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平成２５年度第３回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２５年７月１７日（水）14:00～17:00 

開催場所 ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

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） 

 坂本 元之（伊賀市障がい者福祉連盟会長） 

 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） 

 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 議事録署名者の指名について 

３ 第２回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

４ 審議事項 

（１） 総合計画基本構想素案について（資料２、３、４） 

（２） （仮称）再生計画重点施策・プロジェクトについて（資料５） 

５ 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 17名、欠席者 3名、条例第 6条第 2項により成立 

◇会議の公開 条例及び運営規程に基づき、公開とする 

 

２ 議事録署名者の指名について 

◇議事録 運営規程第 4条に基づき、宮嵜委員、中村委員を署名委員とする 
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３ 第２回審議会質疑内容の確認について（資料１、参考資料１） 

・資料１、参考資料１について説明（事務局） 

 

（委員） 

会議が終わったら、決定事項と次回への課題の２つはまとめて送っていただきた

いが、前回はどのようになっているか。それと、参考資料１の５、４、３、２、１

とＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは担当課の職員の印象か、企画課としての印象か。 

（事務局） 

この５段階あるいはＡ、Ｂ、Ｃについては担当課である。 

（委員） 

これは何か全国的な雛型があるのか。 

（事務局） 

全国的にはどうか分からないが、伊賀市の評価書を作成するにあたっては５段階

でさせていただいたということである。 

（委員） 

大分前に見せていただいた三重県の評価よりはやや良いかと思う。前回の決定事

項と今回の課題をまとめてお話しいただけないか。 

（事務局） 

前回は、新しい総合計画の基本構想における骨子の部分について説明させていた

だいた。特に将来像については、それぞれ委員の皆様方からご意見を頂戴し、それ

をまとめた形で次回提案させていただき、協議をいただきたいという内容であった。 

（委員） 

将来像の目標という認識で良いか。 

（事務局） 

前回記載させていただいた内容が、表現の仕方が少し将来めざすべき姿という形

と違うのではないかというご意見をいただいたので、目標的な部分で記述したもの

を今回提案させていただいているので、ご協議いただきたいと考えている。 

（委員） 

前回欠席し、議事録を読ませていただいた。最後のページ、事務局から「財政と

いうのは社会主義と同じ計画経済である。」と発言があるが、これは正解なのか。日

本も計画経済なのか。非常に疑問に感じる文章である。ご説明願いたい。 

（事務局） 

予算は作り方として歳入を見積り、それに基づいて歳出をつくるので、歳入が絞

られてくれば、それに見合った歳出を作成しているということである。 

（委員） 

それでは社会主義と同じ計画経済ではなく、計画的な経済ではないか。こんな文

章はおかしい。しっかり考えて書いてほしい。 
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（事務局） 

はい。申し訳ございません。 

 

４ （１）総合計画基本構想素案について（資料２、３、４） 

・資料２、３、４について説明（事務局） 

 

（会長） 

資料４、現状と課題、基本理念までを前半、基本政策から土地利用までを後半と

して議論をしていただきたい。 

（委員） 

「新しい伊賀市総合計画（基本構想の素案）」を読ませていただいたが、今までの

総合計画に比べてかなり現状、課題などが整理されていて、非常に分かりやすいと

思う。問題点として、人口が減る、高齢化になる、地域経済が低迷する、財政が非

常に厳しいという４つの課題が載せてある。基本政策の中には「安心・安全」など

３つの対策が書かれているが、市民の目から見ると、財政の問題に対する政策がな

いので、もう少し書いていただきたいと思う。良く読めばそういうものも含まれて

いて良いが、黒い丸で書いてある政策に関しては、前の総合計画と同じであまり変

わり映えしない。過去に比べて今は時代そのものが変わってきていると思うので、

それに合わせて政策も変わらなければならないと思う。 

（会長） 

理念と政策を切り離して話せないと思うが、８ページまでの現状と課題、基本理

念というところをまず深めていただければと思うのでご協力をお願いしたい。 

（委員） 

「伊賀市の現状と課題」のところだが、必ず最後に「～が求められます」という

課題と思われる文章が入っている。これは課題と言うよりはどうしたら良いかとい

うことを示してしまった感じなので、ここは現状だけを述べておいたほうが良いの

ではないか。解決策のようなものを先に出してしまうと、この後の文章が少し読み

づらい気がする。それと、人口減少社会の突入のところで、グラフを見れば分かる

と言えば分かるのだが、高齢化の説明が足りない。突入と言う割には突入して厳し

いということが読み取れず、丸く収めた印象を受ける。 

（委員） 

委員の意見と少し違うので申し上げたい。資料２、上から「基本構想」「再生計画」

ここまではこういうまとめ方しか仕方がないと思う。その次に「市長の公約（施政

方針）」をこれから再生計画にどのように具体化をしていくか、ここが最も具体的に、

何にどう取り組んでまちがどう変わるかということが、市民にとって見えるところ

だと思う。現状の次には課題が来る、その課題に対してどのようにそれを具体的に

改善していくかということが本来の計画ではないか。老朽化する公共施設をどうす
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るか、少子化に伴い公園、学校等をどうしていくかということが出てこないと委員

会として意味がないし、そういうことを具体的に挙げるのが総合計画だと思う。も

う一点、５つの柱の「健康・福祉」に関して、11 月に民生委員・児童委員の改選が

来るが、今から推薦してくださいと言っても手を挙げる人がいない。区長も困って

いて、誰も出られないときはどうするのかと言うと、出るまで募集してくれという

役所の話である。前回も申し上げたが、昭和 20年ぐらいに出来た民生委員法が現在

もそのまま残っている。伊賀市の場合は民生委員一人あたり約 300 人である。段々

お年寄りが増えることは分かっていることで、どうそれを支えるのか。住民自治協

議会、まちづくり協議会、私たちもやっているがとても追いつかない。民生委員一

人で見る人がいずれ 400 人になってくる。そういうことに対して総合計画でどう取

り上げていくのか、具体的に取り組む指標として出てきて初めて、このまちがこう

なるのだと市民がはっきりと分かって、課題・問題ばかりでなく夢のある総合計画

が出来るのではないかと思う。 

（委員） 

今議論しているのは３～８ページまでだが、つまりこの文章はこのままで良いと

いうことか。 

（副会長） 

現状と課題を分けて書くべきか、それとも続けて書いておいた方が分かり易いの

かということで、委員は続けて書いておいた方が分かり易いのではと。 

（委員） 

私は、問題は問題、課題は課題で、それに対して総合計画で具体的に実施するこ

とを並べて書けば一番分かり易いのではないかと思う。 

（委員） 

だから具体的に、資料の３～５ページの文章で良いということか。 

（委員） 

例えば５ページに「厳しい財政状況」、「税収も落ち込み、自主財源の比率は４割

程度となっています」とある。地方交付税も減り、特例債も終わる。これは分かっ

ていることである。これに対してどういう手を打つのかということが必要ではない

かと私は思う。このままで終わってはいけない。 

（委員） 

私はこの文章の話をしていて、委員の話だとこの文章よりもっと書くべきだとい

うことか。そうなると７ページ以降の話になってこようかと思う。 

（委員） 

連動して。これは続いているので。 

（委員） 

要は分かりづらいと。これは何のためにつくっているかというと、市民に周知し

て一緒に取り組んでいくためにつくっているので、これはこれでどっしりとしたも
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のをつくった上で見せ方はもう少しパッと見て分かるような形に工夫する。委員が

仰りたいのはそういうことではないか。 

（委員） 

「みんなが痛みを共有し、勇気と覚悟を持ってまちづくりを担うことが必要です」

とか「ひとが輝く 地域が輝く」というものは、こういう文章でしか書きようがな

い。しかし資料２の５つの柱の下、それぞれのジャンルの中に課題・問題があるが、

これから総合計画ではこういうものに着手するとまとめて書けば、文章をずっと読

まなくても、こういう問題があってこうなるということが分かり易いのではないか。 

（委員） 

再生計画のところで具体的な課題に対して重要なものが出てくればもう一回ここ

に盛り込むのもありだと思うが、今日のところは委員が仰っているように、現状だ

け書くのか、現状と課題を書いたこの程度の文章に止めるのかという話で、本格的

な議論は次回以降だと思う。 

（副会長） 

現状と課題を分けて書くか、続けて書くかは委員が整理されたように、後でもう

一回振り返るべき部分だと思う。後ろの方を議論していると、これはやはり課題で

書いておかないとまずいというものが出てくる可能性がある。その時に、課題と現

状をもう一度セットで考えるのか分離するのかというのはあり得るとは思うが、個

人的には、例えば人口減少社会への突入で現状と将来に対する不安を詳しく書いて、

そこで切られたら市民はすごく不安になってしまうのではないかと思う。 

（委員） 

それが狙いである。 

（副会長） 

狙いは分かるが、皆でこの伊賀市の計画を実現していこうというときに、現状は

辛く、地域経済も低迷し、財政も厳しく、もう少し先を読まないとその解決策が出

てこないというのはものすごく不安にさせる気がする。少しでも今後、こうするこ

とが必要だということがあって良いと思う。それは一度全体を通してみてまた帰っ

てきて考えたいと思う。 

（委員） 

現状と課題の４番目、６ページは、委員の意見に近いが、現状と課題としては違

和感があり、少しズレているのではないかと思う。ここではポテンシャルに我々が

気がついていないのではないかという表現がもっとあっても良いのではないか。 

（委員） 

この３つの課題は統計数字の問題で出てくるような課題である。それに対して先

程委員が言った、地域住民が全員いなくなるというようなことは、もっと切迫した、

住民レベルの本当の課題なので、インパクトとして地域社会の崩壊とか、端的に現

状を表すような言葉が入っても良いのではないかと思った。もう１つ、すごくロー



 6 

カルなところで伊賀市の経済などの話をしているが、伊賀市の置かれている世界的

な状況の中でどう生き残るかなど、もう少し大きな視点のものが最初のところに来

たほうが良いのではないかという印象がある。 

（委員） 

私も３点ほど気になったところがある。１つは６ページで「民」と「公」という

言葉を対比させているが、最近は行政という意味で使うなら「官」が多い。公共料

金などで「民」も「公」だという議論もあるので、こだわりがなければ「官」が適

当である。それから５ページの「今後は、道路や建物などの社会基盤の整備や、公

共サービスの水準を維持したりすることが次第に難しくなります」とあり、委員が

仰ったが、社会資本整備は 24年～28年にかけてものすごく大きな課題である。これ

はどんなに厳しくてもやっていかなければならないことなので、高齢化に対して福

祉や医療の需要が高まる、その次として社会基盤が老朽化していくことへの安全・

安心の手当てという話で、上に持ってきたほうが良いのではないか。つまり、これ

を「次第に難しくなります」という言葉で片つけてしまうのは少し納得がいかない

というのが２点目である。後は、テクニカルな部分で、グラフの書き方、４ページ

の上のものだが、折れ線グラフではなく３ページにあるような年齢別の三区分で示

したほうが良いのではないか。ピラミッドや、75 歳以上を分けて描くことも出来る

し、折れ線グラフでは生産年齢人口がいかに減るかというところが分からないので、

もう少し工夫が必要ではないか。委員が仰った、地域が壊れていくというのはどこ

かでぜひ入れたいと私も思う。 

（委員） 

伊賀には伊賀市と名張市の２つがあるが、名張市との関係がどこにも書かれてい

ない。不可欠なまちであり、市民としては隣同士で助け合っていかなければならな

いので、何らかの表現を将来の課題については入れていただきたい。近い将来、道

州制という問題も出ているので、それを見越して考えていただきたい。 

（委員） 

３ページの「伊賀市の現状と課題」のところに昭和 35年から平成 22年までの「年

齢別人口の推移」がある。この図を見ると伊賀市の人口減少が、どこの地域もこの

程度だと解釈しがちになるが、もっとすごい地域もある。現在、今日は欠席の委員

がやっている中心市街地活性化計画が行われている地域の人口は、昭和 35 年には

23,493人で、平成 17年は 12,211人、率としては 52％、簡単に言えば半減した。そ

のために中活が行われているのだが、現状人口が上向いているという状況ではない。

人口が半分になり、地域の崩壊の直前である。先程委員が仰ったが、民生委員は年

齢があるので該当者が少なく、皆何役も兼任しているが、重い役はそう簡単に兼任

できないし、自治会長と民生委員の兼任は避けるよう指示もあるため、自治会や祭

のための役員も足らなくなる。今までの半分になった地域が、これからの 10年、今

までと同じようなピッチで下がっていけば、コミュニティは完全に崩壊するという
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状態にあると思う。これは中心市街地の話だが、おそらく色々な地域でこれに近い

数字、よりひどい数字が存在するのではないか。人口減少時代を迎えてスマートな

形で新しい時代に着地するのは、極端な人口減少を起こしては不可能である。地域

が今このような状態にあることを地域の崩壊ということで現状の中に書いていただ

いているのであれば非常に有り難いと思う。 

（副会長） 

今、最初の部分から８ページまででご議論いただいているが、９ページ以降の話

も出始めているので、次の部分も含めてご意見をいただければと思う。例えば地域

社会の崩壊というのは課題としては分かるので、それを現状のところで入れた場合、

まちづくりの基本政策としての「人・地域づくり」の部分はこういう書き方で良い

のかという議論になっていくと思うので、その後ろのほうも含めてご意見いただけ

ればと思うが、書き方としては、地域社会が崩壊してしまっていたら地域づくりで

も人づくりでもないので、地域社会が危機に立っているという言い方が精一杯で「崩

壊」とは入れられないだろうと思う。 

（委員） 

確かにその通りで、中活が出来た段階で崩壊してしまったでは何ともならないの

で、中活が出来上がるまで何とか中心市街地は維持してほしい。おそらくそれは周

囲の地域にも同じことが言えると思う。 

（委員） 

前半で、「現状と課題」の現状は、人口が減ってくるとか経済が大変とかいうこと

だが、６ページは「潜在力」ということで、伊賀の良さを書いてあると思うが、前

半の大変なところと比べるとあまり魅力的なところが見えない書き方である。後ろ

に書いてあるのが前だと、これからの大変さが分からないのでこの辺りで良いかと

思うが、書き方が、自然のことと『「伊賀流忍者」をはじめとして』と伊賀の地名の

こととごっちゃになってしまったりしているので、項目は変えて、観光やＰＲ出来

るところ、伊賀が誇れるところを魅力のある書き方にしたほうが良いと思った。そ

れと、人口のところで気がついたのだが、「平成２年から７年にかけて高い伸びを示

し」と書かれているが、出入国管理法が変わり外国人の方が日本に来やすくなった

のが平成２年で、平成２年から平成 20年までの間に外国人の人口が増えていて、そ

の伸びとこの伸びが一緒である。大体 600 人ぐらいから 5,000 人まで伸びたので、

それを引くと日本人の数としてはもう平成２年からは多分減っていると思う。これ

は余談だが、もう少し伊賀の良いところをたくさん上手くまとめて書いてほしいと

思った。 

（委員） 

政策もまとめて意見を言うということでは広すぎる。もう少し絞らないと議論に

ならない。意見をただ単に言っているだけでは審議会にならない。 

（副会長） 
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では、基本政策のところだけにするか。９～12ページ。 

（委員） 

これは目標を書いてあるのか。 

（副会長） 

そうである。３つにまとめ直して、まずは３つから行こうという考え方である。 

（委員） 

とりあえず出来るだけ挙げ、それから絞るか、それともここから絞るか、そうい

う話にしてはどうか。挙げていくほうがやりやすそうである。「～をめざす」という

項目がたくさん挙がっているので、もっとめざすことはないか挙げてはどうか。 

（副会長） 

これはどうしても入れておいたほうが良いということはご発言いただければと思

う。ただ、これは基本政策でそれを再生計画でまとめていくのだから、この項目に

漏れがないかというチェックであるという気はする。 

（委員） 

多分もっと枝葉末節から幹のほうへ遡るほうがやりやすい。今言ったような民生

委員や細かい課題を挙げてまとめていくほうがあるいはやりやすいかもしれない。 

（委員） 

やはり基本理念がしっかりしなければ、各論に入るというのは納得できない。 

（副会長） 

基本理念については、これはもう 10年間共有しているのではないか。 

（委員） 

まちづくりの基本理念３つについては、条例上、市民の皆さんの負託を得ている

ものである。それ以降の細かいことは土台があるのでかなり網羅されていると思う。

基本理念についてこれでいけないというのであれば、条例の検討も考えなければい

けないが、それは難しい。次のまちづくりの基本政策、これも土台があって今現状

これで網羅的に書いてあると個人的には思うが、これに現段階で付け加える、修正

するという意見があれば今ここで挙げていただいたら良い。それが今現状無いので

あれば、次の再生計画に入って、議論を深めているうちにやはり基本政策にこれを

盛り込んだら良いのではないかということはまた戻ったら良い。現状無いのであれ

ば、もう進みましょう、というのが私の意見である 。 

（会長） 

９～11ページの基本政策についてのご意見はあるか。 

（委員） 

前の構想から比べて非常に分かり易くなったと思う。再生計画にあまり引きずら

れずに基本構想が理念的なものとしてどういうまちづくりをするかという大枠を今

回示していただいたと思う。大事なところは、将来像を付け加えたところ、基本理

念をはっきりとさせたところ、基本政策を３つに分けたところがポイントではない
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かと思う。議論の中で「安全・安心」、「地域の活力」、「人・地域づくり」、この大き

な３つの分け方で納得がいくか、３つで良いのかなどを議論してまず決めた上で、

色々な意見を聞いていただければどうかと思うがいかがか。 

（会長） 

委員の言われたことがすべてだと思う。まちづくりの基本理念１、２、３、基本

政策１、２、３、これ以外にこういったことを盛り込んだら良いとお考えの方はぜ

ひこの場でご発言いただきたいと思う。 

（委員） 

まちづくりの基本理念と基本政策の分け方が微妙に違っている。これは統一した

ほうが分かり易いのではないかと思うが、微妙に変えた理由は何か。 

（副市長） 

将来像を実現するにあたっての基本理念とは何かというと、こういう考え方で

色々な施策をやっていきましょうという決して縦割りでない考え方である。一方、

基本政策、９ページ以降については、こういう大きな柱立てでやっていきましょう

というところを打ち出している。現状と課題で、人口減少・高齢化、地域経済の低

迷、厳しい財政状況、大きく３つに分けているが、決して右肩下がりがずっと続く

わけではなく、人口ピラミッドを考えると人口は減らざるを得ないが、ある時期が

やってくると当然横ばいの時期も来る、むしろ横ばいにするためにはどうしたら良

いのかという議論の中から、将来像を実現するためにというところに結びつくが、

まず市民が「安全・安心」に暮らせるというベースもつくらないとだめだろうと。

そこには医療の崩壊ということへの対応、子育て、福祉など様々な施策があるだろ

うし、自然環境の保全等もここに入ってくるかと思う。一方で、やはり持続してこ

なせるという中には生業、雇用の確保も大切になってくるので、そういった意味で

は「地域の活力」の中でしっかりと位置づけながら、それに必要な基盤整備も盛り

込んでいこうということで整理させていただいた。３つ目の柱は、１番目と２番目

には共通して係ってくるが、いずれにしても市民一人ひとりの考え方、活動が大変

重要になってくるし、個々の市民だけでは成し得ないことを地域で力を合わせて担

っていくという部分が、これまでの伊賀市として発足して以降の基本となることで

あるので欠かせないということから、この３つに絞って設定させていただいている。 

（委員） 

基本理念と基本政策と少し違う分け方で良かったと思うか、それともやはりまず

かったと思うか。 

（副市長） 

庁内議論の中では基本理念は既に条例で謳われていることでもあり、これは欠か

せないものであるという認識に立っている。ただ、一方で今後どういう施策を展開

していくのかという中での一定のまとめ方、そして９ページ以降の３つに分けたほ

うが分かり易いのではないかということから、今回ご提案をさせていただいている。 
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（委員） 

市役所内の部署がこういう感じで分かれているということではないか。 

（副会長） 

市役所は、再生計画ベースの話になる。だからこそ、これだけの方がいらっしゃ

るのでご自身の専門分野や日々の生活で、基本政策の項目の中で「めざす」ことを

これは入れておいたほうが良いというものがあれば仰っていただきたいし、これか

ら再生計画の具体的なプロジェクトを検討していく中で、これはやはり政策の中の

「めざす」という項目に引き上げたほうが良いというものが出てくれば、その時は

またここに立ち帰りましょうということになると思う。 

（委員） 

１「安全・安心」のところだが、展開する政策の中で「若者が働きやすく、働く

意欲が持てるまちをめざす」は、どちらかというと「地域の活力」に入るのではな

いかと思う。それと３「人・地域づくり」の「子どもたちが伸びやかに育まれるま

ちをめざす」だが、もう少し子どもを増やすことをめざすという項目も入れていた

だきたい。 

（委員） 

私も３番のところに入れていただきたいのだが、町内で外国人の方が一戸建ての

家を買って住んでくれたりしていると、空気が回っていくし、結構楽しく暮らして

いける予感がしているので、外国人が喜んで明るく暮らせるまちづくりをめざす、

のような項目も入れてほしい。 

（副会長） 

「文化の違いを越えて、多文化が共生するまち」ではピンと来ないか。 

（委員） 

これでもいいが、もう少し踏み込んでほしい。 

（副会長） 

そういう話が今度のもう少し詳しく書いた文で出てきても良い。その整理はまた

市のほうでやっていただかなければいけないと思う。 

（委員） 

外国人と限らずに「人々が」でも良いのではないか。それから 10ページの「若者

が働きやすく」だが、「人々が」に変えたほうが良くないか。どちらかというと若者

より今中高年のほうが困っている。 

（委員） 

子育て支援についてあまり書かれていない気がする。それと先程申し上げたよう

な、極端な人口減少地域の発生を避ける、それをどこかにやはり入れていただきた

い。人口をプラスにしようということを謳って、それが数値目標になって出来るか

どうかは非常に難しいと思うので、やはり現状というのは極端な人口減少地域の発

生を避けたい、それをやはりどこかに入れてほしい。今のところでいえば、「人・地
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域づくり」に入るかと思う。 

（委員） 

表現として、１の最後のところ、「安全・安心でおいしい水が飲めるまち」だが、

なぜ水だけなのか、食べ物を入れないのが不思議に感じた。 

（委員） 

10ページの下の方「安全・安心をブランドとした元気な農林業」、これに食べ物は

入っているのではないか。 

（委員） 

ただ水だけ出されると少し違和感があるというのが一点と、10 ページの「活力」

のところの４番目、「企業活動が活発なモノづくりのまちをめざす」だが、モノづく

りだけが企業活動ではないので少し文章を変えたほうが良いと思う。それから「人

づくり」のところで下から２番目、「地域産業や地域活動の担い手が育ち、活躍する

まちをめざす」は、その通りだが、先程からのお話を伺っていると、地域活動とい

うのに特化する形で、やはり地域によっては、ずいぶん活性化が出来るまちもあれ

ばかなり支援をしなければ難しいまちもあるので、「地域の特性も踏まえた」とか「地

域事情も踏まえた」のような表現で、地域活動を一本で書かれたほうが良いと思う。

産業と人材もごっちゃに、しかも精神的なイメージがあるので、もう少し丁寧な言

い回しが必要かと思う。 

（委員） 

この９～11 ページの３つの政策、すべて最後が「めざす」と書いてあるが、通り

一辺倒で変化がない。パンチ力がない。もう少し工夫していただきたい。それから

地区ごとの住民自治活動や色々な市民活動で市民が主体のまちづくりをめざしてい

るので、もっとまちづくり協議会あるいは住民自治協議会の活動に力点を置くこと

を文言に、「地域づくりの推進」で入れていただきたいと思う。 

（委員） 

12ページの最後の文章だが、「今こそ、こうした覚悟とともに勇気を持って、子や

孫のためにまちづくりに取り組もうではありませんか」とあるが、子と孫だけのた

めにまちづくりをするのではない気がする。老いも若きもが謳われている安心・安

全で本当にこのまちに住んで良かったという、そういうまちづくりにしたいと思う。 

（副会長） 

これは、直系の子どもや孫というよりも、次の世代、次の次の世代というイメー

ジではないかと思う。 

（委員） 

それならもう少し表現を変えてほしい。 

（委員） 

民生委員のなり手がないのは私の地域でもそうだが、ただ、今の 60代、70代ぐら

いの世代は、地域で野菜づくりを一生懸命やって、大阪や名古屋にいる子や孫にせ
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っせと送っている。そういう世代が元気になれば、全体の底上げが出来るのではな

いか。元気な農林業というのはブランドに力点を置いているのかも知れないが、ど

こへ入るかといえば「活力」だと思うが、そういう世代が野菜づくりだけでなく、

非常にたくさんシルバーでも頑張っており、そういう皆さんを励ます支援が必要で

はないかと思う。 

（委員） 

３「人・地域づくり」に書いてある通り「人づくりを推進する」ということは非

常に重要なことだと思うが、例えば、産業の空洞化などの問題が出てきているので、

全体のシステムを変えていくことも大事である。国レベルでいえば特区の申請とか、

そういうところの先取りをした考えを入れておくのも必要ではないか。外国人の方

の需要もあるが、日本はまだ外国人の方は少ないので、例えばヨーロッパでは、フ

ランスでもドイツでも旧植民地や近隣諸国からどんどん導入していると聞く。元々

住んでいる人間との軋轢は避けられない。どんどん人口が増えて、外国人の方が入

ってくることについては非常に大切なことだが、元々住んでいる人々との調和も考

えていかなければならないと思う。 

（委員） 

僕は農業をしていて、活力というと、自分のところで言えばブランド化して大阪

などに持って行くということだろうし、地域の田んぼもだんだん引き受けてやって

いっているが、それはどちらかというと地域のコミュニティを支えていく形だから

この２と３が違うのは分かるが、「人づくり」と「地域づくり」が一緒になっている

のは少し腑に落ちないものがあり、人づくりは、やはり「勇気と覚悟」というキー

ワードには、私が背負うという、そういう人を育てていくという要素がすごくある

と思う。地域はどちらかというと皆で何とかしていこうという色が出るし、自分が

責任を背負うというそういう人を育てるという意味では、３の文章を見ていると「人

づくり」が８割で、最後に少し地域という印象が残る。ならばズバッと人づくりに

してしまって、地域のほうはどちらかというと「安全・安心」に近いのではないか

という感覚があるが、皆さんの意見をうかがいたい。 

（副会長） 

今の委員の話も意見としてまた事務局でも議論していただければ良いと思うが、

確かに 11ページは「人づくり」が中心になっていて「地域づくり」は最後に申し訳

程度にしか書いていない印象はある。基本政策は「安全・安心」、「地域の活力」、「人・

地域づくり」の３つだが、「地域」という言葉は２箇所に出てきていて、結局３つに

分けても全部が一つの地域、その地域が、伊賀市全体なのか、中心市街地の部分な

のか、自治協の部分なのかというのは別として、その地域で「安全・安心」と伊賀

市全体の活力なのかあるいは住民自治協議会の活力なのか、そして人づくりもその

地域で頑張ってもらえる人をこれからも育てようという話なのか、それとも伊賀市

全体を引っぱってもらえる人をつくるという話なのかというのは、「地域」という言
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葉が曖昧であるからこそこういう整理にはなかなか馴染まない。けれども基本政策

で、最初に「この計画では地域とはこういうところを指す」と定義してしまうとイ

メージが固定化されてしまうので、敢えて決めずに地域という言葉を使うのも、こ

の段階ではありだと思う。行政計画になると地域というのは絶対この範囲だとがっ

ちり決めてかからなければいけなくなるので、その意味で言うと地域という言葉を

ぼやっと２箇所使うのはありかも知れない。ただ、ご指摘いただいているように、

11 ページの最後の「さらに」のところだけで、地域づくりが３行で済んでいるのは

これで良いのかとは思う。ただ、その話が１番や２番にも入っているではないかと

言われればそれまでかも知れないが。 

（委員） 

私も地域というところですごく引っかかった。今これだけ住民自治協議会という

ことがやかましく言われている中、「人づくりの推進」ともう１つ括弧をつくってで

も「地域づくりの推進」のような部分をつくるべきではないか。それから最初の委

員が言われた現状と課題を分けるのかどうかも結論が出ていない。私は現状と課題

は一緒でも良いとは思っているが、もう少し住民の危機感を煽るような文章、この

ままだと崩壊していくというような文章を入れても構わないのではないか、住民が

危機感を持って、自分たちがやっていこうと奮起するようなものであっても良いの

ではないかと思っている。 

（委員） 

危機感というのは単独世帯の増加だと思う。現在の総合計画の最終年度ぐらいに

なると伊賀市ではおそらくおじいちゃんおばあちゃんのどちらかが一人でお住まい

になる世帯が一番多くなる。民生委員は数が多くて、とてもすべてに目を通すこと

は不可能な時代が 10年後には来ると思う。都市計画の一番下にあった、本当の地域、

お隣さんなどで見守っていくような組織を作らないと何ともならなくなる。そうい

う予測が既に国で出ているので、それを謳っていただきたい。今まで総合計画は、

市の中だけ見て、市の中の色々なものを動かして、こういう計画を持って行きまし

ょうという基本的な考え方があったと思うが、もうそれは成り立たない時代が来る。

今、伊賀市に医療の問題があるが、日本全国、医療の問題だらけである。まちづく

りに関しても、日経新聞に国土交通省がコンパクトシティづくりでの財政支援をさ

らに加速するという記事が載っていて、住宅負担の差をつける、街中に住めば固定

資産税が安くなることを検討していくということだが、そういうことも含めて、私

はこの 11ページのところに何らかのものをつけてほしい。 

（委員） 

ここは要望する場ではなく、つくる場なので、何らかではなく少し考えてほしい。

とりあえず何を採用して何を採用しないのか、これは異論はなかったが、これは異

論があるからやめておく、そういうまとめ方をお願いしたい。 

（委員） 
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先程の「安全・安心でおいしい水が飲める」は、私も水だけ突出してしまってい

ると思った。もう１つ「安全・安心」が出てきているのが、「地域の活力」の「活力

の創出」の２番目で「安全・安心をブランドとした元気な農林業のまちをめざす」

で、伊賀としてのブランド戦略をこれから進めていくと思うが、ブランドをここで

使ってしまうと偏ってしまうように思われがちではないかと危険性を感じ、例えば、

「安全・安心で活力のある元気な農林業のまちをめざす」などに変えたほうが今後

ブランド戦略にとっては良いのではないかと思っている。 

（委員） 

今のは採用で良いと思う。 

（会長） 

12ページまでの議論がほぼ出尽くしたように思う。 

（委員） 

まとめると、10ページの「若者」を「人々」に変える。それから 10ページの「活

力の創出」の上から２つ目の「ブランド」を取って「活力のある」に変える。４つ

目の「活発なモノづくり」の「モノづくり」という文言を取る。それから 11ページ

に「外国人が」と言われたが「人々が」、その後の文章は委員。 

（委員） 

私が言ったのは、喜んで明るく暮らせるといった文言があったらいいと思う。 

（委員） 

それと 12ページの最後の「子や孫のために」という文章を取る。具体的にはそれ

ぐらいではなかったか。 

（副会長） 

おそらく事務局でも色々考えてきた話でもあるので、ここで出た意見で、具体的

にどう直すかは一度検討してもらう必要があると思う。ここで決められる話ではな

い。ただ、ここで出た意見は非常に重要なので十分斟酌していただけるとは思う。 

（委員） 

ひとつ言い忘れた。11 ページの上から５行目「伊賀市は、江戸時代の藩校である

「崇廣堂」が残り」を取って、「伊賀市は古墳時代から情報収集活動が盛んで独立心

が強く」としたほうが良い。私は崇廣堂で教えていた朱子学が大嫌いで、江戸時代

には神学とか和讃のほうがはるかに世界的に進んでいたので、崇廣堂は遺跡として

は結構だが、取ってもらえたらと思う。 

（委員） 

３つの基本政策を項目で分けて、その中身を「確保します」「創出していきます」

「進めます」と動詞止めしてあるのはとても良いと思う。こういうときに体言止め

してしまうと方向性なりめざすべきものがわからないが、この動詞止めは個人的に

は好きな書き方で、非常にしっくり来た。その中身として具体的な政策を挙げてい

ただくときに「めざす」という方向でずっと政策が書かれていることについて、委
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員から少しくどいので工夫したらというご意見があったが、政策として書くのであ

れば、体言止めにしてしまうのか、「めざす」をやめて他にもっと具体的に状態を書

くのか、目標的に書くのが良いのか、議論していただいてはどうかと思う。 

（委員） 

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】の「文化の違いを越えて、多

文化が共生するまちづくりをめざす」だが、文化というのは簡単に越えられるもの

でも変えられるものでもないので、「尊重して共生する」という表現にしていただき

たい。何千年も培ってきた文化なので、それをお互い越えるということは難しいが

尊重することは出来る。 

（委員） 

11ページの下から５行目、「将来を支える子どもたちへの充実した教育を提供する

まちをめざす」を「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」と

したほうが良いと思う。何も市が提供する必要はこれからの時代はないと思う。 

 

◆約 10分間休憩◆ 

 

（会長） 

12 ページまではある程度意見が出たので、事務局にまた一度整理をしていただく

として、土地利用の方針について意見をお願いしたい。 

（委員） 

これは前に聞いた、いわゆる都市計画か。市街化調整区域と市街化区域、それと

の連動はどのように計画としては位置づけるのか。 

（事務局） 

市街化調整区域等の話についてはこの土地利用方針に基づいたゾーニングを踏ま

えて策定する伊賀市都市マスタープラン個別計画の中での議論になるので、本日の

この土地利用の方針についてはもう少し全体的なゾーニングを挙げさせていただ

き、今の都市マスタープランもこのゾーニングを元に策定していて 20年計画になっ

ているので、基本的には伊賀市都市マスタープランがこの方針を受けて、一体的な

市としての整備・開発・保全を図っていくという方向性をここでは出している。具

体的にどの地域が市街化調整区域でとか、線引きの話については、この都市マスタ

ープランの中の話になるので、具体的にこの総計の中の方針の中では言葉としては

出てきていないという状況である。 

（委員） 

つまり、今は旧上野市域だけだが、伊賀市全体にわたって市街化区域と市街化調

整区域というゾーニングが今後行われていくという認識でよいか。 

（事務局） 

市内にも都市計画区域が島ヶ原、大山田を除く地域がそれぞれ旧の市町村のとき
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に設定されている。現在その都市マスタープランの中で伊賀市を一本化した都市計

画区域の設定、またそれに伴う上野の都市計画区域内での線引きについて現在都市

計画サイドのほうで検討を重ねている状況である。 

（委員） 

検討ということはどうなるかわからないという認識で良いか。 

（事務局） 

具体的に言うと線引き制度を導入するか、市が条例で設置する具体的な土地利用

の方針を示すかというこの２点について、地域の皆さんとの話もしていただいてい

るし、検討委員会もあるので、その中で現在議論が進められている状況である。 

（委員） 

今回の都市計画に基づいて伊賀市都市マスタープランがつくられているという認

識は間違いないか。「総合計画を支える都市計画の基本的な方針を示した」という説

明だったが。この「森林ゾーン」「農住ゾーン」「市街地ゾーン」というのは、今あ

る市街地、農村地域、森林を色分けしただけのものだから。 

（事務局） 

そうなる。総合計画の中では 15ページにあるような色分けで、既存の市街地、森

林地域、市街地と農地が混在する農住ゾーンと、この３つのゾーニングの中で土地

利用の方針として示しているものである。 

（委員） 

伊賀市は下水の整備は非常に遅れている。これは一体どこに入るのか、河川、下

水道に対する対策はどのように計画されているのかお聞きしたい。 

（事務局） 

下水道の政策、河川の対応については再生計画の中で具体的な事業は挙げられて

くる。ここはあくまでも土地利用の方針なのでそういった都市施設、整備について

は別の項目で今後ご議論いただくことになる。 

（委員） 

ただ、ここにまちづくりと書いてあるので「すべての人が安心して生活でき、暮

らしやすさを追求できるようなまちづくり」これには入らないのか。 

（事務局） 

まちづくりの中には当然下水道や道路整備、すべて入ってくる。ただここでお示

しさせていただいているのはあくまでも土地利用の方針なので、具体的な内容につ

いては総合計画ではこの後の（仮称）再生計画での個別の施策の中に入ってくると

いうことでご理解をいただきたい。 

（会長） 

基本構想素案について、まとめて事務局から。 

（事務局） 

基本構想の素案について、特にまちづくりの基本政策については、色々なご意見
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を頂戴した。事務局でまとめさせていただき、再度庁内でも議論をした後ご提示さ

せていただきたいと思う。また、本日時間の関係でご意見をいただけなかった部分

もあると思うので、その点については来週月曜日７月 22日までに事務局へ、ＦＡＸ

またはメールでいただければと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

４ （２）（仮称）再生計画重点施策・プロジェクトについて（資料５） 

・資料２、５について説明（事務局） 

 

（会長） 

市長の掲げた２つの項目以外に何か、これはという施策があればこの場にぜひ申

し出ていただきたいと思う。 

（委員） 

今の重点施策はよく分かって、このような方向でまとめればよいと思う。その下

の重点施策と次の「健康」から５つあるが、これと「市長の公約（施政方針）」が連

動すると非常に分かり易いと思う。市民が誇りを持てるまちづくりというのは、何

と何とに重点を置いて取り組むと、例えば⑥と⑦は重点施策でというのはよく分か

った。①～⑤はやや具体的でないので、それがどの施策に当たるのか連携をとって

いただくと非常に分かり易いと思う。伊賀市の後期基本計画の評価書を見ると、⑤、

⑥は最も評価点が低い。だから重点施策かと。しかもこれは市民にとって大変重要

な、市長の方針を公約として実現していただきたいということで、市長の施政方針

がどういう項目に当たるかを一緒に並べてもらうと分かりやすいと思う。 

（委員） 

例えば医療の再生を目標とした場合、数値目標と何年度までに何をするというの

は何かあるか。それと数値目標は４、３、２、１とＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを使うのか。 

（副会長） 

このプロジェクトの具体的なＰＤＣＡを回していくときに、どういうことでチェ

ックをするのかということだが、その点はどうか。医療再生の部分は、重点化とし

ての筋道が立てられると書いてあるので、今の段階で想定している、委員がご質問

になったようなものは、例えばどんな書き方が３ページ、４ページの辺りで出来る

のかということがあれば教えていただきたいということかと思う。 

（事務局） 

例えば、医療再生の中で、この３年間でめざすべきものが何か、数値に置き換え

られるものであれば一番良いが、例えば市民病院において必要な診療科目が開設で

きるだけの医師数をどれだけ確保するか、あるいは市内の医療機関での連携、機能

分担を進めて、救急医療を必要とする人が受診できる体制を整えられるかというめ

ざすべきものが出て来るとは思っている。ただ、目標とする項目ごとにあてはまる

数値が出てくるかは、数値的には出せない部分もある。これまでの総合計画ではそ
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ういった目標については、満足度をどれだけに上げていくかという目標値を設定し、

その結果をまちづくりアンケートで検証していたということがある。 

（委員） 

目標とする項目は具体的にはまだ決めていないということか。「観光・農林業の再

生」とか「業務・組織見直し」「本庁・支所の役割分担」も目標とする項目はまだこ

れからか。 

（事務局） 

そうである。この部分については今それぞれ所管しているところで目標、内容も

含めて検討している。 

（委員） 

再生するものがまずないかという意見を聞きたいと。では、２つ提案したい。生

物多様性の再生、公共施設の再生である。公共施設というのは合併前にたくさん出

来た何々ホールという巨大施設のことである。 

（委員） 

市長の公約「医療の再生」とか「観光・農林業の再生」ということは当然掲げら

れるが、国としては高度先端医療、それからＴＰＰに関わる問題というのが、当然

選挙が終わったら急速に進むと考えられるが、市長の任期は３年なので非常に難し

くなるだろうということも十分考えて事業を考えているかをお聞きしたい。 

（事務局） 

市長の任期は４年間で既に１年弱経っていて、今回の新しい総合計画では３年間

の再生計画を打っていくという中で取り組んでいくこととしているので、国あるい

は県の動向もあるが、市として、今の市長の任期である残りの３年間でやっていく

べきことをきっちりと掲げて実施していくという考えである。 

（委員） 

国が決めたことはしっかりと守っていけるということか。国が方針を出せばそれ

に則って、公約の中に盛り込んで、３年間でやられる可能性があるということか。 

（委員） 

今は資料５の話だけにしてもらいたい。 

（委員） 

資料５で「医療の再生」、「観光・農林業の再生」など市長が公約に出しているこ

とについて、伊賀市のことを考えれば、医療の再生の中にも高度医療の問題、ＴＰ

Ｐの問題が出て来ることを考慮して考えていかなければならないのではないかと言

っている。関係ないことは無いと思うが。 

（副会長） 

もちろん、医療の面で言うと例えば、混合医療をどうするか、それからＴＰＰで

安い農産物が入ってきたらどうなるかは本当に国の方針なので、伊賀が巻き込まれ

ていくことは十分考えられるが、地方自治体の長として市長が公約されていること
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というのは、地域住民のためだから、ＴＰＰにせよ混合医療にせよそれはだめだと

言う場合は当然あると思う。そうなった場合どうするかということについてここで

議論しても仕方がない。皆さんは市民代表として、５年後、10 年後の伊賀市を見据

えて、今の市長が３年の間に医療の再生と観光・農林業の再生をやりたいと仰って

いるので、この２つはまず重点プロジェクトとし、そして他に重点プロジェクトと

して挙げるものがあるとすればどのようなものがあるかという問いかけを市がして

いるので、委員から公共施設をどうするかとか、生物多様性をどう確保していくか

を重点プロジェクトとして挙げるべきではないかというご意見をいただいているよ

うに、具体的にご提案いただければということだと思う。 

（委員） 

特に具体的にはないが、そういうことも頭に入れて計画をしてもらいたいという

希望を言っている。 

（副会長） 

それはその通りである。 

（委員） 

あと２つ。空き地、空き家の再生である。ゴルフ場が間もなく大量に余ってくる。

そしてグラウンド用地、産廃、別荘地はじめたくさんある宅地をどう再生するか。

それと地域福祉の再生である。先程から言われている民生委員も含まれる。私のと

ころに診察に来た老人の様子がおかしいので、民生委員に連絡を取ると民生委員も

様子がおかしく、二人とも認知症の初期症状が疑われたので、市役所に連絡を取っ

て対処したが、最近はそういう方が増えている。民生委員は名誉職で高齢の方がな

られるが、かなり危ないと思ったので、この２つを提案したい。 

（委員） 

重点プロジェクトに関して今日のゴールは、総合計画審議会としていくつか提案

を出せばよいということなのか、それとも例えば医療、観光・農業の再生に関して

の意見も一緒に拾い上げていくのか。あと今後の重点プロジェクトの進め方だが、

どのように決めていくのか。 

（副会長） 

どちらでも良いが、今日は項目を挙げたほうが良いと思う。重点プロジェクトは

例えば観光・農林業を民間主体でやってもらうのに、市も責任を持ってアシストす

ることを市長が表明している。そういった重点プロジェクトがいくつか挙がってい

るとそれを市の各課でやるかどうか検討してもらえるので、重点プロジェクトを出

していただいたほうが良いのではないかと思っている。 

（委員） 

今日どこまでという話などもう少し追加して説明いただきたい。 

（事務局） 

本日は、先に市長の２つの重点プロジェクトを言わせていただいた。新しい総合
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計画は行政と市民、地域が共有する計画で、委員の皆様方から他にも共有して重点

的にという項目を挙げていただき、次回、その項目のプロジェクトの内容について

議論いただきたいと考えているので、項目を挙げていただき、市の内部でも重点プ

ロジェクトで進めていくかどうかも含め、検討させていただきたいと思っている。 

（委員） 

ここに掲げられている方針が、「医療の再生」など、すべて「再生」となっている

のは今までの総合計画を見直すということで再生という表現をしているのか。 

（事務局） 

当然見直す部分もあるが、既に取りかかっていて引き続きやっていく必要がある

部分もある。それをいかにスピードを上げてやっていくか、早く取り組んでいくか

という部分も含めて、市は再生ということを考えている。 

（委員） 

先程委員が仰った地域福祉の再生、委員の話とも関連するが、副会長が講演など

で言われている 2025年問題だが、10年後には団塊の世代が後期高齢となる。今抱え

る福祉の問題があまり行政に反映されておらず、市民から見ると福祉イコール社協

になる。市の高齢福祉課か何か出来ているが、そことのリンクはどうなっているの

か。今年度私が地域で立ち上げて、「居場所」と呼んでいるが、それが絶対に必要に

なってくる。特に団地は人間関係が希薄なので、これを進めていかないと老老介護

もひどいことになる。先程委員が言っていたようなことになっていくのではないか

ということも感じている。介護保険がパンクするので要支援１、２を再来年国が外

すと言っていることもあり、重点施策として考えていかなければいけないのではな

いかと思っている。 

（副会長） 

プロジェクト名をどうするかは別として 2025年をどうするかという話である。 

（委員） 

重点施策だが、市長の公約ということもありここに掲げていると思うが、新しい

伊賀市の総合計画の中で現状と課題という３つの点があったが、課題なのだからそ

こを重点的にやっていかないと的外れではないかと思う。だから、この部分だけを

重点施策としてやって良いものなのかどうか、委員が色々言ってくださったが、や

はり連動していなければおかしいのではないかと思う。 

（委員） 

今仰られたように２点だけが重点になっているが、高齢者、福祉色々ある。もっ

とフラットに５つなら５つ書かれた施策の中で、そこで初めて優先順位をつけて、

重点施策２つだけを基本にするのではなく、５本の矢がある中で、企業だと皆そう

であるが、今年度はこれ、中期では３年計画でこれをやるということをやる。最も

大事な事を優先していく。重点的に１つ、２つを挙げてやるということはあまり無

いのではないかと思うが、その辺は事務局でもお考えいただいたら良いと思う。現
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在はこの段階の計画で進めるということは理解している。 

（委員） 

後で議論になるかも知れないが、このプロジェクトの中に優先的な予算の配分と

いうのが明示されている。再生計画の全体がまだ示されていない中でどのぐらいの

規模になるのか、委員が仰ったことの裏返しとして、５本の分野ごとに重点的に出

来るものがどれぐらいの割合であるのか、１本１千万とか、１億とか、財政規模に

よってもそのインパクトは全然違うと思う。だから、皆さんが挙げられる中で、ボ

リューム感を掴むことが非常に大事だと思うので、出来たらどのぐらいのことが想

定できるのか、政策的に市長の公約を実現するためにはどれだけ金袋を渡せるかと

いう、その段階でも一定市民の理解が得られないと、そこへ 20億も使ったら他に残

ってないではないかという話になってしまうので、その辺の感覚はある時点ではま

た議論の中でお示しいただければと思う。 

（委員） 

おそらく今の話とすごく関係があると思うが、委員が仰った、課題とどう繋がっ

ているかは、資料５の３ページ「伊賀市の再生の中での位置付けと課題」というと

ころに当たっていると思う。次回挙がってくるものは、市が抱えている課題が、例

えば農林業を再生することによって、農業でどんどん人が入ってきて儲かるから財

政が健全化するとか、そういう道がある程度描かれているということが次回には起

こってくるのではないかと思うがどうか。 

（事務局） 

より良くするための施策として挙げていくということは考えられる。 

（委員） 

最後に確認をしたいが、次回の会議の時までに「この重点施策・プロジェクトの

持つ意義や位置付けを明らかにするとともに、重点的に取り組まなければならない

課題認識を整理」してくれると解釈して良いか。 

（事務局） 

次回には重点施策、重点プロジェクトの部分についてお示しさせていただきたい

とは考えている。 

（会長） 

第３回総合計画審議会をこれにて終わらせていただくが、議事全体を通して、内

容ではなく何か他の意見があれば仰っていただきたい。 

（委員） 

議長に、あまり枝葉に行ったら発言を止めていただきたい。それと４分ルールを

提案したいと思う。結論、その理由、もう一度結論で４分以内で話す。あまり根拠

のないこと、関連のないことは言わない。そのルールを次回からぜひ実行していた

だきたいと思う。 

（会長） 
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委員の発言を皆さんそれぞれに意識して、協力していただければと思う。本日は

これにて閉会させていただく。ありがとうございました。 

（事務局） 

次回、第４回の総合計画審議会は８月７日水曜日、時間は夜間午後７時から、場

所はこのハイトピア伊賀、５階多目的大研修室になるので、よろしくお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 


