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平成２５年度第８回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２５年１１月２０日（水）16:00～19:00 

開催場所 ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室、４階 多目的室、ミーティングルーム 

出席委員  福田 圭司（三重県危機管理地域統括監兼伊賀地域防災総合事務所長） 

 谷村 繁之（上野西部地区住民自治協議会総務広報人権部会長） 

 松崎壽和子（阿波地域住民自治協議会環境保全部会員 女性部会「あわてんぼう」代表） 

 菊山 順子（伊賀市外国人住民協議会副会長） 

 平井つゆ子（伊賀市民生委員・児童委員連合会会長） 

 坂本 元之（伊賀市障がい者福祉連盟会長） 

 堀川 一成（上野商工会議所副会頭） 

 宮嵜 慶一（一般社団法人伊賀上野観光協会副会長） 

 松岡 克己（伊賀市人権同和教育研究協議会顧問） 

 市川 亮太（公募委員） 

 篠原 辰明（公募委員） 

 鈴木八千代（公募委員） 

 中森 宏一（公募委員） 

 村山 邦彦（公募委員） 

 岩崎 恭典（四日市大学副学長） 

 相川 康子（特定非営利法人ＮＰＯ政策研究所専務理事） 

 中村 忠明 

 立田 彰子 

 武田 恵世 

 山本 秀美 

議事日程 １ あいさつ 

２ 議事録署名人の指名について 

３ 審議事項 

（１） （仮称）再生計画 分野別計画について（資料１、２） 

 ・各部会審議 

（２） （仮称）再生計画 計画の推進（資料３、４） 

（３） 今後のスケジュールについて（資料５） 

４ その他 

議事概要 １ あいさつ 

・松崎会長あいさつ 

◇会議の成立の確認 出席者 20名、条例第６条２項より成立 

◇会議の公開 条例及び運営規定に基づき、公開とする 
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２ 議事録署名人の指名について 

◇議事録 運営規程第４条に基づき、松岡委員、中森委員を署名委員とする 

 

３（１）（仮称）再生計画 分野別計画について 

・部会の進め方について説明（事務局） 

 

「安全・安心」部会 

・資料１（１ページ～11ページ）及び資料２（１ページ～50ページ）について

説明（事務局） 

【健康・福祉分野】 

（委員） 

25 ページの「２．ひとり親家庭の自立支援の推進」について。前回、母子家庭

だけではなく父子家庭もあるのではないかと意見を言ったので、今回、父子家庭

はどこへ入れてあるのかをみると、母子・父子家庭とある。ところが、この部分

を読んでいくと、やはり母子家庭についての事業だけを書いてあるように思う。

ひとり親家庭について具体的に支援事業等をどう考えるのかということは、もう

少しきちんと母子家庭、父子家庭、それぞれ両方とも書く必要があるのではない

か。 

（社会福祉調整監兼こども家庭課長） 

ひとり親家庭という言葉については、まだまだ浸透していない部分がある。今

現在の中身については、ひとり親家庭イコール母子、または父子ということで、

割合としては、相談内容や支援の部分については、母子 98に対し父子は２ぐらい

の割合である。支援事業については、国の用語の使い方がまだ十分父子のほうに

傾いていないという部分はある。そういった中で、当然のことながら父子も入る

という表現にも変えさせてはいただいたが、現在のところ、この 25ページにも記

載している事業内容の欄で、ひとり親家庭という表現で今のところはご理解願い

たい。 

（委員） 

父子家庭は増える傾向にあるのか。伊賀市では、98 対 2 ということなので、父

子家庭のことはもうそんなに考えなくていいという認識なのか。 

（社会福祉調整監兼こども家庭課長） 

傾向としては、平成 20年から２％台に入っている。今後としては、父子家庭の

割合は微増ではあるが増えるのではないかと推計している。 

（委員） 

母子家庭のほうが経済的には厳しく、父子家庭の場合は母子家庭に比べて経済

的に安定しているということがある。しかし、父親だけで子どもを育てているわ

けなので、経済的には問題はないと言っていても、さまざまな支援が必要になっ
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てくると思う。ひとり親家庭ということでくくっているということだが、将来を

見通して私はそれでは少し無責任ではないかと思う。もう少し支援の手を伸ばし

ておく、そういう考え方をここに入れておくべきではないかと思う。 

（社会福祉調整監兼こども家庭課長） 

ご意見をいただいた平成 20年以降の最近の傾向の部分で、将来的にこの傾向で

向こう３年という中なので、もう一度検討させていただきたい。 

（委員） 

12 ページの「７．福祉医療費助成制度の充実」について。前回でも言わせてい

ただいたが、どうしても納得できないので、改めてお聞きしたい。「現状と課題」

の最後のフレーズで、「福祉医療費助成制度のあり方の検討が必要です。」とあり、

その対応策のところでお答えいただいたのは、「あり方の検討」というのは制度の

実像を検討することであるからということであった。日本語としてはかなり苦し

いという気がする。例えば、「公共施設のあり方の検討」と行政が言い出したとき

には、普通は、「見直しする」や「集約する」、「合理化する」、「効率的にする」な

どの方向になるのが一般的である。行政が前向きな発言をするときは、「推進しま

す」や「充実します」などはっきり言ったほうがよい。もしそのような意図があ

るなら、「これからの福祉政策の方向性を踏まえて福祉医療制度についても推進し

ます」や、「進めます」などの言い方のほうが、市民にとってわかりやすいのでは

ないか。これからもこのような制度は大事なので、お金が要るにしても工夫しな

がら進めることが課題であり、そういう方向性が重要であるという認識であると、

まっすぐ書かれたほうがわかりやすいと思うので、もう一度検討していただきた

い。 

（企画財政部長） 

検討させていただく。 

（委員） 

その文言と、「再生の視点」の「将来にわたって制度を持続します。」という文

言と矛盾しているのではないか。 

（委員） 

あり方の検討では、聞いていると方向性は分かりにくいので、「再生の視点」の

ほうでは、「制度と財政面とのバランスを取りながら進めます」と、そのような面

から付け加えたほうがよい。無尽蔵に財源があるわけではないので、バランスを

取りながら持続できるように「これからも維持していきます」という言い方でや

るのがよいと思う。ご指摘はそういうことだと思う。 

（企画財政部長） 

それではその部分についても含めて修正させていただく。 

（委員） 

11ページの下の方に、「さらに、伊賀地域において入院を必要とするがん患者の
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うち、５割以上の方が地域外の病院に入院している状況を踏まえ」とあるが、こ

れぐらいの規模の市町で、ほかの地域に、がん患者の方が入院している状況とい

うのはそんなに変わったことなのか。よくどの地域でも、名古屋であったり大阪

であったり、都心のほうのがんセンターに行くというのが、普通のような気がす

る。 

（上野総合市民病院副院長） 

特に大腸がんである。これは院長が統計で調べたことだが、伊賀地域は、他市、

他の地域よりもがん発見が９年遅いと言われている。９年遅いということは、い

わゆる早期発見ができていない地域であるということである。市民病院は、内科

は十分ではないが、外科は院長を含めて６名いる。今やれることは、地域の中で

がんを早期発見・治療していく、そして緩和して在宅支援につなげていくという

ことなので、この地域でがん治療をやっていくという意味合いで記載させていた

だいた。 

（委員） 

伊賀地域は、県外へ行かれているという部分は、ほかの地域よりも多いと思う。

多分四日市は名古屋へ行っている方が多い。中勢地域は、南部の方も含めて、和

歌山へ行かれる方も熊野の端のほうは多めではあるが、中勢から南勢にかけては

ほとんどが日赤か、やはり三重大が多い。がん治療というと中心的には三重大の

ほうに行かれるというのが系列病院から考えても普通になっていると思う。５割

以上行っているようなことにはならないと思う。ただ、桑名や四日市の北のほう

からは、生活圏が名古屋の方がいるので、やはり名古屋のほうへ行っている率は

かなり高いと思うが、伊賀程は高くないと思う。伊賀の方は大阪や、奈良や天理

の病院へ行かれる方もたくさんあり、事実上わかっていると思う。そういう実感

は事実だと思う。逆に言うと、津へ出るのと奈良へ出るのとそんな変わらないと

いう話だと思う。 

（委員） 

このがんセンターというのは、どのような規模のものを予定しているのか。 

（上野総合市民病院副院長） 

当院は２病棟今現在閉鎖せざるを得ない状況であり、階で言うと５階、６階が

閉鎖している。その５階をがんセンターということで、今年度実施設計の段階に

来ている。がんセンターは何をするのかと言うと、先ほど言った早期発見・早期

治療、そして治癒、治癒していただいた後の緩和ケアである。緩和ケアをして、

在宅支援をして、結局は看取りという部分も機能に加えていきたいということで

５階をそれにふさわしい建設ということで今現在進めている。 

（委員） 

医師が何人で入院患者は何人を想定しているのか。 

（上野総合市民病院副院長） 
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それはこれからである。ベッド数も絡んでくるが、医師は今のところ 1 名であ

る。がんセンター長ということで、この 10月に医師に来ていただいている。今、

その準備をしているところである。概算で言うと、30から 40床である。 

（委員） 

それでは、いわゆるがんセンターというよりも早期発見と緩和ケアの場という

ことか。 

（上野総合市民病院副院長） 

当院は、がん連携推進病院の指定を受けている。 

（委員） 

名前はがんセンターでないほうがいいのではないか。もう少しよい名前にした

方が誤解はないと思う。 

（上野総合市民病院副院長） 

ご意見は参考にさせていただきたい。がんセンターが一番わかりやすいと思う。 

（委員） 

がんセンターというと、何もかもやってもらえるイメージがある。 

（上野総合市民病院副院長） 

そういうがんセンターという、そこまでの機能は今のところはない。 

（委員） 

国立がんセンターのイメージが強いので、何もかもやってもらえる大病院がで

きるのかと思ったら医師一人なので、知れている。 

（上野総合市民病院副院長） 

今現在確保している医師は一人だが、今後そういう医師を、医師確保の取り組

みの中に入れていきたいと思っている。 

（委員） 

やはり名前は少し考えた方がよい。 

 

【生活・環境分野】 

（委員） 

31ページの「再生の視点」の上から二つ目、「伊賀市地域防災計画見直しの際に

は、敦賀湾沿岸には５箇所の原子力発電所があることから」とあるが、「若狭湾」

の誤りであり、５箇所ではなく 13基のほうが適切である。 

41 ページの事業内容については、前回言ったように、太陽光発電は極めて将来

性が怪しくなってきたので、「公共施設への太陽光発電などの省エネルギー・新エ

ネルギーの導入推進に取り組みます。」と書かずに、太陽光発電をはずし、「公共

施設への省エネルギー、新エネルギーの導入・推進に取り組みます」と書いた方

が安全だと思う。なぜ太陽光発電がだめかと言うと、まず固定買取価格がかなり

の勢いで下がっており、おそらく 2015年度にはさらに下がる。また、その機器の
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寿命もそれほど長くないということがわかってきたので、今年中に付けるならよ

いが、そうでないとまず間違いなく赤字になると思われるからである。 

46 ページの「４．水道水源の安定確保」について。実は、表流水よりも地下水

のほうが安定性はあるというのは常識であり、表流水、特に木津川の水のほうが

安定であるというデータはないと思う。やはり、このようなことを言う場合には、

データを示すべきである。川の水が枯れても地下水、井戸は枯れないという場合

がほとんどである。井戸水は雨が降ってから井戸水になるまでの時間が、２、３

ヶ月から半年ぐらいかかるので、地下水のほうが安定性はある。 

資料１「総合計画審議会部会意見及びその対応一覧」の９ページの上から３つ

目「９.河川環境の保全・整備」に、「市独自のハザードマップの作成は困難な状

況にある」と書かれているが、水防法に基づいて真面目にやるとそうだが、今年

の台風 18号は岩倉峡で戦後最大の増水を記録している。つまり、これこそが戦後

最大の災害である。台風 18号の教訓ということで被害をまめにまとめておけば大

いに役に立つと思う。名前が悪ければ「伊賀市のハザードマップ」ではなく「台

風 18号の教訓」というかたちでまとめておけばよいのではないか。そのような作

成をぜひお願いしたい。 

10 ページの下から 2 つ目の「地下水、特に浅井戸は一年を通じて安定している

とは言えない水源である」というこのデータはなく、実は、先ほど言ったように

表流水よりも安定している。その辺の記述をやはり変えるべきであると思う。 

11 ページに「し尿処理施設整備基本計画の策定」とあるが、これはいつごろ策

定予定か。 

（清掃事業課長） 

し尿処理施設については、平成 25年度で検討委員会を立ち上げており、26～27

年で基本計画を作りたいと思っている。28 年以降にその方針に基づいて実施をし

ていくというスケジュールである。 

（委員） 

では、全く述べないのではなく、詳しくはまた検討するが、目標としてバイオ

ガス発電所も検討すると挙げておくのは問題ないか。 

（企画財政部長） 

直接の担当ではないので、すぐには答えられない。 

（委員） 

しかし、「資源化施設を検討し」とあるから、この文言にはもちろん入っている

ということである。 

（企画財政部長） 

記述の仕方はまた検討させていただく。 

（委員） 

このことは、本文中のどこかに述べられているのか。 
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（企画財政部長） 

50ページの「し尿処理施設」にある。 

（委員） 

「今後のあり方を検討します」だけである。ここに今言わせていただいた「バ

イオガス発電を検討します」あるいは、「資源化設備」だけでもよいので入れてい

ただきたい。 

（清掃事業課長） 

変わる場合があるので、「資源化」としておきたい。 

（委員） 

原発事故の対応について。放射性物質が降ってくると想定すると、まず公共施

設の気密性が必要である。きちんとドアと窓を閉めれば密封できること、それか

らエアコンなどのエアフィルターが放射性物質を通さないようにすることが必要

である。たいてい花粉の粒子よりは大きいので、花粉を取れればそれでよい。安

定ヨウ素剤の備蓄はあったのでそれはよい。放射性物質は川から流れてきて、ダ

ムや池にどんどん沈殿して徐々に出てくるので、事故が起きたら、まず表流水か

らの取水は停止し、地下水を主に使うということが必要になってくる。放射性物

質は地表から３センチより下にはあまり行かないというのがわかっているので、

それで対処できる。それから、国も防災対策として推奨しているが、周辺市町村

と水道管をつないでおくことが必要なので、名張市とつないでおくことを目標と

すればよいと思う。名張市は表流水しか水源が無く、おそらく放射性物質がたく

さん降ってきた場合には水を使えなくなるので支援になると思う。それから、ダ

ムや井堰などの池の浚渫は、まず行われていないが、しておかないと放射性物質

が蓄積すると、数十年は全く手が付けられなくなるので、日ごろから浚渫を行っ

ておくことが必要である。32 ページの「２．災害時に援護を必要とする市民を救

済する体制づくり」の中に、「避難所となる施設の密閉性とエアフィルターを確保

する」、「地下水・伏流水からの水源を確保しておく」、「名張市と水道管をつない

でおく」、「ダム・井堰・池の浚渫を日ごろから行っていく」ということを書いて

おけば全部対処は大丈夫だと思う。 

（企画財政部長） 

たくさん意見いただいたが、意見としていただいた中で修正できる部分につい

ては修正を検討させていただくということでいきたい。 

（委員） 

新インフルエンザ対策にもエアフィルターは有効であり、花粉の粒子よりも大

きな塊でインフルエンザウイルスは飛んでいるので、花粉に対処できれば放射性

物質にもインフルエンザにもまず対処できるであろう。そのようなエアフィルタ

ー、あるいは空気清浄器を避難所には整備しておくということが必要かと思う。

新インフルエンザが流行り出すと、緊急の診療所と避難所が必ず必要になる。そ
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れは公民館などになると思うので、やはり気密性とエアフィルターが必要である。 

（企画財政部長） 

新たに意見をいただいた部分があるので、その点についてまたそれぞれの所管

のところで修正ができるかどうかを検討させていただき、次回、示させていただ

きたいと思う。 

（委員） 

48 ページの「６．生活排水処理施設整備の推進と適正な維持管理」の再生の視

点の中に、「現状を踏まえた生活排水処理施設整備手法に変更していきます。」と

あるが、かなり前に市の審議会で決まった服部川と柘植川の合流点近くのホーム

センターの裏辺りに下水処理場をつくって上野地区の全部の下水処理を行うとい

う計画はもうやめたという理解でよいか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

前回決められた計画というのが、平成 27年度までの生活排水処理の基本計画で

あり、50年の期間で、上野地区で 800億のお金が要るという計画になっている。

とても現状では無理なので、平成 28年度以降の計画の見直しにおいて、具体的に

詰めることを考えている。 

（委員） 

つまり、現状を踏まえた生活排水については、これより具体的には書けないと

いうことか。まだ、これから検討するということか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

現状ではここまでであり、これから検討するということである。 

（委員） 

この「処理区域の見直し」と「戸別処理方式のさらなる推進」は矛盾する。例

えば、新たに家を建てるときに、将来的に下水処理場ができるのならよいが、で

きないのであれば合併浄化槽を入れようかどうしようかと当然迷うところであ

る。幸い名張市に住んでいるとほぼ全部つながっているので全く迷うことはない。

上野に住もうとなると、それは悩まなければならないと思うので、やはりこれは

ある程度の目標か何かを示せないか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

今現在だと難しい。 

（委員） 

このまま書くしかないということは、新しく家を建てる人には「合併浄化槽を

どうぞ付けてください」と言うということか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

今現在では合併浄化槽の補助金を出させていただいて、設置していただいてい

るというのが現状である。 

（委員） 
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一時期は「計画があるから補助金は出さない」と言っていたが、それはもうや

めるということか。これは大分長い間、昭和の時代から検討していたような気が

するので、もう少し何か目標を示せないものか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

今の計画では特定の処理区というのはかなり広い面積で計画をしているので、

それを町単位で、コミュニティプラント的なもので代用できないか、平成 28年度

以降の計画に謳い込んでいけたらと考えている。 

（委員） 

ということは、検討も 28年以降にするということか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

27年である。 

（委員） 

あと 2年しないと検討も始めないということか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

今現在その計画策定にあたり、今年度予算をつけていただいて、効率的な方法

で進めるにはどうしたらいいかということで進めている。 

（委員） 

検討は始めているということか。 

（下水道課副参事兼総務管理係長） 

そうである。 

（委員） 

それではこれ以上書けないということで了解した。 

40 ページの「２－２自然を守り、自然と調和したまちづくり」について。５年

前に伊賀市市民環境会議から大木の保護ができるような「緑の条例」を提案させ

ていただいたが、それきりになっているので、再生の視点辺りに「大木の保護を

図ります」と一言入れていただき、その条例を制定していただければと思う。提

案したのは東京都葛飾区の条例ほぼそのままである。担当は環境政策課か。 

（環境政策課長） 

環境が担当であるが、それは環境の部署だけでは判断はできない。環境基本計

画には、例えば農地の保全や山林の保全などいろいろあり、それぞれその担当部

署でやっている。環境政策課として書かせていただいたのは、環境部門でやって

いることを書かせていただいたので、そこで入れるというのは難しい。 

（委員） 

東京都の大木保護条例は環境部局の担当である。 

（環境政策課長） 

土地計画なども入ってくるので難しい。 

（委員） 
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そのようなたいそうな条例ではない。大木があり、所有者が保護に困った場合

に市が支援することができるようにするための条例である。簡単に言うとそれだ

けである。別に支援しなくてはならないことはないが、一応、市の支援木として

必要があれば支援できるという条例である。実際、それ以上は踏み込めない。だ

から、「大木も守るように努めます」と入れてはどうか。 

（委員） 

46 ページの「４．水道水源の安定確保」のことで質問したい。ここに水利権が

あるなどいろいろ書かれているが、伊賀市の水道水の水源なり水道水そのものが

本当に不足するのか。あるいは将来を見通した時の本当の現状というのは、足り

ないのか足りるのか、その辺りをわかっていれば教えていただきたい。 

（水道部次長） 

今、水道事業計画の見直しを行っている。その中で二つの案があり、川上ダム

に水源を頼る案と、川上ダムに頼らない案というものがある。川上ダムに頼る案

については、水源としてはダムからの水源で確保できる。ダムに頼らずそれ以外

の水源を見つけるとなると、どうしても木津川からの取水に頼らなければならな

いということになる。ただし、この木津川の取水については、国土交通省から今

貰っている水利権が暫定の水利権であり、川上ダムを作らないとこの暫定の水利

権は認められないと言われており、違う水源を見つけていかなければならない。

他の水源を見つけるにはお金もかかり手間も要るので、一番手っ取り早い方法と

しては、川上ダムに頼る水源の案ということである。 

（委員） 

現在暫定で木津川からもらっている水で伊賀市の水は足りているということ

か。その暫定の期間が切れたときに水が足りなくなるという理解でよいか。 

（水道部次長） 

水利権がいただけなければ、そうである。 

（委員） 

了解した。 

（委員） 

関連して、その見直し中の案件に関しては、私が今年の初めに参加した委員会

では、人口は減ると聞いた。ただし、今ある企業とゴルフ場はほとんど地下水を

使っているが、全部水道水を使うようになるということも聞いた。森永製菓の大

工場もできるということで、人口は減るが水は足りなくなるという想定であった

が、それはまだ変えないのか。 

（水道部次長） 

変えている。 

（委員） 

変えているのか。 
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（水道部次長） 

見直しを行っている。 

（委員） 

ということは、企業は地下水をそのまま使い、森永製菓はもう来ないというこ

とか。 

（水道部次長） 

それはその通りだが、人口は減っても新たな社会増もある。 

（委員） 

また報告書を見せていただきたい。以前の計画だと、全国的に節水を進めてい

る中、工場も水をどんどん使い、伊賀市民も節水しないととれる。工場が将来使

いたい水の申請を出すときには、当然多めに書くので、それを足し算することは

あまり現実的ではない。その辺をちゃんと精査されているかどうか是非見せてい

ただきたい。あの当時出していただいたデータでは、単純に足し算すると木津川

の水はいらない。 

（水道部次長） 

水量的な想定データは現在作成中の報告書を後日お渡ししたい。 

（委員） 

人口が減り、地下水をそのまま使うのに将来的に一体何が増えるのか。 

（水道部次長） 

10 年後では約 700 の人口減である。社会増というのを含めると、一日 2,000 立

方メートル…。 

（委員） 

その社会増というのは何が増えると想定しているのか。 

（水道部次長） 

見直しをしたところ、まず一つの企業が新しいプラントを立ち上げたので、1

日 600トンをマックスで使うということである。 

（委員） 

それは地下水ではなく、水道水を使うということか。 

（水道部次長） 

佐那具工業団地のある企業から、地下水が取れなくなってきているので、水道

水を回してほしいという要望があり、ここ 3 年の間に水道管をそちらへ配管して

水を供給したいと思っている。 

（委員） 

それぐらいで水道水の使用料はそんなに増えるのか。 

（水道部次長） 

あともう一つは、南部丘陵地である。 

（委員） 
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森永製菓のことなら、来ない。 

（水道部次長） 

森永製菓ではなく、南部丘陵地の近鉄が持っているところだと思う。 

（委員） 

近鉄は、そこはもう持っていない。KDDIなら持っている。 

（水道部施設課長） 

政策的にも水道事業としてまったく給水０という状況ではよくないということ

もあり、一定の需要の見込みを+αをしているということである。日量約 1,000か

らマックスで 3,000 という水量、平均値と同じくらいということで数量をあげて

いる。企業向けの、佐那具工業団地については、先ほど井戸水の話が出たが、10

年来、井戸の枯渇も含めて、地下水は伊賀市全般どこの井戸を掘っても、鉄分が

多いという状況の中で、処理費用がかなりかかるということも含め、ここ近年、

水道部次長が話したように水を供給するという話がまとまり、今動き出している

状況である。 

（委員） 

企業への供給が３箇所増えるから水の需要もうんと増えるというのはおかし

い。それともう一つ、水道水に鉄分が多いのは主に盆地の中央部、古琵琶湖層で

ある。花崗岩地帯というのは、鉄分はほとんどない。 

（水道部施設課長） 

伊賀市のどこを取っても鉄分の多い地形である。 

（委員） 

間違いである。鉄分が多いのは伊賀市の３分の 1 程度である。それと、佐那具

は円徳院の自噴泉があり、地下水が噴き出してくるような場所である。そこでそ

の地下水が枯渇したというのは信じがたい話である。その自噴泉というのは、地

面に穴を開けると地下水が勢いよく噴き出してきて、それで水車を回している。

まだそれは健在である。多分それは、企業努力か何かである。水道部がどこを掘

っても地下水に鉄分が多いという認識では困る。非常に水質がよいからお酒もい

いものができている。そういうことを言うと風評被害にもなるので、十分注意し

て、データをもとにきちんとした発言をしていただきたい。そんなに鉄分が多け

れば普通、酒は作れない。この辺の記述は正確にデータに基づいてお願いしたい。 

（会長） 

41ページの「２．地球温暖化に向けた取り組みの推進」は、これから先 10年間

を考えたときに、やはり再生可能エネルギーというのは避けて通れないと思うが、

それについて「何を、どうする」という書き方がなく、啓発と推進だけの書き方

で少し物足りなさを感じる。例えば「住民・事業者・行政が一体となって再生可

能エネルギーの活用を推進することで、排出される温室効果ガスの削減を推進し、

持続可能な地域づくりを目指します」という、そのような住民、行政が一体とな
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るという方向を入れていただけたらどうかと思う。それを受けて事業名のところ

に、住民・事業者がそのようなことに取り組むことを行政が支援する体制、支援

事業を入れていただきたい。それは何を想定して言っているかというと、小水力

発電である。5、60年前に大山田の奥馬野という地域に小水力発電があった。素晴

らしい施設であったが、いつの間にか他のエネルギーに変わり、それが消え去っ

たような状態になった。東北の問題が起きてから、いろいろな意味でエネルギー

政策を考えていかなければならない中で、たまたま私は大山田に在籍していたの

で、住民・事業者が一体となって復活していくのを行政もしっかり支援してほし

いという項目も、向こう 10年の間に盛り込んでおいてほしいと思う。どのような

事業者が手を挙げてくれるかはわからないが、行政が旗振りをすれば、ある程度、

住民・事業者というのはついてくるし、行政がお金を出さなくても、そういうこ

とは推進できるような環境をつくってもらえれば、地域の活性化にもつながるの

ではないかと思うので、大山田に住んでいて小水力発電を前提としてものを言わ

せていただいた。 

（委員） 

大変いい提案だと思うので、事業名に小水力発電推進事業と入れたらどうか。 

（会長） 

できればそのように入れていただきたい。 

（委員） 

固定買取価格については小水力はかなり高い。太陽光より多分、上手くいけば

儲かる。太陽光のように天気次第ではなく水さえあればいつでも発電できる。落

差が 3ｍあればいいので、大山田も阿山も最適である。昔、水車があったところで

あれば、早い話がどこでもできる。これは入れたほうがよい。 

（会長） 

「現状と課題」を受けて「再生の視点」の何をどうするかというところが少し

弱いと思う。たまたま大山田に住んでいて、50年、60年前にあった小水力発電を

復活させたいという、そのような動きも行政が支援してほしいということをでき

れば盛り込んでいただきたい。 

（委員） 

さっそく入れてはどうか。 

（環境政策課長） 

農業用水なので、農地の新規の移転という観点もある。事業者から行政に話が

あり、仲介はしているが、国の管理の河川の話なので、その流量調査に補助が出

る。そのようなこともあり、話はいただいているが、その事業だけということは

考えられない。「公共施設への太陽光発電」と挙げたのは、防災の観点から、雇用

経済エネルギー政策課と環境と地域防災、その３つが指定避難所、例えば学校な

ど、100分の 100や 10分の 10の蓄電池を備えたものの補助事業があったからであ
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る。今年は伊賀市には配分が回ってこないので、来年回るようであれば学校も出

したいというところがあるので、太陽光発電と蓄電池をセットにして考えている。

当然売電も可能であるが、その場合は基金を積まなければならない。防災の拠点

にもなるということで、公共施設に例えば水力を使う訳にもいかないので、この

ような記載をさせていただいた。よく、地域で地産池消するために住民自治協議

会などがまとまって、例えば太陽光発電や水力など、その他もろもろ、自分のと

ころで使うのであれば補助を出すというものは環境政策課のほうに回ってきては

いるが、自分で運営をしなければならないので手を挙げてくれる人がない。その

ようなものもまとめて考えている。民間の事業者はどうしても、今、売電価格が

高いので、自分の屋根でつけても、自分のところで使わずに売るという人が多い。

それは本当であれば自分のところで使っていただくのが一番いいとは思う。 

（委員） 

あえて小水力と言ったのは、再生可能エネルギーで将来性があるのは小水力と

バイオマスだけだからである。 

（環境政策課長） 

バイオマスの話もあるが、例えば木質系になるとわからないが、それが養豚な

どになると匂いで反対されて頓挫した。 

（委員） 

それはあると思う。 

（環境政策課長） 

バイオマスなどいろいろ含んでいるが、どのような補助金があるかなどの情報

提供をさせていただいている。例えば、先ほど言った小水力は、流量調査費につ

いて県の補助金を活用し、設置するということも可能なので、仲介をし、進めて

いるところだが、だからといって小水力ばかりを特化するわけにもいかない。 

（委員） 

小水力を特に推進しようというのを方針にしたほうがよい。まんべんなく支援

するべきであるということは分かるが、それはそれとして、その中でも小水力を

特に、ということであえて挙げたほうがよいと言っている。 

（環境政策課長） 

環境政策課としては、そこまでそれを特化することはできない。 

（委員） 

環境政策課としてはそうであろうが、企画としては市の方針として挙げてはど

うか。 

（会長） 

よいと思う。伊賀地域は風力があって太陽光も進んでいる、その次に小水力と

いうのは、書き順的にはよいのではないか。 

（環境政策課長） 
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水力については、２つ中電が待っているのではないか。 

（委員） 

ここに市の施策として挙げないと国から助成をもらえないのではなく、例えば

大山田でやりたいという場合に、手を挙げて、申請すれば助成をもらえるのか。 

（環境政策課長） 

こういう施策があるということを教えることはできる。 

（委員） 

そのようなものがあると知っていて、例えば大山田の住民自治協議会がこのよ

うなことをやりたいので助成を受けたいと市に申請した場合はどうか。 

（環境政策課長） 

その時にこの事業があればできる。他市でも太陽光発電や LED などで、企業が

やっているところを市が支援しているところは少ない。電力の固定価格買取制度

が施行され、太陽光発電キット等の個人の家に対する補助事業は国ではあるが、

三重県でもしておらず、それを市が補助するという話ではない。 

（会長） 

キットについては、ネット等で調べてみると長野県の飯田市は素晴らしい企画

が設定されている。 

（環境政策課長） 

それも当然考えているが、この計画の中には、公共施設の屋根ということで考

えている。それが事業としてわざわざ立つことかどうかということはある。まし

て固定買取価格は年々下がってくると先ほど委員も言っていたが、今年に募集し

て変えてくれるところがあれば考えさせていただくが、誰が出しても受け手がな

かったら引き上げる。公共施設の保有数が伊賀市は多いので当然載せる屋根も限

られてくるので、公共施設全部に作るということで書いてあるわけではない。 

（委員） 

確かに太陽光・風力は固定買取価格が下がったらもうほぼ駄目である。 

（環境政策課長） 

今 20年で 37円 80銭だった。 

（委員） 

それが、小水力やバイオマスは下がっても自分のところで使える。だから特化

して、事業として挙げればよいとあえて言っているわけである。 

（環境政策課長） 

例えば木質バイオなど、農林の担当のほうで市の事業としてやってもらうこと

になるかもしれない。補助申請というのは環境政策課のほうでしており、啓発す

るために、ホームページに載せるなどしている。 

（委員） 

具体的にではなく「施策の方向と主な事業」に挙げるだけであるので、挙げて
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おこうと言っている。 

（会長） 

いろいろな地域でそういった取り組みをしようという動きがあった時に、市が

「だめ」ありきで動かれると、どうしても前を向いて進まない傾向があるので、

それを支援するということを盛り込んでもらえれば、いろいろな意味でこれから

先の計画によいのではないか。 

（環境政策課長） 

３年ほど前に地球温暖化防止計画の概要版を配らせていただいたと思うが、そ

こには今出たバイオマスや水力も特に普及すると書かせていただいている。もし

覚えておられる方がいたらよいが、そこには市と民間、個人がと書いてある。そ

の計画も平成 27年で終わるので、計画の見直しもする必要がある。しかし、全く

啓発していないわけではない。 

（会長） 

了解した。少し夢を持ったような施策を入れていただきたい。 

（委員） 

一つだけ推進、推薦するということで、「新エネルギー導入（小水力など）」と

記載するのはどうか。伊賀市では小水力が一番有望である。 

（委員） 

46 ページ「４．水道水源の安定確保」について再度確認したい。木津川の取水

期限が切れるということだったが、国から購入しているのか。 

（水道部次長） 

権利をいただいている。 

（委員） 

国から権利をいただいているということか。 

（水道部次長） 

水利権をいただいている。 

（委員） 

では、期限が来たら、国というのは「だめである」と無体なことを言うのか。

続けてほしいと言えば当然延長するのではないか。 

（水道部次長） 

今いただいている水利権というのは、川上ダムを水源とする、川上ダムを造る

ということを前提としていただいている暫定水利権である。ダムがなしになった

場合には、その暫定の水利権はだめであるということである。 

（委員） 

もう伊賀市は水を飲まなくていいという、この国はそんな無体な国なのか。 

（水道部次長） 

すぐにもう明日から取水はだめであるとは言わないと思う。 
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（委員） 

何もなかったら水は取れない。伊賀市は水を取るために川上ダムを造ろうとい

う計画を持ったわけである。川上ダムができれば、利水で水は取れるわけである。

それを造る前に、暫定的に、10年先、20年先になるのかもしれないが、その間、

暫定的に利用させてあげようというのが暫定利用権である。ダムをつくらないこ

とになれば、その前提が崩れるので、その利水はないということである。強制的

にやめるという話ではなく、川上ダムを造る前提にして、将来できた時にそこか

ら水を引いてくるわけなので、それを前もって、できていないが引かせてあげよ

うというのが暫定水利権の話である。 

（委員） 

別な話ということにはなるが、制度上は、全く新たに水利権を設定し、それな

りの手続きを踏めば、木津川からの取水が可能になるということである。確かに

国はそんな無体なことはまずしない。 

 

【全体について】 

（委員） 

全体の話でもあったように、それぞれの施策のところで目標値を置いたらどう

かと活動指標のところで議論があったので、その活動指標についての意見がもし

あれば少しいただいておいたほうがよいと思う。執行部側から活動指標について、

なぜ選んだのか、これは大事だと思っているというところの説明がない。例えば

「再生の視点」とどのような関連があってこれを選んだ、これがこの施策を推進

するうえで一番重要な数値あるいは動きであると、よくわかる、説明しやすいな

ど、これしかデータが取れないというのもあるかもしれないし、そういう視点で

少し説明をいただけるとよくわかると思う。数もそうである。変な言い方だが、

13 ページのがんの検診率が胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がんと全部

挙げていただくことが、本当に必要なのか。こんなにたくさん管理をしていくの

は大変だとあえて私は行政マンとして思う。どこか代表的な指標で代替できるも

のはないのか。二次救急病院の受入率などは本当にそういうかたちであろうし、

医療助成の件数は逆にやりましたというだけなので、病気になってもらわないほ

うがいいから、本当は減ったほうがよいのかもしれないし、増えたらよいという

ものではないような気もする。子どもは減ってくるし、老人は増えるし、精神障

がい者も増える可能性はあるが、それが増えるのがよいのかどうかという問題と、

数値を測るときの説明を考えたほうがよいのではないかという気がするので、説

明をいただくと議論の仕方があるという気がする。 

（企画財政部長） 

この指標自体今内部的に精査しているところである。今回は、参考にしていた

だいて、これは大きく変わると考えていただいたらよいと思うし、前回資料につ
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いても委員のほうから入れる場所がここでいいのかというご意見もいただいてい

たと思うので、その辺も内部的に検討をしている。現在は活動指標を挙げている

が、今の全国レベルの流れでは活動指標でいいのかという、本来であれば成果指

標になるが、すべてがすべて、成果指標を全部あげられるかというとそれもなか

なか難しい部分もあるので、それらを双方合わせて今内部的に検討している状態

である。そしてまた今回「再生の視点」というところを基本の中心に据えている

ので、その関連性で従来の成果を、目標を立てていく計画というのと少し視点が

違うところもある。その辺とその指標との関係、その辺も内部でどう整理できる

か、また委員の皆様方からも意見をいただければ、それも含めて内部的に検討し

ていきたいと思っている。 

（委員） 

「現状と課題」でデータを出されているところがあるが、それを追っていくと、

それはやはり課題を表している数字だと思う。それをマネジメントしていくとい

うのであれば活動指標としてふさわしいし、意味はよくわかりやすい。それを違

うものに変えてしまうとなぜこちらに変えたのだろうと逆に疑問に思ってしま

う。素直なかたちは、「現状と課題」で挙げた数値を活動指標としてもし見ていく

というのであれば、その施策の状況がよくわかる、社会の状況がよくわかるとい

う意味で一番わかりやすいと思うので、そこは一つ検討視点としてはご留意いた

だければと思う。 

もう一つは、施策の中で何を何回していくとか、こういう効果を狙ってやると

いうところでアウトプットを出すような指標があるときには、そういう指標も一

つの活動指標としては有効だと思う。例えば健康分野では、大きくは３つあれば

済むので、３つで表すことはできないか。３つでなかなか難しければ４つとか５

つぐらいまでとどめておいた方が、逆にわかりやすく説明しやすいのではないか

という気もする。データをとれるものを全部挙げていくと、それを追っていくだ

けが仕事になってしまい、本来の目的を見失う可能性がある。散らばった言い方

だが、前回の総合計画を見させていただいていると非常に細かい数字を丹念に挙

げられて報告されているが、施策との関連がどうしてもわかりにくいというよう

に思う。それはこの総合計画だけではなく、私のほうで関係する人権やほかの部

分も含めて、そういうきらいがあるので、数字を追い続けてしまうようにしない

ためにも、改めて考え方を庁内でよく整理し、議論されて、目標値を挙げられた

方がよいと思う。成果指標はあえて申し上げると難しいので、あまりこだわらな

いほうがよいと思う。参考意見として申し上げた。 

（会長） 

我々一般市民は行政にあまり関わっていないので、指標や数値がどうなってい

るのか、あまりわかっていないが、数値ばかりではなく、啓発や推進と書かれて

いる言葉に少し物足りなさを感じる。啓発や推進など、努力目標的なことばかり
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である。住民と行政が一体になるという感覚でこのたびの総合計画は基軸にして

書かれているが、「現状と課題」では、現状はしっかり書かれてあると思う。ただ

それを受けて「何を、どうする」というところが、しっかり書かれているところ

もあるが、少し弱いところもあるのではないかと思う。 

（委員） 

指標についてはどうするのか。 

（企画財政部長） 

全体を見直したものを出させて頂き、またご意見をいただくことになると思う。 

（委員） 

なぜ選んだかという考え方の説明をいただくとよく分かると思う。 

 

「活力」部会 

・資料１（12 ページ～18 ページ）及び資料２（51 ページ～88 ページ）につい

て説明（事務局） 

（委員） 

62 ページの「再生の視点」の二つ目と三つ目の「地域住民の利便性」と「商店

街の活性化」について削除することになっていたのか。 

（委員） 

削除という話ではなくてバランスの話だとおっしゃっていたと思う。商店街に

ついては、地域の方のニーズに沿った方向で行くのか、それとも街を訪れる観光

客の方も含めて、ターゲットにして活性化をしていくのかという、どちらの方向

なのかという話があり、どちらも目指していくというような形で整理をしたので

はないか。 

（商工労働課長） 

やはり誘客につながっていくのではないかということで、普段の生活のニーズ

以上のことも見込んでいる。修正前の書き方に矛盾はないということだったが、

どちらにも対応できるような形で整理をさせていただいた。 

（委員） 

消された中で、もし残すとすると、商店主が積極的に連動をしながら賑わいの

ある魅力のある店舗を作ったり、商店街の活性化をするということで、丸の二つ

目の「地域と連携して」いうことを挿入した方がよい。 

（商工労働課長） 

反映したい。 

（委員） 

54～55 ページ。一般的には伊賀上野の忍者なのか伊賀忍者なのか。これは一本

化した方がよい。例えば中部国際空港にあったが、あれに、伊賀の忍者なのか伊

賀上野なのかっていう文字がなかったから、分かりにくいと思う。例えばゆるキ
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ャラなどにも名札がついている。ここでは、伊賀上野忍者フェスタと書いて、ど

こかでは伊賀の忍者と書いてある。 

（委員） 

特許というか、名前を統一するというのは大事かもしれない。 

（観光戦略課長） 

伊賀上野忍者フェスタは 11年やっており、上野市の時代から伊賀上野観光協会

と連携する形で始まっており、名称自体は実行委員会で決めている。伊賀上野忍

者フェスタというイベントの名前については、実行委員会でご意見を伺うことに

なるが、表現を統一するということについては大切なことだと思うので、それは

施策の中で生かしていきたい。 

（委員） 

市の名前を決めるときに、伊賀上野市なのか伊賀市なのかも議論された。結論

としては伊賀市になった。忍者そのものの呼び方は伊賀忍者ではっきりしている。

この機会に統一をして一本化をすると、アピール力も違うと思う。ぜひ実行委員

会にも話していただいて、整理するものは整理した方がいいと思う。 

（観光戦略課長） 

名張市と一緒に合同で忍者イベントをするような時には、伊賀上野の忍者フェ

スタに名張市として参加しにくいということもあるので、実行委員会の方へ提案

として挙げさせていただきたいと思う。 

（委員） 

６次産業という言葉が簡単に出てくるが、大抵は難しい事業・問題である。例

えば 57ページの「魅力ある農産物等の創出を促進し、産業の活性化を図ります」

だけではさっぱり分からない。分かっている人は分かるが、一体６次産業化をし

ていく時にはどういうことをやるのか、もう少し噛み砕いていくべきだ。 

（委員） 

注釈をつけるということか。 

（委員） 

一つは注意書きを付けていただくことが大切だと思う。それからやはり事業を

していく時に、６次産業化っていう文字だけで済ませていいのかどうか。 

（委員） 

前回「消費者とつながる」のところを消したというところに関連してだが、「消

費者」という言い回しは今時しないという話だったが、それより「つながる」と

か６次産業化として、要するにサービスとしてお客さん目線で意識していくこと

だと思う。そのために６次産業化をしていかなければならないということだと思

う。お客さんとつながるというところはすごく重要な観点で、それが「元気な」

だけだと分からないので、「消費者」ではないが、使う人とか食べる人、使い手と

つながる農林業をするのだということが必然的に６次産業化とつながると思う。
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その辺がきちんと６次産業化の事業に入ってこないといけない。タイトルも「元

気な」だとあんまりなので、「つながる」感じが出る言い回しが欲しい。 

（農山村振興監兼農村整備課長） 

前回おっしゃっていただいたように、人がつながるとか。 

（委員） 

そうですね、人と人とがつながる農林業というような。物だけではないという

ことだ。 

（委員） 

消費者というのが、消費するだけで買い支えや営農のような雰囲気が出ないと

いうことで、消費者という言葉を使わないことになった。 

（委員） 

私は「消費者」に違和感がない。使ってもらう人たちとつながるっていうニュ

アンスであれば、「消費者」でも別に違和感はない。「人と人を」ということでも

いいと思う。 

（委員） 

今回伊賀市の中で観光・農林業の連携ということで、ツーリズムのようなもの

が意識されている。だから消費者というよりは農業を介してのつながりというよ

うになった時に、物を届けてそれを消費するという関係ではない感じがする。 

（委員） 

消費者っていう言葉は、生産者に対して加工者とか加工業者とか言って、最終

的には消費者である。消費者庁とか消費者相談室とか、一般的に使われている。 

（委員） 

一般的には使われているが、「消費者」という言い方をあんまりしなくなってき

た感じはする。消費しているというのは抽象的な言い方になっているのかと。結

局、伊賀市が戦略的に他の地域と比べて農業でどう生き残っていくかという時に、

大規模にするというよりは、もう少し密なコネクションをイメージしたい。 

（委員） 

先進のアメリカ、カナダ、オーストラリアの農業を目指すのか、ロシア、中国

のスタイルを目指すのか、ＥＵの例えばデンマークやイタリアを目指していくの

が国策なのか。また、それに基づいて市が動いているのかという質問をしたが、

結局ＥＵ型の生産だけでなく加工に行き着く。そういうのが６次産業化に近づい

ていくのかなと。 

（委員） 

いかにもブランドとしてのイメージがそれぞれにあり、そこがイメージできる

ようになってくると、すごく引っ張る力になる。 

市民が見た時に、６次産業や農商工連携や消費者は堅い。普通に食べている方

のイメージで、市民の方が見た時に「ああ、伊賀市はこういう農業を目指してい
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るのか」というのがイメージしやすい方がいい。 

（委員） 

「絆」のようなイメージの、ソフトな感じを狙っていると私は受け止めている。

伊賀の特性というか、数では勝てないから細やかなところで勝負していくイメー

ジを持っているので、消費者の言い回しを考えるべき。 

（委員） 

最初の方の議論で「おもてなし」というキーワードが出ていたが、その対象は

消費者というよりはお客さんというイメージのほうがよい。伊賀市が戦略的に進

めることが連想されて、普通の人が見た時に分かりやすいように。 

 

（委員） 

一番右の「関連する事務事業」というのが全部消されているが、その意図は。 

（企画課主任） 

庁内会議の中で、この「関連する事業」について、他にどのような事業がある

のかという部分で分かりにくいという話があり、現在どのような形で載せるかを

協議している。次回の審議会で、どこに付けるかということも含めて提出させて

いただく。 

（委員） 

関連したものがたくさんあると思う。関連するものを全部入れるのかと言うと、

まだ他にあるだろう。最も関連し、優先的なものを。 

（企画財政部次長） 

前回の総合計画では巻末に事業が並でいる。今回も同じ形にするのかどうか方

向が決まっていない。 

 

（委員） 

57ページの「6次産業化の推進」の事業内容だが、簡単な話ではないと思う。「魅

力ある農産物等の創出を促進し、産業の活性化を図ります」というだけでいいの

か。内容が薄いう気がする。6次産業化っていうのは生産者が全部することだが、

ファーストステップとして自分が全部するということは非常にレベルが高く難し

い。むしろ、その下の農商工連携で、その他の人と組むっていうことが、自分た

ちが付加価値を付けていこうという時には取り組みやすいと思う。6次産業化と農

商工連携は分けて考える必要はないと思う。自分で出来る人はやったらいいし、

だめならば他の人と組めばいい。農商工連携というのは具体的に書いてあるので、

一つにした方がよいのではないか。 

（委員） 

農林業と商工業者が物を作って商品開発、商品化をして、販路開拓をして売る

というのが 6次産業だ。だから言っていることが一緒である。 
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（委員） 

行政的には分けるのだろうが、市民からしたら意味のないことだ。 

（委員） 

モデルはモデルっていうのは分かるが、生産者が全て物を作って加工して販路

を作るのは無理だ。それぞれが専業化をし、連携して、農商工連携を推進するこ

とが 6次産業のモデルだと思う。 

（委員） 

合わせてもらうような感じでどうか。 

 

（委員） 

3-6のコミュニティビジネスだが、修正により、高齢者だけでコミュニティビジ

ネスを担うというような形になってしまっている。さまざまなノウハウを持つ高

齢者によるビジネスのような感じだが、若いお母さん方もコミュニティビジネス

ができないわけではなく、高齢者だけに限定っていうのはどうなのか。 

それからその下の、起業支援が削除されているが、中間支援に起業支援は入る

のか。69 ページの中間支援のところを見ても、セミナーとか研修会とか助成金申

請などの話で、一般的な市民団体に関する支援策である。ビジネスの場合はノウ

ハウが違うので、中間支援のところに起業支援的なものがないといけない。 

細かい話だが、69ページの現状と課題の 3行目、「公」だけ括弧でくくられてい

るのだが、他の所では「公共」という言い方をしていたと思う。特別な意味で「公」

とされているのであれば意味を教えて欲しい。 

（商工労働課長） 

施策の方向と主な事業の事業内容の記述が重なるので削除した。 

（委員） 

分かった。ただし、事業の中がまた見直されるようであれば、施策の本文の方

に戻していただきたい。 

（商工労働課長） 

雇用の部分で、高齢者の就労支援は、現在市ではシルバー人材センターで支援

している。高齢者はコミュニティビジネスの担い手になるっていうところを 3-6

の方に入れたが、分けて考えるようにしたい。 

（委員） 

分けてではなく、高齢者だけがコミュニティビジネスの担い手ではないので、

入れるとしたら多分女性や若者があってもよい。地域住民が主体的にという話な

ので、高齢者に限定しなくてもいい。 

（商工労働課長） 

高齢者に限定しなければいいのか。 
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（委員） 

中心市街地というのはどの都市も取り上げているが、中心市街地の活性化と一

言で言うのは難しい。どこも成功していない。伊賀市については合併をした市だ

から、それぞれの地域にマルシェ、市場、61 ページにあるような地元の産品を売

っているところがあり、そこには人が集まっている。中心市街地に重きを置いて

スポットを当ててしまうと、周辺の地域はどうなんだと思う。もちろん駅前の活

性化も大事だと思うが、大山田、阿山、伊賀、それぞれがこの駅前に集まるとい

うことは無理である。地域の良い所を残すことが、総合政策の中で必要ではない

か。地域の小さなマルシェと大きな核のマルシェというものが、地域住民にとっ

て使いやすい、人が集まってコミュニティを形成できるまちづくりではないかと

思う。 

（委員） 

駅前広場を活用したマルシェは、観光客に向けてするのかどうか。ここにある

ということは市民向けなのかと思うが、市民は買いに来ないという気がする。 

（企画財政部次長） 

これは両方だと思う。 

（委員） 

観光客に向けてするなら、3-1の方に書くとすごく面白いと思う。観光と中心市

街地の活性化は非常に関係が深いので、いいとは思うが。 

（委員） 

一般的にマルシェといえば、地域の人たちが毎日市場を利用するというのが基

本的である。観光客も珍しいからマルシェに行くが、大方はその地区の住民がみ

んな利用している。そういう点では、全てが駅前に来るという訳にはいかない。 

（中心市街地推進課主査） 

おっしゃるように、ターゲットとしてまず地元の方に来ていただいて、地元で

愛される取り組みが観光客にも来ていただけるようになるという視点で考えてい

る。 

（委員） 

メインはあくまでも地元である。 

（委員） 

駅前広場に限定する必要があるのかどうか。逆に駅前広場をコアにして地域地

域でマルシェを展開していくというような書きぶりの方がいいかもしれない。 

例えば八百屋さんと提携するとか、スポットで行こうとか、同じ機能だと移せ

ばいいとか、そういう発想が出てくる。機能するようなマルシェを作るように、

実際にはもう動き始めているが、そこをどういう形で市として位置づけてもらえ

るかというところだ。「駅前広場を活用した」と言うと、そこに箱が出来ているの

で、そのためにという感じになるので、まちづくりの中でマルシェっていうのを
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構築していって賑わいを取り戻すという形のほうがよいのではないか。 

（委員） 

市としても駅前広場にこだわる必要はないだろう。すでに出来ているから、た

またま出てきたのかもしれない。 

 

（委員） 

75 ページの「再生の視点」の二つ目で、異なる上野、伊賀、阿山、青山の都市

計画区域の統合を目指すということは現実的にできるのか。地域の良さを残しな

がら、統合を目指すというのはどうなのか。 

（都市計画課長） 

都市計画というのは、１つの市の中に１つの都市計画区域というのが基本であ

る。今は合併に伴って 4つの都市計画区域があるが、1つの都市計画区域にすると

いうのがまず大前提に考えている。都市計画区域の内容については、上野の都市

計画区域は線引きがされているが、あとの伊賀、阿山、青山の 3 つの都市計画区

域は未線引きであるので、まずは 1 つに都市計画区域を統合し、将来的には線引

きを維持するのかどうかを検討することになる。 

（委員） 

線引きという言葉はどういう意味か。 

（都市計画課長） 

市街化区域と市街化調整区域を分けるものである。 

（委員） 

実際に生活している人たちにとっては、統合と言ったところで基本的な生活圏

はやっぱり各地区である。そういう専門的な用語は行政としては使わなければな

らないのだろうが。あるいは国が最近言い出したように、合併した市の支所を合

理化する方向だったところ、支所をもっと重視してそこに対する合併特例債を付

けると法律が変わった。 

（企画財政部次長） 

総合支所を持っているところに交付税をまわすことになった。 

（委員） 

合併した時に住民は不便になった、何のための合併だと声がたくさん出た。や

はり各支所っていうのは機能的にも行政のサービス機能としてもやっぱり困る。

そういうことがようやく総務省の方でも分かって、逆戻りしている。そういう点

からいくと、総合計画の中でも合併した市町村に対してはもう少し拠点を残して、

上野の中心市街地だけにウエイトを置くよりも、むしろもう少し周辺の町村にも

ということが総合計画の中にきちっと出るということが必要ではないか。 

（委員） 

その辺は推進のところに少し入ってくる。地域内分権の推進のところに支所機
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能の充実がある。これはあくまで進め方の話なので、もう少し分散ということを

あちこちに入れた方がいいという話はある。 

（都市計画課長） 

マスタープランでは「多角・連携型の都市構成を目指す」ということで、伊賀

市の場合は、中心市街地が広域拠点であって、各役場があったところが地域拠点

ということで、核を作るという考えである。都市計画制度を統一した上でできる

ところから進めたいが、まずは都市計画区域の統合を目指すということである。 

（委員） 

この「上野、伊賀、阿山、青山の都市計画区域の統合を目指します」と言うと、

「今それぞれの今までの拠点を残しながら」ということが無いように思う。 

（企画財政部次長） 

もう少し分かりやすいように修正できるか検討させていただく 

 

（委員） 

55 ページの 3-1の指標で、観光イベント・キャンペーン回数とか物産展への出

店回数というのが削除されている。市が主体的に動ける指標だと思ったが、削除

した理由はあるのか。 

（委員） 

例えば物産展への出店回数、メディア広報回数というのは参考になる。それか

ら案内所への問い合わせ回数等も参考になるが、キャンペーンの回数自体、内容

も分からず、当てにならないということだった。 

（委員） 

分かった。62 ページの歩行者自動車の通行量というのは、どの場所かというの

と時間軸がないと分からない。 

（中心市街地推進課主査） 

場所については市街地の周辺の 6か所、20 年ずっと定点観測している場所があ

る。時間については 9時から 18時、日中で、3月と 7月の第 4日曜日である。 

 

（委員） 

81 ページの 4-2のタイトルで「市内外のネットワークにより、人・モノ・情報

の流れが活発なまちづくり」とあるが、人が動けば情報も動くという意図か。書

かれているのは全部ハード面のネットワークである。 

（委員） 

79と 80ページで、今の市営住宅が 1626戸あり、耐用年数がきて老朽化してい

ると。主な事業の中で、市営住宅建て替え事業、市営住宅改善事業と 2つあるが、

80ページを見てみると、市営住宅建て替え戸数が 0、0、0、市営住宅改善が 0、0、

56、48である。こんなスピードでいいのか。 
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（建設部次長） 

今年 3 月に公営住宅長寿命化計画を作成し、その中から改善あるいは建て替え

を挙げさせていただいている。対象になる地域の中でも、まちづくり委員会をつ

くっていただいており、そことリンクしながら進めていく予定をしている。 

（委員） 

建て替えか、改修するのか、潰すのかの 3 つで、そのうちのいくつがその対象

になっているのか。3年間でこんな目標の設定でいいのか。 

（建設部次長） 

10年スパンで計画をしており、前期では、1626戸の内の 400戸を対象としてい

る。 

（委員） 

活動指標として 0、0、0、0というのはおかしいと言っている。何も仕事をしな

いのか。 

（建設部次長） 

その計画のエリアにはまちづくり検討委員会というのを立ち上げていただいて

あり、そことリンクして建て替えなり改善なりという計画をすることになってい

る。 

（委員） 

大きな市全体の方向として出す計画の中で、こういう数字なら出さない方がい

いのではないか。これを見ても分からない。 

（副市長） 

地域との調整・合意形成をしつつ進める形であり、3年間の計画に入るものは非

常に限られる。 

（建設部次長） 

改修するにしても建て替えるにしても、住んでいただいている方に一旦避難し

ていただかないといけないので難しい。 

（委員） 

難しいが、全てがそういう状況ではなく、目標を設定しようとするなら、ある

程度見通しを持たないといけない。難しいからというなら、必要があるという文

章だけで数字としては出さない方がよいのではないか。 

（建設部次長） 

逆に、頭出ししておかないと、手を付けようとした時に総合計画にないという

話になってしまう。 

（委員） 

0でおかしい。実際に作業を進める時にはそういう障害や困難は、当然あると思

う。 

（企画財政部次長） 
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計画に則れば、こういう数字になるということでご理解いただけるとありがた

いのだが。 

（委員） 

建て替える必要な戸数、修繕でいける戸数、廃止はこれぐらいという数字はあ

ってもいい。それが来年度できるか再来年度できるかは 5 年計画なら 5 年計画で

も構わないと思う。行政の仕事の進め方は分からないし、そういう進め方でもい

いと思うが、総合計画ではそういうものを数字で表現できなければいけないと思

う。 

（企画財政部次長） 

81ページのタイトルは、「情報」だけ抜けばよいか。 

（委員） 

具体的にはインフラ整備したら人とモノと情報が行き来するっていうのはわか

るが、一言も入ってないのはどうか。ＩＣＴの話はどこにあるか。 

（企画財政部次長） 

違う分野に入っている。 

（委員） 

ネットワークという単語を変えてはどうか。交通インフラ整備としてはどうか。 

（委員） 

3-2の農業のところで集落営農組織の法人化数と、3-6のところで NPO法人の数

とが活動指標としてそれを増やしていくように挙げられている。集落営農にして

も NPO にしても、株式会社でもかなり社会的な地域課題に向かう形で出来ると思

う。そういった意味で、集落営農組織とか NPO に縛る形で課題設定や指標設定し

てしまうとまずいのではないか。含んだ言い方になっている方がいいのではない

か。逆に株式会社でも取り組むのであれば積極的に推すということになってもよ

いのではないか。法人化して若い人を取り込むという意味では、生産法人の強化

も含めると良いのではないか。 

（委員） 

歩いている人と自転車の人の数を数えるということだが、やはり車がどれだけ

入ってきて歩き回れるかっていうところが、中心市街地の賑わいには関係がある

と思う。周辺部・90 分圏から車で来て購入してくれる人という捉え方はありえな

いか。地域の活性化という意味では歩いている人だが、広域の意味ではやはり車

ではないか。駐車場がトータルどのぐらい利用されているのか、もっと空けられ

るかとか。 

（委員） 

管轄の駐車場が 3つある。 

（委員） 

85 ページの 5 の伊賀線の活性化及び再生というのはここでよいのか。書かれて
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いることは相当重たい課題である。着地型観光でやっていこうというような大き

な計画だが。 

（企画財政部次長） 

鉄道と道路の整備を分けた方がよいということか。 

（委員） 

再生の視点を見ると、相当大事な話である。伊賀線の観光資源化の話とか、足

を残すっていう話とか、相当大きな話だが、この程度の落ち着かせ方でよいのか。

土地勘がないので分からないが。 

（委員） 

3-1にも伊賀線と書かなくてよいのか、ということか。 

（委員） 

逆に 83ページは、これから新たに作るっていう落としどころでいいかなと思う

のだが、伊賀線の活性化及び再生っていうのはこの程度の書き方よいのか。 

（委員） 

前回、辞めるなら辞めるというのも一つの手であるという意見があった。その

辺りの拾い込みがどうなっているのかっていうのも含めて。 

（委員） 

おさまり所としては、この辺りで良いのではないかと感じる。伊賀線の事に関

しておっしゃるのはインフラだけの問題じゃないと。そういう意味である。 

（企画財政部次長） 

現状と課題のところの最後に書いてあるが、「以降についての方向性は定まって

いません」ということで大変厳しい状態にあるというのは確実である。 

（委員） 

87ページの「再生の視点」というところ、JR草津線、引き続き連携しながらと

いう言葉で終わっているが、例えば観光の立場からすると甲南インターから何分

ということを積極的に言っている。中心市街地ということを考えればそれは伊賀

線なり関西線なりが来るが、大都心へ直結しているのが草津線だが、どのように

捉えているのか。 

（企画課副参事） 

市内の鉄道もバスも含めて右肩下がりだが、唯一草津線だけは減ってない路線

ということもあって、整備がされていく可能性がまだ残されている。伊賀市の立

場からすれば柘植からの本数を少しでも増やして、大阪・京都への利便性を図っ

ていきたい。そこへつながる関西線や伊賀鉄道のネットワークとして捉えていき

たいと思っている。 

 

「人・地域づくり」部会 

・資料１（19ページ～25ページ）及び資料２（89ページ～125ページ）につい
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て説明（事務局） 

【教育・人権分野】 

（副会長） 

「主な基本事業」で見え消しになっている部分については、今日は見ないほう

がよいのか。説明では、基本事業については庁内で入れていくということだった。 

（企画課長） 

ここには今、基本的な事業しか載せていないが、これ以外にも大小含めいろい

ろな事業があるので、さらに事業の追加も有り得るという解釈でお願いしたい。 

（委員） 

94 ページの「再生の視点」に「人権同和教育を通した小・中学生の交流を促進

するとともに」とあるが、これは小・中学生の交流だけを指しているのか。私は

現在、自治協の人権部会長をしているのだが、以前、桃青中学校区の地域住民や

ＰＴＡ役員で構成する人権に関する委員会で、桃青中学校をはじめ、校区の幼稚

園や保育所、小学校で行っている人権教育の現場を参観する機会があった。高校

生を対象とした人権教育は何となく想像がつくが、小学校低学年に対し、どのよ

うな人権教育を行っているのかわからなかったので、実際に見ることができて非

常に参考になった。また、参観後には、校区内の幼稚園や保育所、小学校の先生

による人権教育の実践発表会があり、それも地域としてとても役に立つものだっ

た。ここで「交流を」ということになるなら、地域との交流はできるのかと思い、

質問した。幼稚園、小学校低学年、中学年、高学年、中学校と人権教育が進んで

いっても、社会に出た途端に途切れてしまうのは問題である。 

（企画課長） 

今のご意見は、若い人だけでなく、地域の中にも人材はおり、地域と交流する

ことで人権教育リーダーの育成ができるというものである。重要なことだと思う

ので、担当課に確認する。 

（委員） 

各中学校区では、様々な取り組みが行われている。崇広中学校区では地域ぐる

みの組織があり、校区の保護者や地域住民を巻き込み、年に１回、中学校でフェ

スタを開くなど、地域との連携がきちんと取れている。また、年２回総会を開き、

民生委員や保護司にも入ってもらい協議をしている。極端なことを言えば、各中

学校区の取り組みによると思う。地域との連携は必要である。次世代育成の観点

からも、学校だけでなく、地域や保護者との連携を取り入れていく必要がある。 

（企画課長） 

そのあたりは、修正したいと思う。 

（委員） 

人権問題が大切なことはわかるが、なぜ同和問題だけを特別に取り上げている

のか。91ページに「人権同和教育推進事業」とあるが、「人権教育推進事業」では
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具合が悪いのか。「同和」という言葉を入れなければいけないのか。 

（企画課長） 

同和問題については、国の施策では終了となっているが、現実はまだ部落差別

をはじめ問題が残っている。障がい者や外国人などの人権も大事だが、それと併

せて同和問題も重要である。 

（委員） 

それなら、障がい者や外国人についても別途項目を設けたらどうか。同和問題

だけを取り上げているのは意味があるのか。国会では、同和問題についてはあま

り出てこない。 

（副会長） 

国レベルは一般行政化した。93 ページを見ると、市民意識調査の結果が載って

いるが、この結果を受けて、伊賀市では人権、同和問題を強く打ち出すのだとい

う、これは意思表示だと思う。 

（委員） 

私は、「人権」だけでよいと思う。 

（副会長） 

この「根強く残る差別意識」をどう考えるかである。 

（委員） 

本来は、人権問題の前に同和問題があった。社会の中に部落問題が起こり、そ

の解決のために同和教育があったのである。元々は人権教育ではなかった。2002

年に特別対策の法律が切れ、同和問題に関する事業が抜けていく中で、人権とい

う方向性が出てきた。にもかかわらず、国も言っているが、部落差別がある限り、

何らかの手立てをしていくというのが基本方針になっている。アンケート結果に

も表れているように、現実に部落差別が残っている以上は、法律がなくても、き

ちんとした取り組みが必要だと思う。人権という枠組みの中で、同和問題はじめ

あらゆる差別の問題が出てくるのである。日本の社会の中に同和という差別問題

が起こり、その解決のために様々な取り組みを行ってきたが、いまだに解決に至

っていないということでこういう形になったと思う。私自身もその当事者である。

いまだに部落差別に関する相談を受けるし、昨日も県と話し合いをしてきたとこ

ろである。今も現実に、三重県において、また、この伊賀市においても、様々な

問題が起こっていることから、人権同和教育や取り組みが必要だと私は思う。 

（委員） 

よくわかるが、私は障がい者も外国人もみな平等だと思う。 

（委員） 

いじめの問題が一言も入ってないのは、今の時代に即していないと思う。また、

94 ページの「人権教育リーダー養成事業」にある「学力の向上」とは誰の学力を

指すのか。人権学習をする学力ということか、それとも同和地区の人たちの学力
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の向上という意味なのか、後者であれば、反対に差別していることになると思う。 

（企画課長） 

これは、人権教育リーダーの養成という観点なので、同和地区の方の学力を向

上するという意味ではなく、学んでリーダーになっていく人の学力というか、人

権に関する認識を深めていくという意味である。 

（委員） 

それは、「学力」ではないと思う。 

（委員） 

「学力」という言葉はおかしい。それと、やはりいじめ問題をどこかに入れて

もらいたい。 

（委員） 

２年前の大津の自殺をきっかけに、国でもいじめ問題が大きく取り上げられる

ようになり、法律もできたのだが、いじめ問題はすでに数十年前から起こってい

たものである。今始まったものではないので、本来なら計画の中に載っていなけ

ればおかしい。いじめ問題は過去からの問題としてきちんと位置付けられていな

ければいけないものが、大津の件からの新しい問題のように捉えられている。 

（委員） 

市でもいじめ相談員というものをつくっているし、どこかにはいじめ問題の記

述を入れるべきである。 

（委員） 

91ページの下のほうにそれらしき文章があるが、ここにはいじめる側ではなく、

いじめられた人をどう助けていくかが書かれている。もちろんそれも大事だが、

いじめる人に対する人権教育も必要である。 

（委員） 

本来はそうである。県では、いじめられた人の心のケアをするカウンセリング

事業に約３億 5,000 万円の予算がついている。最初は国の負担であったものが、

今は県の事業となっている。市も取り組んでいるが、もう少しきちんとした形の

取り組みが必要である。いじめられた人のケアだけでなく、いじめを無くすため

の取り組み、それが人権教育だと思う。市が設置しているいじめ相談員も困った

ら相談するものであり、事後の対策である。いじめが起こらないようにする取り

組みという視点が欠けている。 

（委員） 

ＤＶも同じである。日本では、ＤＶ問題で被害を受けた人のケアはあるが、Ｄ

Ｖを予防する取り組みがない。アメリカは少し進んでいる。ＤＶの被害を受けた

人を逃がす対策だけなので、根本が変わらずまた起こる、その繰り返しである。

子どもの虐待の問題も同じである。 

（委員） 
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本来なら、「人権教育リーダーの育成」はそういう部分を含んだものだと思う。 

（委員） 

人権問題は心の問題であり、人それぞれ考え方が違うので、どこまで行政が入

っていけるか。それぞれの自由な考え方にまで、行政が「ああせよ、こうせよ」

と押し付けるのはいかがなものか。思想の自由というものがある。人間は、完全

な悪人もいなければ完全な善人もいない。それを行政がどこまで旗を振ってやっ

ていけるか。 

（企画課長） 

行政が「ああせよ、こうせよ」と押し付けるのではなく、地域住民が取り組ん

でいくものである。自由な発想が大事というのはわかるが、自由が故に様々な問

題が出てきているという現実を踏まえ、行政や地域、市民一人ひとりが取り組ん

でいくことが大切である。その方策については、行政が提案するものもあれば、

市民の側から出てくるものもある。 

（委員） 

本来、心の問題は、自然発生的に地域の中から湧いて出てくるものである。原

則は、地域住民の自由というものがあり、行政が講演会を開いたり教育をしたり、

そういうものではないと思う。私の頭の中では整理ができない。これが正しい、

これが悪いというものではない。私はみんな正しいと思っている。それを一方的

にこういう方向に持っていくということが理解できない。 

（企画課長） 

この計画に書いてあるものは、市民の中から声が出てきたものがほとんどであ

る。行政が考えて一方的に押し付けているというものはない。機会を作るのが行

政であり、学んだり行動したりするのが市民である。 

（委員） 

例えば、講演会を開催するにもお金が要る。税金を使うわけである。住民が考

えてやるのであればボランティアでできる。住民が自分たちでできるよう知恵を

出していただきたい。 

（企画課長） 

全て行政が税金を使って行っているわけではない。地域が、学校が、子どもた

ちがそれぞれ独自で取り組んでいるものがある。 

（委員） 

今後、差別は、同和問題とネットの中の差別に２分化されると思う。これまで

も人権に関する講演会や講習会を受けているが、残念ながらネットに関する話は

なかった。現在、ネットのことを一番よく知っているのは小・中学生である。そ

の親たちは、子どもたちが使っているＳＮＳに関する知識がない。祖父母になる

と、さらに知識がない。子どもたちが何をやっているのか、さっぱりわからない。

子どもたちの中で発生しているいじめがあっても、親も祖父母も気づけない。こ
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れに対処するためには、親や祖父母もネットに関する知識を備えなければいけな

い。県政だよりの最新号に、ネットの同和問題に関する特集が載っていた。市の

広報や県政だよりを見ている中で、「ネット」という言葉でその話が出てきたのは

初めてだと思う。県だけでなく、市でもその部分に力を入れてもらいたい。子ど

もへの教育と併せて、親世代への教育も入れるべきだと思うが、計画の中のどこ

へ入れるかはわからない。 

（副会長） 

ネットの部分は、学校教育に入れるべきか。 

（委員） 

伊賀市内の各学校では、子ども対象や保護者対象のネット差別に関する研修会

を１回以上は開いている。 

（委員） 

教育されていないのは、われわれ地域住民だけか。 

（委員） 

自治協主催ですればどうか。 

（委員） 

私自身も、過去にない早さで書き込みされたことがある。 

（委員） 

実態を知る学習をすることで、心が育っていくと思う。心が育って初めて、自

分たちが何をしなければならないのかがわかってくる。そのきっかけを作るのが

行政である。自然発生的に心が育つのを待つのではなく、何かのきっかけは必要

だと思う。そのために、行政には頑張ってもらいたい。 

（副会長） 

91ページの下のほうの「現状と課題」に、「部落差別をはじめとするさまざまな

差別やいじめ、インターネット上の差別書き込み等の人権侵害」と書いてあるが、

ここにＤＶなどを例示で追加してはどうか。それを受けて、「再生の視点」で、被

害者だけに留まらない人権相談業務についても書いておくべきである。今は、「加

害者に対するフォロー」という言葉で逃げているが、フォローではない。このあ

たりの表現を工夫すれば、今までの議論がカバーできると思う。「施策の方向と主

な事業」では、被害者に対する救済は書けるが、加害者に対しては決め手がない

ので今は書けないが。 

（委員） 

確かに、フォローは何かが起こってから行うものである。 

（副会長） 

予防のための体制が必要である。そこだけ書き足してもらえばと思う。 

（住民生活調整監） 

教育や啓発が予防につながる。 
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（委員） 

ただ、一番聴いてほしい人には聴いてもらえない。 

（住民生活調整監） 

人権侵害を起こす人は、啓発の場には来ないことが多い。それが課題と言えば

課題である。社会の意識が高まることによって、そういう行為をしていることが

人間として恥ずべきことだと気づきを与えられるような社会にする必要がある。

時間はかかるが、それが教育や啓発だと思う。市は、差別や人権侵害をした人に

対し、どうこうできる立場にはない。市ができるのは、教育や啓発が限界である。 

（委員） 

心の問題に行政がどこまで入るのかという問題はあるかもしれないが、そのた

めに条例がある。人権侵害が起こった時に、行政がどこまでできるかというもの

ではないと思う。 

（住民生活調整監） 

もちろん何もできないという意味ではなく、当然聴き取りなどをして事実関係

の調査も行う。そうは言っても、最終的には学習会という形で、当事者だけでな

く関係機関も含めて、今起こっている問題について学び合う場をつくるくらいに

なる。限界があると言うと語弊があるが。 

（委員） 

市の職員は男性が多いように思う。将来的には、少なくとも半分半分までにす

るのか。 

（企画課長） 

市の職員の採用に当たって、性別は加味していない。事務的な部署では男性が

占める割合が多いかもしれないが、保育所や病院などの部署では女性のほうが多

い。逆に、消防の部署には女性はほとんどいない。たまたま女性の採用が多い年

もあれば、男性の採用が多い年もある。男女共同参画ということで、男性も女性

も同じ視点の中で進めていく。実際には、男性の割合のほうが多いのかもしれな

いが、それを補うために女性の採用を増やすというようなことは考えていない。 

（副会長） 

100ページの活動指標に「ほぼ上回る」とあるが、これは正しい表現か。 

（学校教育課長） 

「やや上回る」の間違いである。 

（副会長） 

同じく活動指標で、「小中学校数」が「35校」から「31校」に減っているのに、

「人権・同和教育の推進が『十分図れた』『図れた』学校」が「35校」のままでよ

いのか。 

（学校教育課長） 

整合性を取る必要がある。これは「31校」が正しい指標である。 
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（委員） 

同じく活動指標で、「自分の生き方や進路を深く見つめることが『大変できた』

『できた』生徒の割合」とあるが、「できた」と判断する基準は何か。 

（学校教育課長） 

キャリア教育を積み上げる中で、中２で職場体験に行く。職場体験を通して指

導や支援をいただく中で、子どもたちは様々なことを学ぶ。職場体験学習を終え

た段階で、子どもたちに中３に向けて自分の生き方や進路を見つめることができ

たかアンケートをとり、その割合を見る。 

（副会長） 

公立の小・中学校なので、地域とのかかわりについての文言を入れてもらいた

い。住民自治協議会も、学校と連携をとって、子どもたちの安心安全や総合学習

のお手伝いなどをしている。そうした地域の働きかけを学校側も受け入れるとい

う文言を入れてもらいたい。コミュニティスクールという話ではないが、支援本

部というのが制度としてもこれから重要になってくると思う。 

（委員） 

５－３は、当初は違うタイトルだったが、「子どもたちが教育を受けられる」と

いう表現に変えてもらったと記憶している。子どもたちは伊賀市の中だけで教育

を受けられるという考え方ではなく、伊賀市以外でも教育を受けられるまちにし

てほしいということで、表現を変えてもらった。具体的に言えば、交通の問題で

ある。通学に便利なまちという視点がほしい。タイトルは変えてもらったが、中

身は伊賀市内での教育の話ばかりになっているので、そういう視点も入れてもら

いたい。ある女医さんから、常勤の医師は自分の子どもを医師にするために、市

外のより良い学校に通わせたいと思っているという話を聞いたことがある。そう

いうことも「将来を支える子どもたちが充実した教育を受けられるまちづくり」

の中に入ると思う。そこまで伊賀市の総計で考えなければならないのかと言われ

ればそれまでだが、そういう視点も必要であると私は思う。 

（企画課長） 

交通については充実しているとは言いがたいが、移動手段を確保しているとい

う中で、それを上手に利用して市外の学校へも行っていただけたらと思う。個々

の状況にそれぞれ対応するには膨大な施策が必要になる。よく言われるように、

それだけの経費を投入して、どれだけの人が利用するのかといったことにもなる

ので、今ある交通手段のモードの中で上手に活用してもらいたい。交通の問題に

ついては、別の項目で述べているが、これまで通り利便性の向上に努めていくと

いうことでご理解いただきたい。 

（委員） 

伊賀市の中で十分な教育を受けられる環境であれば、市外へ行く必要はない。

教職員の資質の問題も含め、充実した教育を受けられる環境づくりに重点を置く
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べきである。そういう観点から言えば、100ページの活動指標「全国学力・学習状

況調査における市内小中学校の平均点の全国比」の平成 28 年度の目標は、「やや

上回る」ではなく、「大きく上回る」にしていただきたい。 

（学校教育課長） 

学力調査については、平成 21年度に悉皆調査をし、今年度また悉皆調査をした。

個々には様々な課題があるが、全体的な正答率は、平成 21年度からの４年間の積

み上げの中で、小学校で「ほぼ同じ」というところまで到達してきた。中学校に

ついては、依然厳しい状況にあるが。そういったこれまでの４年間の取り組みの

流れがある中で、今後の指標を設定するに当たっては、１年ごとに目標を加速し

上げていくことはできないので、２年ごとのスパンで目標を上げるよう設定した。 

（委員） 

小学校で「ほぼ同じ」なら、中学校でも「ほぼ同じ」になると思うが、中学校

で「やや下回る」となっているのは、上位レベルの子どもたちが市外の学校へ出

て行っているからではないか。 

（副会長） 

出て行っているというのもあるだろうが、自我の発達の影響も大きいと思う。

意味なく反抗するということもあるので。 

（委員） 

私が子どもの頃は、小学校を卒業すると 100 パーセントが地元の中学校へ進学

したが、私の子どもの世代になると、クラスの何人かは津市の学校へ出て行った。

最近の状況はよくわからないが、更に進んでいるものと想像する。市外の学校へ

出ていかなくてもよいように、中学校についても「大きく上回る」という目標数

値を掲げて学力の向上に努めてもらいたい。 

（委員） 

図書館を新しく建て替えるということだが、今の図書館は立派な建物である。

駐車場が狭いという問題はあるが、お金のない時期にわざわざ新しい図書館を建

てる必要があるのか。 

（企画課長） 

現図書館は、建築して 30余年経っている。新図書館については、必ずしも新築

するというわけではなく、既存の公共施設を利用して図書館機能を移すことも含

め、新図書館検討委員会で検討しているところである。図書館の蔵書が 20万冊、

更に、年間 6,000冊ずつ増えており、現図書館のキャパがいっぱいになっている。

建物自体も雨漏りや浄化槽の逆流など傷んできており、バリアフリー対応もでき

ていないということから、図書館を新しく整備しようということになった。 

（副会長） 

少し気になるのは公民館事業についてである。現在もすべての公民館に公民館

主事がいるのか。 
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（学校教育課長） 

公民館には公民館主事を置いて、講座の企画などをしている。 

（副会長） 

その体制が今後もずっと必要だろうか。今は、ネットをはじめ、様々な学習機

会がある。一番必要なことは、地域で地域のことを学ぶ体制である。公民館主事

が中心になって学習講座を設定するという従来型の公民館事業が今後も必要かど

うかは疑問である。学びたい人と、知識と経験豊富な地域住民をマッチングさせ

ることがこれからの公民館の役割であり、住民自治協議会の役割だと思う。もち

ろん、人権講座のように絶対に必要な講座はある。しかし、生涯学習という形で

これからも公民館講座を維持していくことが果たして必要かどうか。106ページに

「学習ニーズに合わせた事業の推進」とあるが、これを今後も公民館がしていく

のか、地域に任せてもよい部分があるのではないか。 

（学校教育課長） 

ご指摘の点は、教育委員会でも検討しているところである。公民館と住民自治

協議会、市民センターの整理も必要であると考えている。 

 

【文化・地域づくり分野】 

（委員） 

今年からオリエンテーションの取り組みを始めてもらっている。 

（住民生活調整監） 

10月 15日からである。 

（委員） 

これまでに県からの派遣でオリエンテーションをしてもらっていたことはあっ

たが、市独自で取り組んだのは初めてである。新たな取り組みを始めたというこ

とをどこかに書いておいてもよいのでは。 

（副会長） 

オリエンテーションとは何かわからなかった。 

（住民生活調整監） 

外国人が市民生活課に転入手続きに来た時に、自治会への加入の案内や地域の

祭り、行事の紹介、日本の文化の紹介を行っている。 

（委員） 

各国語で資料を作り対応してもらっているようだ。せっかくなので、オリエン

テーションの説明もどこかに入れておくべきである。 

（住民生活調整監） 

「多文化共生推進事業」の事業内容の中に、「新規の転入者に対してオリエンテ

ーションを実施します」という文言を追加する。 

（委員） 
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116ページの「再生の視点」に「民俗文化財の保存・伝承に努めます」とあるが、

これは地域の祭りも含んでいるのか。 

（文化財室長） 

含まれる。 

（副会長） 

117ページの「だれもが気軽に楽しめるスポーツの振興」について、国体のこと

は「スポーツ施設整備事業」の中だけで触れられているが、今後は、だれもが気

軽に楽しめるスポーツ施設の整備と併せて、観るスポーツとしての施設整備も進

める必要がある。 

（企画課長） 

新しく建設することはないと思うが、既存施設の改修は必要になると思う。 

（副会長） 

「だれもが気軽に楽しめるスポーツ」には、するスポーツと観るスポーツがあ

るので、観るスポーツについての記述がもう少しあってもよい。それともう一つ、

楽しむスポーツという観点から言えば高齢者スポーツの話がある。今後、包括ケ

アシステムの中の介護予防が市町村の仕事になる。高齢者はどんどん筋トレをし

ようということで、忍にん体操の普及を進めていくことになるだろう。それを保

健福祉課の取り組みにしてしまったら、高齢者だけが集まる忍にん体操になる。

幼稚園児と一緒に体操をするから介護予防になるのであって、それができるのは

住民自治協議会だと思う。そういう話がどこかに書いてあるとよいのだが。 

（企画課長） 

介護予防の項に、そういう視点があるのかもしれない。 

（副会長） 

いずれにせよ、包括ケアシステムと国体についての記述がこの程度でよいのか

ということである。 

（委員） 

三重国体の開催は、平成 33年となっている。 

（副会長） 

施設整備は、この３年間で進めなければいけない。 

（副会長） 

６－３は部門別の話ではなく、計画全体の推進の話になってくる。元々は「計

画の推進」の中にあったが、それではウエイトが軽くなるということでここに出

したわけだが、果たしてそれでよいのかどうか。 

（委員） 

124ページの「地域包括交付金」とは、具体的にはどういうものか。 

（市民活動推進課長） 

「地域包括交付金」とは、住民自治協議会が行政の地域窓口として様々な取り
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組みを行うことに対して、平成 23年度から交付しているものである。伊賀市全体

の補助金の整理を行う中で、地域の課題解決のために地域で行ってもらう取り組

みに対しては「地域包括交付金」の中に財源を入れてお渡しするという形で、今

年度から来年度にかけて見直しを行っている。「縦割り補助金を整理し」とあるの

は、各課からの補助金を一度整理し、交付金の財源化を図るよう見直しをしてい

るということである。「選択業務のメニュー化」は、地域で行っている様々な取り

組みのうち、地域で受託していただける業務については、地域と協定を結びお願

いしていくというものである。 

（委員） 

例えると、カレーライスは 100 円、天丼は 200 円というメニューを作り、この

地域ではカレーライスの事業をしたいので 100円くださいということか。 

（副会長） 

逆である。1,000円を渡して、メニュー表の中からカレーライスにサラダを付け

るといった具合に、好きなメニューを組み合わせてもらう形である。オーダーメ

イドはない。 

（委員） 

そのメニュー表の点検を行うということか。 

（副会長） 

今はまだメニューになっていない。一品料理を各課がそれぞれ提供している状

況である。それを一度メニューにするところから始めなければいけない。 

（委員） 

自治会などが縦割り補助金をどのように管理して使っているのか、住民である

私たちにはさっぱりわからない。住民がよくわからないお金を補助金として出す

のはいかがなものか。 

（副会長） 

補助金は、市の代わりに仕事をすることに対して支払われるお金である。それ

をできるだけ使い勝手がよいように交付金にすると、何にどのように使うか当該

団体がきちんと管理をして、会計決算をして、監査を受けてというように責任を

負うことになる。そこで初めてお金の管理の透明化が図られる。補助金だと、当

該団体と行政はわかっているが住民にはわからないという部分が出てくる。それ

をクリアにしようということだと思う。 

（委員） 

様々な取り組みに対し、どこからお金が出ているのかわからない。 

（委員） 

122 ページの「再生の視点」に、「市民に対し、自治活動や市民活動への理解を

一層進め、自らが地域を構成する主役という意識を啓発し、まちづくりや地域の

催事などへの参画を促します」とある。この文章には文句はない。私の地区の住
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民自治協議会の活動は活発であり、今後も人的な問題は起こってこないと思われ

るが、自治協の構成組織である自治会については人がどんどん減っている。自治

活動に参加する人の割合が減っているのではなく、母数そのものが減っているの

である。例えば、上野西部地区では戸数が 10 件や 13 件という自治会もある。住

民がどんどん歳をとっていく中で、80 歳の人に自治活動に参加してくれというの

は酷な話である。新しい人も入ってこないので、構成員が全体に高齢化している。

民生委員などの選出に当たっては、ある程度の社会経験がある 50～60歳代の人を

と言われるが、対象者がいない。自治会の中にも会長などの役職があるが、役職

を受ける人が不足している。祭りなどはバイトを雇うこともできるが、自治活動

となるとアルバイトに頼むわけにはいかない。また、自治会は不可侵ということ

もあり、隣の自治会の人に手伝ってもらうこともできない。自治会の構成人数が

減って、活動の継続が困難な状況になっていることに対して、解決策を見つける

ことは難しいが、せめてそういう現状があることは書いておいてもらいたい。 

（副会長） 

自治会はあくまでも自主的な団体である。自治会の課題については書けるが、

そのために市に何ができるかということは、かなり突っ込んだ議論が必要になる。

「自治会の役職のなり手がないという状況も深刻です」ということは書けるが。

それを解決するには、自治会の合併しかないだろう。 

（委員） 

「自治会員の理解を進めて自治会の役員になる人を探せというのは不可能であ

る」ということを書いてほしい。 

（委員） 

122ページの「現状と課題」の「予想を上回る少子高齢化の進行や・・・」とい

う部分で少し触れている。 

（副会長） 

「自治会活動そのものが難しくなってきている」と書いておけば、それはそれ

でよいと思う。 

（委員） 

自治協に自治会の活動の一部をカバーしてもらっているという現状はある。 

（副会長） 

室蘭市や南さつま市では、自治会の再編計画を作り、自主的な合併を誘導して

いる。 

（企画課長） 

「現状と課題」の「住民自治協議会においても担い手の確保などが難しくなり

つつある地域も出始め」の部分に厳しい現状が書いてあるということで、ご理解

いただきたい。 
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３ （２）（仮称）再生計画 計画の推進 

・資料３、４について説明（事務局） 

（委員） 

資料３の３ページの「現状と課題」にある「進化」という言葉は生物用語なの

で、「進歩」に変えてもらったほうがよい。 

（委員） 

「７－２行財政改革の推進」に「行政経営」という言葉が出てくるが、どうい

う意味か。馴染みのない言葉である。 

（副会長） 

英語で言うと「パブリックマネジメント」である。民間企業が行うマネジメン

トと同じものである。最近、よく使われるようになった言葉だ。 

（委員） 

18 ページのタイトル「広域的な連携による特色あるまちづくり」は良いタイト

ルだと思うが、内容的には一部事務組合や事務事業を進めていくための話に限ら

れている。このタイトルにするなら、連携交流によるまちづくりについても書い

ていく必要がある。 

（副会長） 

「再生の視点」に「生活圏を同じくする」とあるが、「流域を同じくする」とい

うのも有り得る話だと思う。伊賀を伊賀たらしめているのは関西との結びつきで

あり、それは何より水での結びつきだと私は思っている。そうすると、施策の方

向ももう少しイメージしやすくなるのではないか。 

９ページについて、新聞でも地方交付税の合併算定替を見直すという話が出て

いるが、国の施策の動向によって変わってくるだろうから、「2020 年度には、約

30 億円の減額となります」と書いてしまってよいのか。ぎりぎりまで検討しなけ

ればならないと思う。 

（副市長） 

現行制度ではということである。 

（副会長） 

14ページについて、住民票の発行はこれからも市民センターで行うのか。 

（副市長） 

検討課題である。 

（副会長） 

マイナンバーが導入されることを考えると、コンビニエンスストアでの各種証

明書の交付の検討と表裏一体で、市民センターでの証明書の発行についても見直

す必要がある。そのことを「行政サービス機能の充実」の課題の一つとして挙げ

ておいたらどうか。 

（副市長） 
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あえて書いておいたほうがよいということか。 

（副会長） 

コンビニエンスストアでの証明書の交付は、今は高いのでは。 

（副市長） 

システムの導入には一定のコストがかかるが、24 時間発行が可能になるので利

便性がかなり向上する。 

（委員） 

広域的な連携について、ごみ処理や農業共済などの事務事業は、伊賀市と名張

市にまたがって行うものとして残っており、効率化のためには今後も進めていか

なければならない反面、伊賀市がごみ処理業者に発注するときに比べて、広域で

行うときはどうしてもワンクッション置かれているように思う。「広域」というと

利便性ということで話を進めやすいが、市民への情報提供や説明についての担保

が必要である。伊賀市として何か書けることはないだろうか。 

（副会長） 

一昔前、あるところでごみ処理施設を一部事務組合でつくったときに、行政組

織に対する情報公開は出資比率に応じた分しか公開しないという、訳のわからな

いことが実際にあった。一部事務組合という広域行政の処理のしくみは、自治体

ではないので情報公開が限定的に行われることが多かった。最近はそういうこと

はあまりないようだが、住民に対する迷惑施設系のものを広域処理という形で遠

くにする傾向があったことは否めない。しかし、一部事務組合として広域化して

も、行政組織の一部であるので、きちんと情報公開するということを謳う必要が

ある。広域的な連携のところに、「情報提供や情報公開については十分配慮する」

ということを謳うかどうか。 

（委員） 

放射性廃棄物の問題について、伊賀市の管轄、名張市の管轄という広域の絡み

があるが、その見通しについてどのように市民に情報が担保されるか。それは市

民の関心のあるところである。効率化ということに少し釘を刺すことも必要では

ないか。 

（副会長） 

それは重要なことである。情報提供がないから、妙なトラブルで効率的にでき

なくなることがある。どのような表現にするかは少し難しいが。 

（委員） 

18ページの「広域行政推進事業」の中で、「一部事務組合等の運営を、透明性を

高めながら」というような表現にしたらどうか。 

（副会長） 

「一部事務組合等の運営を、さらに透明性を高めながら引き続き行います」と

いう感じでどうか。 
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（委員） 

いっそ、「原則情報は公開し」としたらどうか。「透明性を高め」という表現だ

と、透明でないような印象を受ける。 

（副会長） 

私も、言いながら、あまり良い表現ではないと思った。何かよい表現はないか。

一部事務組合も行政組織の一部なので、当然市民の支持がないと事業はできない。

だから、きちんと広報をし、情報公開するということは間違いないことである。

ただ、ワンクッション置くことで、市民からやや遠くなっていることも事実であ

る。そこをどう表現するかは少し難しい。 

（委員） 

「情報共有と市民参加」のところに、市政と併記して広域行政についても書い

たらどうか。 

（副会長） 

「広域行政」と謳ってしまうと、例えば、県を超えて何かをするときに、それ

に対する市民参加をどうするかということで、ややこしい問題が出てきそうだ。 

（委員） 

私が危惧しているのは、市町村の枠をまたいでいくときに、誰のマターでもな

く、宙に浮いてしまうことである。 

（副会長） 

本当はそうではないはずなのに、そうなってしまう。 

（委員） 

「運営を引き続き行い、当然のこととして情報公開します」としたらどうか。 

（副会長） 

「行政組織としての責任を十分果たします」という言い方でもよい。 

（委員） 

市が行っているときは、責任主体が市ということではっきりしているが、広域

になると見えづらくなる。「特に留意して情報公開に努めます」という内容があっ

たほうがよい。 

（委員） 

一部事務組合の義務化を市の総合計画に書くわけにはいかない。「一部事務組合

のような広域的な取り組みについても、市と同じような透明化や情報公開に留意

して取り組みます」と市が宣言する形で留めざるを得ないと思う。 

（委員） 

そこまで気を遣わなくても、名張市も情報公開に努めているに決まっている。 

（委員） 

三重県も情報公開条例を持っており、その中には、市に対しても情報公開を求

めるとはっきり書いてある。ただ、市の計画に書いてしまうと法的に問題がある。
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「一部事務組合などの広域行政についても、市民への説明責任を果たせるように、

透明性などに留意して取り組みます」というように、市の責任としてであれば書

いてもよいと思う。 

（委員） 

18 ページの「現状と課題」に「消防の広域化」とあるが、これはまだ継続中な

のか。 

（副市長） 

止めてはいない。継続中だと思う。 

（委員） 

15ページの「再生の視点」にある「ＰＤＣＡサイクル」は、今も有効なのか。 

（副会長） 

ＰＤＣＡでさえ上手くまわせていないのが、今の行政の現状である。10 年計画

を作り、淡々とＤＯしてきて、ＣＨＥＣＫを受けたらＰＬＡＮの前提条件が変わ

ってしまっているということが多々ある。民間企業では、Ｐの部分をものすごく

短く設定する。そして、ＤＯして、ＣＨＥＣＫするときの基準は儲けたかどうか

だけである。行政の場合は、ＣＨＥＣＫの仕方も、お金をこれだけ投資したこと

でどのような効果があったか、市民の満足度がどれだけ上がったかといった曖昧

なものである。 

（委員） 

私は、ＰＤＣＡにあまり良いイメージを持っていない。 

（副会長） 

民間企業におけるＰＤＣＡはごく普通に行われ、それではどうしようもないと

いう話になってきている。しかし、行政の場合は、まだＰＤＣＡを入れていく余

地がある。ＰＤＣＡを行うことで初めて市民も今課題になっていることを知るこ

とができる。総合計画がまさにそうである。課題を受けて、３年後にはこういう

社会にしていこうという目標ができて、ＰＬＡＮができたわけである。それを３

年間かけてＤＯするのだが、このＤＯの部分については今までのように市役所だ

けではなく、市民も参画してＤＯし、そして、そのＣＨＥＣＫをしやすくするた

めに指標を入れよう、それをさらに３年後に次のＰＬＡＮにつなげていこうとい

うことである。３年間であればＰＬＡＮの期間としては何とかなると思う。そう

いう意味では、ＰＤＣＡは行政にとってまだまだ必要な手法だと言える。 

（委員） 

高齢化など社会がスピーディに進んでいる中で、ＰＤＣＡと言っていてよいの

かという意味で質問をした。 

（副会長） 

地域社会自体は、３年後をある程度正確に予想できる。一番わからないのは、

国から下りてくる収入の部分である。 
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（委員） 

11 ページの「公共施設マネジメント事業」について、前回「公共施設を減らさ

ざるを得ない」とはっきり書くよう提案したが、それを書かないのであれば「施

設の総量縮減目標」はかなり冷たい印象を与えるので、「施設の適正化目標」に変

えてはどうか。そうすれば、余計なトラブルを防ぐことができる。 

（副会長） 

いずれにしても、波紋を呼ぶことは確かである。 

（委員） 

それを少しでも和らげればと思い、提案した。 

（委員） 

打ち出しておくもの有りだと思う。 

（副会長） 

「適正化」と言ったときに怖いのは、Ａ施設とＢ施設を両方潰して、真ん中に

別の施設をつくるという議論を呼ぶ可能性があることである。「総量規制」は、伊

賀市全体の公共施設を総額で減らしていくという話であるから、ある意味、代替

新設はない。 

（副市長） 

類似団体と比べても、公共施設が 20パーセントほど余剰であるという結果が出

ている。何らかの施設整備をするときは、まず既存施設を活用することが必要で

ある。学校統廃合が一つの例だが、統廃合して新たな場所に学校を新設した場合

に、残った学校校舎が他に転用されず残っているということがあり、確実に総量

の縮減が必要である。市としてはこのままの表現でいきたい。 

（委員） 

確かに、学校を意識すれば、この言葉のほうがよい。 

（会長） 

他に意見がないようなら、「計画の推進」は了承していただいたということで、

市民からのご意見をいただくことにする。 

 

（委員） 

資料１の 27 ページの私の鉄道に対する意見への対応案として、「伊賀線の軌道

や線形の状況から安全に運行するための速度としており」とあるが、大正 11年以

来、最高速度 51 キロ、平均速度 57 キロで変わっていない。レールの規格は甲、

乙、丙、丁と４段階ある中の丁である。これを乙くらいに上げたら、もう少し速

度は上げられる。「行き違い設備の増設」とあるが、比土駅や依那古駅、伊賀神戸

駅などでは今まであった行き違い設備を廃止しているので、それを復活したら済

む話である。スピードアップするには、全線のカーブを改良する必要はなく、丸

山駅から比土駅までの間を改良するだけでもかなり変わってくる。だから、「簡単
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です」と言ったのである。「引き下げにより生じる需要増と差損のバランスがとれ

るのかどうか、こちらも慎重に考える必要があると考える」とあるので、早速慎

重に考えていただきたい。また、バスについて「バスはセイフティネットにもな

る」ということが書いてあるが、バスはセイフティネットにはならないので、不

適切な対応であると思う。 

 

３ （３）今後のスケジュールについて 

・資料５について説明（事務局） 

 

４ その他 

 

 

 


