国でもあるが、これから伊賀
市として作っていくのは地域振興を進めるようなものである。例えば、
自治協単位の取り組みであれば、地域まちづくり計画を自治協が作
られて、それを推進するための、いわゆる地域の包括交付金という
形での財政支援をしている。しかし、複数の自治協で取り組むような
ものもまだ各地域で残っているので、これを例えば支所単位での地
域予算などと連動しながら支援していけるような制度設計ができない
かということで議論をしているところである。（副市長）

回答済

事務局 無

3



Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

9
6
～

8

（１．情報化と広報広聴機能の充実、２．市民参加の促進）
Ｐ６、７の「情報共有と市民参加」は、厳しいことを言うようだが全
然足りない。一般の行政情報、つまり市がこういうことやっている
というお知らせをどうやって広く伝達するかということしか書かれて
いない。一部「双方向型」とあるが、これはあくまで行政と一個人
の間のやり取りで、本当に必要な市民間の情報共有やまちづくり
に必要な市民同士の情報の交換といった、情報交流のところまで
施策として謳っていないような印象を受けた。具体的に言うと、施
策の方向で「情報化と広報広聴機能の充実」とあるが、広聴の話
がどこにも書かれていない。それから、「情報共有」のところでは、
繰り返しになるが市民同士の情報交換・共有・合意形成が必要だ
と私は思っていて、そのためには二つ論点がある。一つは情報の
質や出し方の話。一般的な行政情報のほかに、まちづくりをやろう
と思うと地域カルテ、自治協の運営範囲のところでこの町は今こう
いう状況でこんな課題があるという、地域のまちづくりを考える上
でそこの地域に出さなければいけない情報もある。あるいは、障
がい者や保育のプランを作る時は、実際子育てしているお母さん
や障がい者のところに行って会話しながらヒアリングしてというよう
な、情報の質と出し方の話が抜けている。あと、市の責任として市
民間で情報を共有できるような場の設定を書き込むかどうか。ば
らばらの市民を繋げるということで、ほかの自治体ではタウンミー
ティングや関係者を集めての自由な意見交換などを開いている。
市民同士で議論できるような場、円卓会議やタウンミーティング
を、当初市が呼びかけて開くというところまで書き込むことを伊賀
市としてお考えなのか、あるいは市民の皆さんがどのようにお考
えなのか、外から見て問題提起したい。（相川委員）

市民同士の情報共有、参加の仕組みは大変重要なポイントであり、現在の
総合計画やここに書いてある内容としては若干弱い部分である。市の情報
共有や市政への参加という側面が強く出ているが、市民同士の情報共有と
なると、まずはそれぞれの地域での自治協があるから、いかにしてその自治
協が当該地域の市民に情報を発信するか、あるいは参加できる機会を設け
ていただけるか。また、市全体でとなると、テーマに関するNPOが中心とな
り、そういった機会を設けていただく場合もあると思う。市が行う事業で、協働
で一緒にさせていただくものについて、例えばタウンミーティングという形で
広く参加してもらう方法もあり得ると思っている。こういったことも含めて幅広
く情報共有や市民参加の仕組みを議論すべきだということなら、その方向も
重視しながら今後の仕組みづくりの議論に反映していきたい。
広聴の仕組みも、現在は決して十分ではなく課題も多いという問題意識も持
ちつつ、今後議論をしていきたいと考えている。（副市長）

それで結構かと思うが、少し整理はされたほうが良いかなと。一般的な行政
情報を広く届けるという話と、まちづくりに必要な情報をどう定義して、それを
誰に聴いてどういう場で話し合うのかというところまでは情報共有なので、こ
の基本事業を並び替えるか、いくつか付け足すほうが良いと思う。（相川委
員）

情報共有をして合意形成に至るような場ということを言われたが、それは地
域で住民自治協議会の活動をさらに進めようというときに一番大事な部分で
ある。「行政から支援していただけないか」、「いや住民が主体だから」と、住
民から支援を要請したいのだが、それ以前の問題で行き詰っていることがた
くさんある。そういうときに情報提供していただきながら市民とともにお互いが
協力していける、どういうことができるか合意形成していける、行政と地域が
お互いに補完性の原則に則って協力し合えるということが進むと、住民の活
動も地域の課題に則った活動が進むことになるのではないか。ケアネット
ワーク会議を社協が一生懸命働きかけても、また民生委員のほうで安心して
暮らせる地域づくりには大切だということをお話しても、地域の中でそうした
課題共有が非常に難しいところもあるので、そういうところで合意形成ができ
るような情報提供、合意形成ができるような場を積極的に両者が働きかけな
がらできたら、もう少し進むと思う。（平井委員）

現状と課題、再生の視点、施
策の方向と主な事業、主な基
本事業へ「市政情報・地域情
報の整理・提供」、「市民どう
しの意見交換等の機会づく
り」、「市民への効果的な広聴
のあり方の検討」を追記。

※庁内調整により、見出し、
再生の視点、施策の方向と
主な事業について、全般的に
見直しました。

秘書広報課 有

７－１－２情報共有と市民参加
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

10 8

（２．市民参加の促進）
山田地区では一部下水があるがほとんどの部分はない。聞くとこ
ろによると住民自治協議会では会合しているというが全く情報が
入ってこない。本当は下水の策を作ってほしい。でも、会合を開い
ていても、広報や回覧板にそういうことが全く出てこない。一体自
治協は何をしているのか、どんな話をしているのか。住民自治協
議会とは何をしているのか分からない。（中森委員）

分野別のご意見として承っておきたい。（松崎会長）
なぜ今言ったかというと、副市長の話は抽象的で分からない。議論に
ならない。（中森委員）

秘書広報課 有

11 8

市民と言われたら多分一人ひとり個人のことを言っていると思う
が、地域住民としては、市民と言われるより地域住民と言われた
ほうが感覚的には合う。地域のことを地域住民が話し合う場は、
住民自治協議会を見てもなかなかない。昔からある地域は地域
のことを本当によく分かっておられるが、住宅団地ではなかなか
そこまでの交流を吸い上げることができていないので、これから地
域包括についてもどのようにしていったらうまくみんなの意見を吸
い上げて地域を作っていけるのかと、全体を見ながらいつも考え
ている。これが出来たら素晴らしいと思う。本当にこのまま実行で
きれば。（立田委員）

住民自治協議会の話し合いが抽象化している話や、先ほど岩崎委
員もおっしゃったように全市一律でやるということを防ぐために、地域
カルテというか、その地域だけの統計情報や住民の情報を分かりや
すくパッケージ化したものを提供して、それを元に話し合う。話し合い
の場も、もちろん住民が自発的にやってくれれば良いのだが、初めの
うちはどうしてもうまくいかないので、初めの数回は行政が呼びかけ
てタウンミーティングをやる形が一般的な進め方である。地域カルテ
という言葉が良いかどうかは別として、全市民に広くあまねくやる話
と、地域で話し合うときに必要な情報のパッケージ化とを別々に列記
したほうが分かりやすい気がする。（相川委員）

秘書広報課
市民活動推
進課

有

12 9

「７－２　行財政改革の推進」は、別途行革の審議会などでも議論
されている内容である。その中でどういう議論が含まれていて、そ
れを総合計画とオーバーラップしながら、相互に影響があるのだ
ろうが、やっていかなければいけない。一つの言葉尻で議論して
も整合性が取りにくい。総計の中にはどういう項目が挙げられる
べきか、再生計画にはどういう項目を入れていく必要があるか、そ
の視点はこの立場から書いてくださいという提案をしていったほう
がより現実的な話になると思う。この中には行革の委員をされて
いる方もおみえになるので、その辺のところからバランスを取って
進めていただければと思う。（福田委員）

行財政改革委員をさせていただいているが、適切な答えが言えるか
どうか分からない。行財政改革推進委員会の中に重点項目が五つ
ある。一つは「持続可能な財政構造の確立」、２番目は「行政の事務
事業領域の再構築」、３番目が「時代に対応できる人や組織の育
成」、４番目として「市民への説明責任の確保と実行」、５番目が「市
民と行政の協働」。この五つの項目でいろいろな協議をしている。そ
の中で私が感じたことは、無駄と言っても無駄の定義はすごく難しい
ということ。何を無駄とするかはそれぞれ人によって違う。建物におい
ても、地域の人たちはそれを無駄とは感じていない。財政の危機感と
いう意識改革が無かったら、財政の改革はなかなか進まないだろう。
先ほど武田委員がおっしゃったように、きつい言葉で言っておいて初
めて素晴らしい伊賀市ができていくという形を取っていかないと、あ
やふやな表現の中では難しいと思う。
（山本委員）

今後の政策推進の参考とさ
せていただきます。

市政再生室 無

７－２　行財政改革の推進

現状と課題、再生の視点、施
策の方向と主な事業へ「市民
どうしの意見交換等の機会づ
くり」を追記し、「市民への効
果的な広聴のあり方」を追
記。
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

13 9

（１．持続可能な財政運営の推進）
言われなかったらほっておくのかという気がするので、「します」と
はっきり書く必要がある。市民からはどうせしないだろうという気が
する。
経営理念ということはどういうことか。（中森委員）

経営理念については、7-2-4
進行管理のしくみ、１総合計
画に基づく市政の進行管理、
施策の方向と主な事業「市の
行政経営方針（仮称）の策
定・公表」に基づき、各部
（局）が自らの部（局）に関わ
る事業の優先順位や予算枠
などの考え方です。

市政再生室 無

14 10

（２．自主財源の確保と負担の適正化）
具体的に書けばいいのに言い訳が出来るような文面になってい
る。理由を付けられないような表現にして、負担を減らすべき。受
益と負担の適正化をはかるのは当たり前で、負担していただくとこ
ろには必ず負担していただき、少しでも財政を持ち直すというよう
に検討しなおしてもらいたい。
（中森委員）

今後の施策推進の参考とさ
せていただきます。

市政再生室 無

15 10

特区というものがある。基本的な事業として特区の申請は考えて
いないのか。する必要がないのか。（中森委員）

ライフイノベーション総合特区というものを取り入れてやっている。市
民病院は10月に内科医師が常勤で２人増えたが、これから本格的に
５階の病棟を改修して、がんの医療連携の指定もこの３月に受けて
いるし、具体的に推進するような取り組みをいろいろな民間企業と連
携しながら進めていく状況にある。それ以外に、総合的な特区やテー
マごとの特区などいろいろなものが制度上あるが、その時々の状況
に応じて使っていけば良いし、すでに特区として規制緩和みたいなも
のが官庁、事業ごとにあり、伊賀市として使えるものがあればすぐ活
用していくという部分も含めて、今後も検討していきたいと思ってい
る。（副市長）

今後検討し、良いものは取り入れると、そのように解釈する。（中森委
員）

今後の施策推進の参考とさ
せていただきます。

事務局 無

16 10

（３．市民の財産として継承する持続可能な公共施設マネジメン
ト）
Ｐ１０持続可能な公共施設。保有する施設を減らさざるを得ない状
況ですとはっきりかいてはどうか。（武田委員）

実際にはそうなるだろうと思うが、現状と課題では負担であると書い
ており、再生の視点では整理していくことを書いているので、決意表
明ととらえているが。（岩崎副会長）
公共施設白書にも抑制の利いた書き方だが、選択と集中ということを
はっきりと書いてはどうか。（堀川委員）
保有する施設は、「点検を進め」を入れてはどうか。（武田委員）

・一部反映
施策の方向と主な事業に、成
25年度で策定した、「公共施
設白書」を活用する記述を追
記。

管財課 有

７－２－１財政の的確な運営
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

17 11

経営学ではサンク・コストは捨てろと教えるらしい。サンク・コストと
は、要するに儲からなくなったコストのことである。伊賀線の時刻
表と全く関係なく、独自のダイヤで走っている。これで乗ってくれと
言っても難しいと思う。ただ、行政が廃止すると言い出すと、絶対
必要だという議論はきっと出てくる。しかし、きちんと調べたら、こ
れは間違いなくサンク・コストである。公共事業をするときはたい
てい費用対効果が１対１ということにしているから、そうはなってい
ないことを調べるには市民の意見を聴いているだけではだめで、
きちんとした調査をする必要がある。したがって、「保有する施設
及びサービスは厳密な調査を行い」で、「ファシリティマネジメント」
に続ければどうか。（武田委員）

より強い表現ということから言うと、７ページに「統廃合」という言葉が
出てくるが、それではだめなのか。（岩崎副会長）
「厳密な調査をした上で」と一言入れれば良い。このバスは絶対要る
と言っても、現実に一人しか乗っていないという調査をするということ
である。（武田委員）
私もいろいろなところでコミュニティバスに関わるが、市民に聞いたら
「いずれ必要になるから走らせろ」と言う。「今は車が使えるから乗ら
ないがいずれ必要になるから」と。それで今、空バスが走っているわ
けである。（岩崎副会長）
私もバスが好きなのであちこち乗りに行くのだが、大体乗っているの
はフリーパスを持ったおじいさんだけである。バス停で待っていると
大体地元の人が「乗せてあげよう」と言う。運転手も心配してくれて、
「このバス１日３回しかないけど大丈夫か。どこへ行くのか」と散々心
配されて、バス停ではないところで降ろしてくれたこともある。それな
ら、必要が出てきたら運転するでも別に良いのではないか。バスでは
なくワゴン車でも良いという感じもする。その辺は意見を聴くだけでな
く、厳密な調査をしないと明らかにならないと思う。だから一言入れて
はどうか。（武田委員）

ご意見のありました「再生の
視点」は、公共施設のファシリ
ティマネジメントの記載のた
め、サービスまでは含んでい
ません。公共施設について
は、本年度「公共施設白書」
や各施設カルテを作成し、施
設の再配置を検討していま
す。

バスの関係については、市民
からのご意見も聞かせていた
だいていますが、交通計画や
それに基づく調査等で収支状
況等も調査しております。た
だし、バスについては、セーフ
ティーネットの考え方もありま
すので、一概に収支率だけで
は路線の改廃を決めることは
難しいと考えます。

管財課

企画課

無

18 12

（１．住民サービスに資する職員育成のための人事制度構築と運
用）
人事制度について、「住民サービスに資する職員育成のため」と、
もう一つ「住民の安心・安全のための職員育成のため」という言葉
を入れてほしい。過日、高速道路の上に架かっている橋の安全性
に関する新聞記事が載っていた。チェックは市でするところが多い
が、何々村ではそんな関係の職員は誰もいないと。要するに技術
が無いのである。伊賀市がどうなのかは知らないが、安心・安全
のためのプロは絶対にほしいと思う。もう一つ、市ではできないか
も分からないが、放射能に関してもそれなりのプロがいてこそ、何
かが起こった時に対応ができると。時間はかかるかも分からない
が、長い目で見れば絶対必要なことだと思う。（谷村委員）

現状と課題へ関係記述を追
記。
ご意見の内容については、再
生の視点に記載の「伊賀市
人材育成基本方針」で対応し
ています。

人事課 有

７－２－２市民の期待に応えられる人・組織づくり
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

19 12

人事評価。まちづくりをしている中で、志を持っている職員を評価
できる人事必要。公務員は専門的になるとすぐコンサルタントとい
うが、職員の意欲を持てるようにしてはどうか。（堀川委員）

今は公務員はジェネラリスト育成の人事評価。スペシャリスト育成も
必要とされてきている。（岩崎副会長）
これまでは確かにジェネラリストの育成がずっと続いてきているが、
当然スペシャリストが求められている時代でもある。複線型人事とい
う言い方もあるが、そういう議論がまさに進んでいるところである。
（副市長）
進めざるを得ない。地域担当職員は、地域で自治協ときちんと向き
合って住民同士の対話の場を作り、そこでのファシリテーターを最初
はしながら課題をまとめて、地域の課題を解決するためにアドバイス
をしていくようなスキルを身に付けるためには、いろいろな部署を
転々としていてはなかなかできない。地域担当職員としての望ましい
資質は何年かかけて養成されるものだから、そういう意味でやはりス
ペシャリストという職種が自ずと市役所の中にできていくだろう。（岩
崎副会長）

施策の方向と主な事業（人事
評価による組織の活性化）の
事業内容に関係記述を追
記。

人事課 有

20 12

スペシャリストとテクノクラートとの違いは。（中森委員） テクノは技術官僚。スペシャリストは技術官僚。（岩崎副会長）
人口が減り、職員が減少するとスペシャリストとテクノクラートの育成
をどうするか、頭を使って書かないといけない。（中森委員）

将来的な課題と認識します
が、現在、定員適正化を進め
ているなかでは、現員のなか
で資格を持つ職員の適正な
配置等に努めています。

人事課 無

21 12

職員の中で一級土木施工管理技士や一級建築士は何人いるの
か。（中森委員）

手元にデータがないので、調べた後で回答する。（副市長） 一級建築士は５名。
一級土木施工管理技士は把
握できているのは６名。

人事課 無

22 14

（３．行政サービス機能の充実）
再生の視点に、「市民の視点に立った満足度の高い窓口サービ
ス」という文言があるが、窓口の満足度は調査されているのか。
あの人は良いという市民の声として積極的に評価してあげて、そ
ういう方が然るべき部署の然るべき地位についていただく、そうい
うことが何らかの形で反映できればと思い、提案させていただく。
（篠原委員）

具体的な調査をしてはいない。（副市長）
高いか低いかは市民の側が決める。市民目線に立つと言うのであれ
ば、市民の側からの利便性を、例えばアンケートでも把握されている
と思うが、具体的にそういった仕組みがあると良いのかなと思ったり
もする。我々もいろいろな場面で市の方とお会いしたり、協議、折衝し
たり、窓口を利用する場面がある。あの人の対応が悪いという話にな
ると非常にぎくしゃくした関係になってしまうが、あの人は良いという
市民の声として積極的に評価してあげて、そういう方が然る部署の然
るべき地位についていただく、そういうことが何らかの形で反映でき
ればと思い、提案させていただく。部署によって外部との接触が無い
方もいらっしゃると思うが。（篠原委員）
住民サービスの提供については採り上げられただけでもいいのでは
ないか。
市民サービスは最大のサービス業。ひとこと「いらっしゃいませ」「あり
がとうございました」とひとこと添えればいいのではないか。民間小売
業の体験をしてはどうか。
（中村委員）

施策の方向と主な事業へ関
係記述を追記。

総務課
住民課

有

8



Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 担当課
素案
修正

23 17

施策の方向と主な事業に「情報保護評価を進めます。」とはどうい
う意味か。（谷村委員）

社会保障税一体方のマイナンバー制度の導入を前に、このマイナン
バーによって行う行政の情報管理に対する国で定めている情報保護
のための評価方法。（前川市政再生室長）

回答済

情報推進室 無

24 19

全体構成で、指針では市民目線、市民感覚による評価検証の議
論をしたが、評価検証の主体、視点は行政が見るのか市民が見
るのかということがある。７－２－４進行管理は１に持ってきて市
民によって評価するということをしたほうがいい。（坂本委員）

評価、検証が進行管理のところでは行政がやるだけでなく、市民が
行政と一緒にやってきてどうなのかとうこと。そのとおりだと思うがど
こにどうすればいいのか。（岩崎副会長）
７－３で独立させるか、７－２に置きつつ7－1にも何か書くか。７－２
にないとまずいとは思う。（相川委員）
協働推進指針をつくるのが目玉になっており、そこに坂本委員のいう
具体的な内容が入るのでは。基本構想を反映させればそうならざる
を得ないだろう。（岩崎副会長）
協働推進指針がまとまっているわけではないが、以前にも議論はさ
れていた。全国の最新の例を盛り込んだものを検討したい。経験から
は、行政と各団体とが検証していくのは当たり前のことだと思ってい
る。（副市長）
行政が自らを検証することは後ろでしっかり書き、市民については協
働の指針の中で書いていくということでいいか。（岩崎副会長）
市民目線が必要ということ。（坂本委員）
７－１－１はＤｏの市民参加。７－１－２はプラン、足りないのはチェッ
クの部分。それが坂本委員の言う点かもしれない。市民と結果をどう
共有して次につなげていくようにもう少し考えてはどうか。（福田委
員）
今の意見については事務局でまたまとめてもらいたい。（松崎会長）

施策の方向と主な事業へ関
係記述を追記。

市政再生室 有

７－２－４進行管理のしくみ

７－２－３行政の自立的な運営
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Ｎｏ 頁 質問・意見 修正内容 素案修正

1 全体

計画の推進への行財政改革大綱の反映について。 行財政改革推進委員会へ審議会に提案した資料を提示し、行財政改革大綱については、分野別
施策にも実施施策が混じりこんでいる部分も含め説明した。計画の推進では、大綱の５つの視点を
踏まえている部分についての意見は無く、意見として、計画推進の視点と、行財政改革を進めてい
く視点の２つの視点があるので、推進だけに片寄らないようにとの指摘があった。

無

2 全体

分野別計画の部会において、主な事業以外の事業が見えないとの意見もあり、各施策に関係する事
業の記載方法を検討する。

施策の方向と主な事業に「主な基本事業」の記載があるが、見出しに「主な事業」と記述もあるた
め、「主な基本事業」の記述は削除する。
各施策に属する「主な事業」以外の事業については、計画の巻末に関係する事業一覧を添付する
方向とした。
合わせて、主な基本事業に記載していた「関連する事務事業」欄を削除した。

有

2 6・7・8

情報共有と市民参加の部分で、審議会からの意見により、広聴について記述されているが、分け方
が、１情報共有と広報広聴機能の充実と２市民参加の促進の２つの柱となっている。

広聴については市民参加でもあり、１については情報共有を中心に書いていることから、若干混ざった
ような感じとなっているため、広聴は市民参加による部分に近いことから、１つ目の柱を広報に絞り、主
な事業に広聴が見当たらないことを含め、２つ目の柱に広聴を移した。

１つ目の小見出しを「情報化と広報広聴機能の充実」→「情報化と広報機能の充実」に修正。

広聴を２つ目の柱へ移したことから、再生の視点中「～まんべんなく提供し、市民ニーズを吸収でき
るよう、市民と行政の双方向の情報交流と情報共有を促進します。」⇒「～まんべんなく提供できる
ように努めます。」に修正。

施策の方向の最後の２行「あわせて、多様な手法を活用し、市民からの意見・ニーズを聞き取る機
会の充実を図ります。」を削除し、２つ目の柱の施策の方向に加える。

２つ目の小見出しを「市民参加の促進」→「市民参加の促進と広聴機能の充実」に修正。

２つ目の柱に、広聴を移したことから、再生の視点に「まちづくりへ市民の声を反映していくため、市
民ニーズの把握に努めるとともに、市民どうしの情報共有を促進します。」を追記。

有

4 8
１つ目の事業である「市民参加のあり方の見直し」の事業内容中「情報共有の指針を見直し、」は中身
に合わないので削除する。

「情報共有の指針を見直し、審議会等の公募や・・・」→「審議会等の公募や・・・」に修正。
有

5 9
用語の訂正 「経営方針」→「行政経営方針」に修正。

有

6 12
内容の精査 「処遇への反映するなど、・・・」→「処遇反映をはじめ、・・・」に修正。

有

7 13

事業内容の記載 主な事業「行政組織・機構改革による効率化」の事業内容に「政策を部に、施策を課に位置づけ、
限られた行政経営資源のなか、市の行政経営方針に基づいた自立した部の運営により、政策・施
策が推進できるよう組織機構の見直しを行う。」を記載。

有

8 16

事業内容の記載 主な事業「庁舎整備事業」の事業内容に「庁舎整備計画に基づく、基本設計・実施設計業務につい
ては、庁舎を利用される市民の方や、執務を行う職員等の声を聞き、市民に開かれた誰もが使い
やすく、市民の安全安心な暮らしを支える防災拠点となる庁舎整備に取り組みます。」を記載。

有

9 19
用語の訂正 「経営方針」→「行政経営方針」に修正。

有

10 19

進行管理のしくみの中で、施策の方向に政策の評価・検証とあるが、現在マネジメントサイクルの中心
に据えているのが施策評価のため、政策の評価を今後どうして行くかということが未確定であることか
ら、幅を持たせるため文言を追加する。

「施策の評価・検証」→「政策・施策の評価・検証」に修正。

有

計画の推進・市修正分

（仮称）再生計画　計画の推進について
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