
Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

1

合併特例債の金利はどのくらいか。
市民感覚として、市にとってすごく負担だと解釈すべきか、さほど
負担ではないと解釈すべきかが知りたい。
詳しい資料をお願いしたい。

年度によっても、借り入れ期間によっても異なる。
金利までは現時点では確認できていない。
２％よりは安い。（事務局）

2

行政の財政事情の見方が分からない。財政が厳しいのか厳しく
ないのか、借り入れの状況など分からない。民間の人が分かりや
すい資料を頂きたい。

3

身の丈にあったものを示すのが責任。財政ベースにあったものに
しないと上手く回らない。
生産年齢人口がいなくなると税収の減り方がどういうものなのか
という財政の長期的な見通し。
道路、建物が老朽化してこれにすごくお金がかかることが分かっ
てきた。それを加味して、どれくらいのお金が必要で、どれくらい
入ってくるのか。何となくのバランスが分からないと議論できな
い。漠っとしたもので良いので、メンバーが共通理解できる資料を
お願いしたい。

4

広報に財政のことが書かれているが、よく分からない。
収入が１００あれば、２０はこれ、２０はこれ、そして、借金がいくら
あるという、収入と支出の大まかなことが分かる数字が知りた
い。
どこに重点施策を置くかということだが、合併した残った建物はど
うするかということが進んでいない。別のものを作ったりしている。
そのお金はどこから出てくるのか。

5

伊賀市の財政はずばり赤字ですか。
財政危機といわれるがどのへんが危機ですか。

24年度決算は黒字であるが、公共施設などをキチンと閉めてい
けば、大丈夫。計画経済であって、これだけ入ってくるからこれ
だけ支出するということ。今のままだと危ない。（事務局）

6

課題の中で、消費が減れば財政が縮小すると一概に言うのでは
なく、プラスの言い方ができないか。
日本は２次産業から３次産業へ変わったと思うので、生活サービ
スということで言うと、３次産業の育成も大事。
切り詰めも大事だが、収入を伸ばすことが大事。

重点プロジェクトとして挙がっている、観光、農林業の再
生については、市長が「いかに独自歳入を確保するか」
という観点で発言しているとおり、収入増を睨んだ施策
であるが、その点がもっと市民に浸透、共有できるよう
な記述を検討する必要がある。

7

県が行ってきた仕事が分権ということで市に移ってくるなかで、市
の仕事が増える。スリム化というが単純に職員を減らすのではど
こかで破綻をきたすと思う。
今まで行政で行ってきた水道とか病院事務、保育園が果たして
公ですべきことなのかどうか。民でもやっている。選択と集中を
行って事務移管に対応して行くということも入れて行く。

施設や事務事業の整理についての記述も含め、基本構
想素案、（仮称）再生計画の中で検討。

財政見通し関係資料、税収予測関係資料、合併特例債
関係資料など、現在、市が公にしている資料を基に、そ
の資料及び事務局で整理した資料の作成を行う。

伊賀市総合計画審議会（第2回）　　意見・対応一覧

財政の見通し及び関係資料について

資料：１ 
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Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

1

人口減少・財政縮小は、あきらめた上での課題だと思う。
人口増加のための施策はないのか。
例えば、１万人減るところが９千人になったとか、子育てや老後は
伊賀市に住んだ方がいいと言ってもらえるようなことは出来ない
のか。

現在住んでいる市民にとって住みやすい環境が、流入
人口の増加にもつながるとの意見もあることから、特に
人口増加策として記述するかどうかは別として、今後の
審議において計画全体の方向性と整合を図りながら検
討を進める。

2

伊賀市将来人口推計は中位のもの。
幅を持たせたグラフにしてはどうか。

人口推計の数値やグラフは、あくまでも目安であり、そ
れ以下もそれ以上も可能性としてはありうるが、議論の
中で必要ということであれば、更に低い想定から、参考
としての封鎖人口推計の高い値まで幅を持たせること
は可能。

3

伊賀市より名張市の方が住みやすい。
就農希望者が伊賀市に住もうとしたが、土地の値段が伊賀市の
方が高い、名張で土地を買うと上下水道が付いてくるが伊賀市
は下水道がなく水道料金が高い。名張より伊賀市に住んでほし
いという魅力はない。そういう努力をしないといけない。

外国人にとっては名張よりも伊賀市のほうが住みやすい。
支援体制の充実、対応しやすい規模、経験、おせっかいおばさ
ん。
外国人の高校進学率は90％超で県内一。
特定の対象を想定して目標を立てて、その人たちにとって住み
やすい環境づくりをすれば、外国人だけでなく都会からの流入
人口増につながる。
今後、外国人を住民自治協議会に、若い力として巻き込んで行
けるか。災害（地震）をキーワードに取り組んでいる。（委員）

伊賀の人間は閉鎖的で、いつまででもよそ者扱いだと言われる
が、外国人も他府県からの流入も同じ。「おもてなし」や「おせっ
かい」は今後の着地型観光を進める上でもヒントになる。（委
員）

基本構想の中で、インフラやセーフティネット確保の繰り
出し部分の「おせっかい」と、観光、農林業再生等の収
入確保につながる部分を「おもてなし」という形でカテゴ
ライズして表現することもできる。

4

財政縮小は次の話であって、まずは高齢化という前提を入れて
はどうか。
女性、高齢者に加えて、外国人をどう位置付けるか。
交流人口のほかに、定住者人口、住宅集積を高めることが進め
られるといいと思う。

人口減少に加え、高齢化率の上昇も、新市建設計画や
現行計画の策定においても前提とされているが、今回さ
らにその危機意識を明確にする文言の精査を今後の素
案審議の中で進めたい。

5

東京の日の出町は、大型店舗の進出で税収が増え、雇用も増
加。老人医療費を無料としたこともあり、流入人口も増加した。
ここで問題になったのが医療問題。それにより開業医も増えた。
まちの財政をどう支えるかというときに、支出を抑えることも大事
だが、収入を増やす視点も大事。

重点プロジェクトとして挙がっている「観光、農林業の再
生」については、市長が「いかに独自歳入を確保する
か」という観点で発言しているとおり、収入増を睨んだ施
策であるが、その点がもっと市民に浸透、共有できるよ
うな記述を検討する必要がある。

6

少子化の話、都市マスのフレームをそのまま使うと言う話だった
が、平成32年まで10万人維持、32年から徐々に縮小して行くとい
うフレームになっている。本当にこの図を使って良いのか。
都市マスそのものが問題なのではないか。都市マス自体を変え
ていかにといけないという認識を持っておいた方が良いのではな
いか。

将来人口推計関係
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Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

7

新聞で読んだ日本で一番小さい自治体では、やることは全てやっ
ている。それに比べて伊賀市は何にもやっていない。
医療、高齢者の次に公共交通機関だと思う。ここにいながら津に
通える交通機関を作るべき。中高一貫高校に通いたいという希
望をかなえることになる。
伊賀市内の常勤医が少ないのは、子供を中高一貫校に通わせら
れないからだと言う医者の意見がある。
今までの行政には、大阪や津、奈良に通うのが便利かどうかとい
う発想がない。
医療、子育て、公共交通機関は全て関連する1つのテーマで、こ
れが解決すれば伊賀の環境は改善できる。

分野をまたぐ施策を関連付けて横断的に記述するため
には、現在の分野別の構成では難しい部分があるが、
その点も含めて、今後、基本構想の政策については仮
置きとし、（仮称）再生計画の議論を一定行った後、再
度検討する。

1

ＰＤＣAサイクルのＣの部分がほとんどない。
参考資料７がＣにあたるのかと思うが、まだ大雑把。もっと綿密な
こうしたがだめだったという評価が必要。

資料７

現行の後期基本計画評価書を資料提供すべく、現在各
課照会中。
次回審議会に提出予定。

2

住民自治協議会の成熟度はどのような評価か。 いろんなことをやっている。ただし完成はしない。これからどん
どん高齢化が進み、多分これから大きな課題になるのは世代
交代。第1世代で頑張ってくれていた方々から、次の世代に引
き継がれてようやく道半ば、80点といったところ。
最低限公がセーフティネットを維持することの引き換えに、みん
なで頑張ろうと言うことだったと思う。（委員）

現行計画総括関係
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Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

1

Ｐ２の将来像のタイトルが決まってない。ここで決めるのではない
のか。

今日決める必要はない。キャッチフレーズなので、細かいことを
議論した後で付けても良い。（事務局）

一旦、基本構想、（仮称）再生計画の審議を一定行った
上で改めて検討する。

2

資料４の「本格的な人口減少・・・」は、まだこれから少子高齢化
が始まるようにも取れるので、その前に「既に」をつけて強調す
る。

将来像の文章全体を見直すことから、修正後の文章と
の整合を考慮しながら、意見を反映させたい。

3

将来像を自由に決めていいのか。最高規範としての自治基本条
例があって、それに基づく市民参加のしくみによって、一定の枠
組みの中で議論しているのではないのか。

自治基本条例との関係だが、条例は最高規範としているが、そ
のなかで「ひとが輝く　地域が輝く」と謳っている。
前回、構成イメージのところで説明したように、新市建設計画の
将来像、あるいは基本理念と整合性を図って行くと考えている
（事務局）

説明済み

4

資料４のＰ２「ひとが輝く　地域が輝く」の下の文章は、ビジョンで
もなんでもない。市政再生の指針に近い、市のあり方、みんなで
作りましょうという呼びかけ、宣言文であって、どんな社会か、ど
んな暮らしぶりを目指しているのか分からない。イメージとしても
う少し書けるといいのではないか。
前回の計画で、前市長が就任した時のグランドデザインが非常
に分かりやすかったので、そのようなイメージが計画の1ページ目
にあったらいいのではないか。

表し方の例として、示していただいて、それから検討したい。（会
長）

将来像の文言については、各委員からも提案していた
だき、修正する。
新しい総合計画の冊子の巻頭に、分かりやすいイメー
ジのイラスト的なページを組み込むことを検討する。

5

呼びかけの文章をここに書くべきか疑問。危機感だけが謳われ
て、市民や団体、行政の果たすべき役割や責任が前面に出すぎ
ていて、目指す伊賀市の将来像と言いながら、目指すものが見え
ない。
悲壮感だけで、息が詰まるような思いがする。果たして市民が主
体となって出来るのか。行政がどれだけの支援が出来るのか。
市民が主体となれるしくみを作れるのか。どういう伊賀市を目指
すのか共有できる目標となった方が取り組んでいけるのではない
か。
私自身は理解しているが、人口減少を市民がどれだけ受け止め
ているのか、どれだけ協力を得ていけるのかに危惧を覚える。

人口減少はビジネスチャンスなので、慣れてもらわないとしょう
がない。呼びかけプラス目標でいいのではないか。
ただし、誰もが内容的に違うことは言っていないようだ。（委員）

6

今日、基本構想を固めるというのは様々な意見が出ていて難し
い。将来像がまだ出ていないが、
①公共交通と医療と教育を一体に考えるべきではないか、
②人口が減っても緩やかな減り方で今住んでいる人がそこそこ
幸せにこの地域で生きられるように
③交流人口の点で打って出る
そういったことを個別具体的にやっていくと将来像が固まるので
はないか。
これを事務局に一任してもいいが、委員の中で考えてくるという
のはどうか。

委員がやる作業ではないのではないか。事務局で意見を集約
して作成してはどうか。（委員）
市長のヒアリングも踏まえて素案を提示されていると思うので、
事務局で案を提示してもらいたい（委員）

諮問機関なので、あまり市長の政策をなぞるのは審議会のあり
方としてどうかと思う。（委員）

各委員が事務局に考え方や案を提出すると言うことでいいので
はないか。（委員）

⇒6月25日までに事務局に提出。事務局で集約し、次回提案す
る。（夢のある言葉で（会長））

将来像の文言については、各委員からも提案していた
だき、修正する。

将来像の文言について
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Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

1

必要度が高いけれど満足度が低いというものについて分析して
いるが、必要度が高く、満足度も高い項目をまず基本にするべき
ではないか。
現在満足度が高いものをより充実することで伊賀市の魅力を引
き出せるのではないか。
その上で課題に対処するべき。
骨子にある分類はおそらく役所の業務上の分類でるが、縦割りで
横の連携がない。その弊害が出ている典型ではないか。
より充実発展しなければいけないものを書き、どうしても解決しな
ければいけないものを書く。その上で伊賀市の魅力を高めていく
ことが必要。

必要度大、満足度大をベースにして伸ばして行く。
必要度大、満足度小が市民の考える今後１０年間の課題リスト
として考える。
いいところと悪いところをミックスする形で基本構想の内容、文
言を入れていただいて、事務局で調整していただきたい。
基本構想が分野別になっているが、基本構想が分野別である
必要があるのか。再生計画の行政のすべき部分は分野別で良
いが、基本構想では、人口増加策や人口流出を防ぐ、「おせっ
かい」や「おもてなし」で魅力を磨いて、自ずと人が集まってくる
ということが、めざす伊賀市の将来像を書く時の、基本構想の
文言が出てきたのではないか。
（委員）

2

基本構想の柱については、このままでいいのではないかという意
見と、枠組みを変えても面白いのではないかという意見がある
が、全員が議論できるための財政ベースの資料もまだ出ていな
い。現時点では仮置きしておいて、再生計画を具体化してから議
論しなおしてもいいのではないか。再生計画の中で重点施策とし
て打ち出すということが決まれば一本化されたようなものになる
かもしれない。

基本構想に関しては、５本の柱で行ってしまうと横のつながりが
どうなるのか気になるので、委員の言うとおり、再生計画を検討
した後で戻ることに賛成。（委員）

3

民間企業で事業計画を立てる場合、このようなのんびりとした政
策、施策、事務事業ということをやっていたのでは競争に敗れて
成長できない。
財政が厳しくなる中、稼ぐことが出来なくなったらその店舗は閉め
る。不要不急の財産を処分すべき。
学校の統廃合についても、子供が増えないことがはっきりしてい
るのに時間をかけすぎている。
具体的な分野別の課題、問題を挙げたほうがいい。審議会委員
も認識し、市民にも公開したらいい。
いつまでもサービスがどうというのは耐え切れない財政だと言う
こと。

現行の後期基本計画評価書を資料提供すべく、現在各
課照会中。
次回審議会に提出予定。
審議会は公開であるため、会議資料についても公開す
る。

4

財政状況が逼迫している中、絞って捨ててということばかりだと、
心理的にきついと言うだけではなく、外から人を呼んできてという
求心力にも影響が出る。市内の人に元気を与えることを示すとい
うことも総合計画に含める必要がある。
三重県では、東京に対して伊勢の遷宮で打って出るスタンスを示
し、財政の使い方も明確な方針を示している。
伊賀市は、選択と集中の中で何をするか。勇気と覚悟ということ
なので、市長の観光等のキーワードと併せて、おせっかいや忍者
等いいものがあるので、それを稼ぎにして、お金が行くべきところ
にきちんと行くようにすることが大事。

5

行政の責任と覚悟をどこかで書くべきではないか。
切るべきところはスパッと切って、重点的にするところはするとい
うこと。

基本構想骨子Ｐ２に、行政も含めて「勇気と覚悟を持って」と記
述がある。（委員）

基本構想素案の文言に、行政も含めたまちづくりに関
わる主体全てが、それぞれ勇気と覚悟を持つことにつ
いて記述する。

伊賀市の特徴とできる強い部分についても認識できる
記述をし、市民が誇りを持てるまちのイメージを印象付
けることも検討。

分野をまたぐ施策を関連付けて横断的に記述するため
には、現在の分野別の構成では難しい部分があるが、
その点も含めて、今後、基本構想の政策については仮
置きとし、（仮称）再生計画の議論を一定行った後、再
度検討する。
基本構想の中で、インフラやセーフティネット確保の繰り
出し部分の「おせっかい」と、観光、農林業再生等の収
入確保につながる部分を「おもてなし」という形でカテゴ
ライズして表現してはどうかの意見については、今後の
審議会での議論、庁内会議等で検討する。

全体的意見
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Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

6

資料４は、もう少し具体的に踏み込んでほしい。
どこに現状の問題があって具体的にどうするのか分からない。
参考資料７の記述（「上野総合市民病院に常勤内科医師の確保
に全力を挙げて取り組む」）のような具体的な内容を入れるべき。
「魅力ある病院づくり」というような言葉は使わない。形容詞で
言っても分からない。
箇条書きで２つぐらいに絞るのではなく、また文章で１０行も２０行
も書くのではなしに、一つなり二つなりというまとめ方が民間企業
では常識。
産業の分野でも、６次産業化について実績と課題として書かれて
いるなら、これも書いたほうがいい。具体的にどうするかは次の
問題。

今日の議論は目標を挙げるだけ。
資料４の「市民が安心できる医療への再生」だけでは不十分な
ため、「救急医療の充実を図る」と付け加えてはどうか。
農林業については、Ｐ９に「６次産業化」とあるので、そのぐらい
でいいのではないか。（委員）

基本構想素案及び（仮称）再生計画の中で、具体的な
施策内容等の記述等について精査していきたい。

7

「再生」であるからには、問題点を項目別に出来たもの、出来な
かったものを挙げていただくと議論がしやすい。

現行の後期基本計画評価書を資料提供すべく、現在各
課照会中。
次回審議会に提出予定。

8

「めざします」というのではなく、市民も一緒になって地域を作って
行く、覚悟を持って入って行くというニュアンスを出してはどうか。

基本構想素案の文言の検討を行う際に、当該意見につ
いても盛り込んだ上で精査したい。

9

新市長の下で、従来の総合計画の手法をとるのか、「重点施策
（重点プロジェクト）」について一切説明されていない。どんなもの
にして行くのかということがないなかで、真ん中に置いてあるもの
を宙に浮かせたまま議論するのは非常にあやふや。
基本構想を議論するのは必要だが、全体として大きな構想があ
り、手段としての軸がある中で選択をしなければならない、ではど
れが重要視されているのか、伊賀にこれから何が必要とされてい
るのか、審議委員が出して行く意見が重点施策になるのか、その
説明がない。

重点施策についても、（仮称）再生計画の中で、「医療の再
生」、「観光・農林業の再生」という、市長の３つの政策理念のう
ちの２つを挙げているということ。
もう一つの「ムダのない財政」については全分野にかかるものと
して、基本構想の中で指針として挙げている。（事務局）

説明済み。

10

言葉の止め方。「～をめざします」「～を図る」等は使ってはいけ
ない言葉。方向性だけで目標になっていない。
どういうところを到達点にするのか、数値目標までなくても良いが
目標を書くべき。どういうあり方がいいのかということで書くと前向
きな議論になるのではないか。

基本構想素案の文言検討を行う際に、当該意見につい
ても盛り込んだ上で精査していきたい。

6



Ｎｏ 意見（質問） 対応意見・回答（委員及び事務局） 事務局（行政）対応 備考

1

最終的な見せ方は別として、（仮称）再生計画の方で細かい点は
挙げていって、市民の方に分かりやすい見せ方を後で検討したら
どうか。

総合計画の全体調整については、最終段階において、
ご審議いただく予定だが、審議過程の中で必要に応じ
て検討したい。

2

皆さんの発言が、どう生かされていくのかが見えないので、議論
の最初の部分で、○○委員のように慣れている方に進め方につ
いて聞いて、その日の流れを皆でイメージしておいて議論に入る
ようにしてはどうか。

会議の論点を整理したレジュメを作成し、議事に入る前
に全体の進行イメージを説明したい。

進行方法について

7


