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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

1

評価書の評価はどこが行っているのか。
全国的に、こういう形式なのか。

各施策の評価は、各担当課で行っている。
伊賀市の方法として、まちづくりアンケートの結果なども踏まえて行ってい
る。

2

前回のまとめをお願いしたい。 前回は、基本構想の骨子の検討を行った。
将来像については、文案では「像」ではないとの意見があり、委員の皆さん
からも提案をしていただいた。

3

会議録の中で、「財政は社会主義と同じ計画経済である」との趣
旨の発言があるが、違和感がある。
説明によれば、計画的な経済ということではないか。

歳入に見合った歳出を組むということ。

4
7
14

「公」⇒「官」とすべきではないか。 「公」⇒「行政」に修正。

5
8
10
14

「市民、企業、市民活動団体、自治組織、行政等」⇒「市民、自治
組織、市民活動団体、企業、行政等」の順の方が市民にとって
の距離感と合うのではないか。

修正する。 「市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政等」の順に修正。

6 11～13

各政策の文末が「めざす」となっているが、計画の文章としては
あいまいさがあり好ましくないため、数値目標とまではいかなくて
も、体言止めなど別の表現を考えるべきではないか。

「・・・まちづくり」に統一。

7 3～6

「現状と課題」の各文末に現状や課題に対する対策を書いてし
まっているが、後で政策や施策が出てくるので、この部分では現
状を書けばよいのではないか。

今のままでもいいように思うが、先の議論をしてから戻ってもいいのではな
いか。

住民がもっと危機感を持つべきなので、現状の記述で止めてもいいと思う。

対策的な記述を削除し、見通しを記述。

8 3～5

高齢化の説明が足りていないのではないか。
超高齢化社会に突入したという部分の印象が薄い。

9 3～4

民生委員のなり手がなく、１人で３００件を担当している。住民自
治協議会でも支えていけない。そういった具体的な現状やそれ
に対する施策が書かれていない。

地域の現状をそのまま書いてはどうか。今の案では統計的な部分の施策
だけになっている。

地域が壊れているという話は入れたい。

「地域社会が危機に瀕している」とは書けるが、崩壊しているでは計画の作
りようがない。

中活エリアの人口の減少率はもっとひどく、昭和35年では23,493人であった
のが、平成17年には12,211人。約半分の52％になってしまった。

伊賀市総合計画審議会　　意見・対応一覧（第3回）

前回の確認

基本構想素案

（全体）

（現状と課題）

こうした状況は、労働力や地域活動の担い手が減少していることを意味しま
す。
なお、平成27(2015)年までには、いわゆる「団塊の世代」が65歳を迎えること
となり、高齢化率（65歳以上人口の割合）が急激に上昇します。この年齢層
が、75歳を迎える平成37(2025)年頃には、高齢者介護や医療への需要がか
なり高まっているものと考えられます。一方、それらの年齢層を支える若い年
齢層は少なくなっており、昭和55(1980)年には高齢者人口１人を生産年齢人
口4.6人で支えていたものが、平成22(2010)年には生産年齢人口2.2人で支え
ている状況であり、高齢者人口１人を2人以下の生産年齢人口で支えるとい
う時代がすぐそこまで来ています。

また、高度成長期以降、核家族化が進み、世帯数が増加しました。しかし、
近年では、世帯数が横ばいである一方、単独世帯つまり「一人暮らし」の割
合が上昇し、やがて３割になろうとしています。社会を構成する基本単位であ
る世帯が一人であることは、何らかの原因で支えが必要になった時、公共的
なサービスに頼らざるを得なくなる人が多いことになります。
特に、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加しており、共同作業
への参加が難しくなるなど、自治活動の担い手が減少するとともに、高齢者
などを支える側の人材も不足するため、地域によっては、地域社会そのもの
が成り立たなくなるおそれが出てきており、まさに「地域社会の危機」を迎え
つつあります。
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

10 3～6

グローバル化の中での生き残りなど、大きな視点での記述が
あってもいいのではないか。

グローバル化の中によって本市に及ぶ影響については、基本構想の中では
漠然とした記述になってしまうため、（仮称）再生計画の中の具体的な施策の
記述によって検討したい。

11 4

人口推移のグラフで、平成２年以降少し増加に転じているのは、
ちょうど平成２年に出入国管理法が改正され、その後外国人が
沢山入ってきたから。外国人の数を除くと、グラフは減少している
はず。

対応なし。 参考意見

12 6

社会基盤の整備「次第に難しくなります」は、「難しくてもやらなけ
ればならない」という記述をし、グラフの上部分の文章と接続す
べき。

「厳しい財政状況
また、道路や橋梁などの社会基盤についても老朽化が進んでおり、長寿命
化を進めているものの、今後、耐震対策や修繕をしながら維持していくため
の費用が嵩んできます。
つまり、これまでどおりのやり方では、建物や道路などの社会基盤の整備
や、公共サービスの水準を維持することがかなり難しくなります」と修正。

13 7

「潜在力」の記述が現状や課題と比べ物足りない。もっと魅力的
に書き込んでもいいのではないか。

「潜在力」を「現状と課題」同等の項目として、下に小見出しをもうけ、再整理
を行う。

「古くからの伝統に培われた個性的な文化
・・・また、「伊賀流忍者」をはじめとした特徴ある歴史・文化資源により、「伊
賀」の名は全国的にも知られています。

市民の誇りである豊かな自然、それと共生する農林業
伊賀市は、四方を山々に囲まれた伊賀盆地に位置し、市域には鈴鹿国定公
園や室生赤目青山国定公園の２つの国定公園の区域があることなど、自然
に恵まれたまちです。さらに、農業や里山を生かした集客施設が都市との交
流を盛んにしており、自然に配慮した有機農法による農産物がつくられ、「顔
の見える関係」の中で消費者に届けられるなど、新しい農業のあり方を投げ
かけています。

地域をつくる市民の力
・・・そのことは、行政への負担が増してきたことにもつながっています。一
方、伊賀市には、地域住民自らが地域の課題を話し合い、解決するため一
定の地域ごとに住民自治協議会が設立され、・・・。こうした力は、未来を切り
拓くのに必要不可欠なものです。

14 9

基本理念と基本政策の概念整理について 「伊賀市自治基本条例を踏まえ、次の３つの理念（考え方・姿勢）によりまち
づくりを推進します。」に修正。

15 10

「まちづくりの基本政策」を列記している下に３つの政策が互いに
重なり合うようなイメージ図を挿入して、各施策がどれか一つに
しか属さないと言うことではないということの理解を促す。

イメージ図を追加する。

16 11
「若者が働きやすく・・・」は「安心・安全」の中で良いか。 「人々が働きやすく・・・」としてはどうか。 「活力」の中で、「だれもが働きやすく・・・」と修正

17 11

「安全・安心でおいしい水が飲める・・・」なぜ「水」だけなのか。農
産物等はどうか。

「環境に配慮した生活環境が整うまちづくり」として統合。

18 12

「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」につ
いて、この文脈で「ブランド」という言葉を使うと、他の産品を含め
たブランド化戦略と混乱を招く。

「消費者とつながる元気な農林業のまちづくり」に修正。

19 12

「企業活動が活発なモノづくりのまちをめざす」について、企業活
動はモノづくりだけではないのではないか。

「地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづくり」に修
正。

（基本理念）

（基本政策）
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

20 12
シルバー世代の農業など、活動促進についての政策を加える。 施策レベルで記述を検討する。

21 13

基本政策「人・地域づくり」の中で、地域づくりに係る記述が薄
い。住民自治協議会などの取り組みが伊賀市の特徴でもあり、
ボリュームを持たせる方が良い。

「さらに、地域社会における安全・安心を確保するための「自助・共助」や、自
立・持続できる地域の活力を創出するための連携には、地域社会がしっかり
機能していることが重要です。人口が減少し、高齢化していく中でも、こうした
地域社会の機能を持続することができ、地域ごとの住民自治活動や・・・」に
修正。

22 13
「子どもたちが伸びやかに育まれるまちをめざす」について、少
子化対策の視点の記述を加えるべき。

「子どもを安心して生み育てられるまちづくり」に修正。

23 13

「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」⇒「将来を支える子どもたちが充実した教育を受けられる
まちをめざす。」

「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」に修正。

24 13
「文化の違いを越えて、多文化が共生するまちをめざす」⇒「文
化の違いを尊重して、多文化が共生するまちをめざす」

「文化の違いを尊重し、多文化が共生するまちづくり」に修正。

25 13

「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」
について、地域活動の担い手部分を別途記述する。

「地域活動や地域産業などの担い手が育ち、活躍するまちづくり」
「地域活動や市民活動が活発なまちづくり」
に分けて記述。

26 13

「外国人が喜んで明るく暮らせるまちづくり」を追記。 「文化の違いを尊重して、多文化が共生するまちをめざす」に包含されるた
め、別途記述はしない。

27 13

「極端な人口減少地域をなくす」を追記。 伊賀市の場合、単独世帯の増加は高齢者世帯の増加であり、地域での見
守り支援体制の整備が急務。市単独の問題ではなく、従来の枠組みとは根
本が変わっているという認識が必要。中心市街地の人口減少については、
固定資産税の優遇などの施策も必要ではないか

「自治活動、市民活動が活発なまちづくり」に包含されるため、別途記述はし
ない。

28 14

今までの総合計画よりは、現状と課題が整理されていて分かり
やすいが、３つの基本政策のところで、財政面への対策が書か
れていないのではないか。

基本政策の項目のまとめのような形で、P14で記述している。

29 14
「事務事業」という文言が一般の市民には馴染まないのではない
か。

「事務や事業」に修正。

30 14

「・・・子や孫のために・・・」とあるが、子や孫のためだけにまちづ
くりをするのではない。

子や孫など「次世代」のために、ということではないか。 「・・・子や孫たちの世代のために・・・」に修正。

31 14

名張市との関係が書かれていないが、記述すべきでは。 複数の自治体による連携についての記述があり、名張市との連携も包含さ
れているため追記しない。

32

「産業構造の全体のシステムの改革が必要ではないか。
（特区の請等）。

（仮称）再生計画の中で、個別の施策として検討。

33
各施策は代わり映えがしないので、時代に合わせた記述も必
要。

本意見も踏まえた上での、各審議委員からの意見を集約して、修正案を作
成する。
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Ｎｏ 頁 意見（質問） 対応意見・回答 事務局（行政）対応 備考

1 3～6

審議会でも議論があったように、課題への対策的な文言は削除し、各種統計
データに基づく客観的な現状の認識とともに、将来人口推計による人口減少
などをもとに今後の見通しを記述する。
そのなかで、高齢者単独世帯の増加などにより、地域の共同作業の維持な
ど、地域社会への影響についても追記。
また、６月に公表した公共施設白書による公共施設の保有量にも触れ、市民
に分かりやすい形で解説を加える。

2 3～6

審議会でも議論を踏まえ、課題への対策的な文言は削除し、各種統計データ
に基づく客観的な現状の認識とともに、将来人口推計による人口減少などを
もとに今後の見通しを記述する。

3 4
核家族化や単独世帯の増加など、世帯の変化について追記するとともに、グ
ラフ「伊賀市における世帯類型別世帯数の推移」を挿入する。

4 4

昭和55年から平成22年までの実績及び平成27年から平成42年までの推計
に基づく、棒グラフ「年齢別人口の推移」と折れ線グラフ「65歳以上人口比率・
75歳以上人口比率」を併せて表示。

5 3
「15～64歳までの生産年齢人口」に修正。

6 5

平成14年以降の市内総生産額の変化について追記。

7 5

審議会でも議論を踏まえ、課題への対策的な文言は削除。

8 6
公共事業白書を踏まえ、見通しを追記。

9 6
橋梁、道路、下水道などの社会インフラの長寿命化の問題などを追記しつ
つ、文章を整理する。

10

（仮称）再生計画の中で、個別の施策として検討。

11 7

「先述のとおり」に修正。

12 7
「行政」に修正。

13 7

「自然に配慮した有機農法による農産物がつくられ、「顔の見える関係」関係
の中で消費者に届けられるなど、新しい農業のあり方を投げかけています」
に修正。

「潜在力」のなかで「有機農法」に触れていただいていますが、私には有機農業を「安全安心」の枠だけで括ることに強い抵抗感があります。
有機農産物の購入者側にはそういう意識の方が多いのですが、生産者には、むしろ持続可能な社会のありかた、自然との関わり方に配慮し
た農業、と考えて取り組んでいる人が多いのです。
農薬や化成肥料を使わないこと、産消提携型の販売システムなど、環境、資源、地域社会、人と人とのつながり等の課題に向き合い、大規模
流通とは一味違う農業のあり方を模索しているのが、有機農業だと思うのです。大規模に産地化した農業形態に比べると、高齢化が進んで社
会的弱者も多いローカルな地域社会とは比較的親和性の高い形態だと考えます。
ブランド化・ストーリーづくりも進めやすいです。
有機農業の言葉を「潜在力」の項に入れて頂けるのは大変ありがたいのですが、上記のようなことにいささかの配慮を頂ければ幸いです。ご
参考まで。

「人口減少社会…」の部分では、総人口の推移だけでなく世帯の変化（単身世帯の増加）についても言及しておいた方が良いと思います。

将来人口推計（社人研データ）の折れ線グラフについても、P3のように棒グラフにしてください。いっそのこと、２つをドッキングさせて（途中から
推計と断りを入れたうえで）、老年人口についても75歳以上を別の色で記してはいかがですか？　（社会保障費が増大するのは75歳以上が顕
著なので）

「15～64歳」については「生産年齢人口」という説明を加えましょう。

「地域経済の低迷」の部分の冒頭、「平成20年は…」という書き出しで始まるのはいかがなものかと。（これでは平成20年度の経済分析のよう
ですね）　棒グラフはH13年度からですが、遡った長期のデータはありませんか？

「地域経済の低迷」の最終段落「今後はこれまでの製造業を中心とした産業構造を基礎にしながら、観光振興や農林業の再生を進めることに
よって、交流人口の増加による・・・」とありますが、これは伊賀市の規定路線（なにかの計画で定めた路線）なのでしょうか？　今度の課題どこ
ろか、（おそらくはほかの選択肢もあるであろう）方向性まで踏み込んでいるので、どこで、どなたが決めたものか、違和感があったのですが。

「厳しい財政状況」のところも、現状だけでなく、今後の見通しも記載を。

記述の部分、社会基盤の整備（というより「社会資本の維持管理（長命化）」は、前述の社会保障と同様に必ず行わなければならない事項で
す。第２段落で「次第に難しくなります」と評するのではなく、第１段落に入れ込むべきではないでしょうか。

現状と課題に追加しては、
大切な資源である田畑と山林が、耕作放棄、手入れ不足のため荒れ放題の箇所が増えてきている。
まわりの耕作地に影響を及ぼし、野生動物を呼び寄せている。また、災害の引きがねになったり、水源をおびやかしている。
所有者に管理の力がなく、地域も困ったことだとは言うが、十分な解決の方途を持ちえていない。
しかし、地域にはまだそんな状況に挑む力が残っている。その力を生かす施策が必要である。

潜在力

P６の「伊賀市の潜在力」の冒頭部分、「ご覧の通り」という言い方でいいですか？
素直に「各種データが示すように」でいいのでは？

P６（P12も）、行政を「公」と呼ぶのはやめてください。

会議後の提案意見

現状と今後の見通し

本来ならSWOT分析的なものを行うところかと思います。
様々な角度から伊賀市の置かれた位置を冷静にきちんと分析することが大切なのだと考えます。
と同時に、配布冊子の冒頭での市民に対するメッセージの意味合いを強く持つ部分かと思われますので、心に響く、インパクトのあるシンプル
な言葉を発するべきとも思います。
その意味で人口、経済、財政などの簡単に数値化できるものだけでなく、本日の会議で話題になった、地域社会の疲弊など、数字ではない事
実についても文章でカバーする必要があるでしょう。
そのあたり、P3-P6は他の委員の方も言われていたように、全体がまだ混とんとしている感じを受けます。

全体として、現状と課題を合わせて書くスタイルで良いと思います。ただし、課題は「今後の課題」とし、近未来のデータを潮流として入れ込ん
だ方が分かりやすくなります。（今はH22迄のデータだけを記載し、将来推計は「参考」としておられますが分かりづらいです）そもそも総計は近
未来を予測しながら立てるものですし。
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14
提案のとおり修正。

15 10

「めざす伊賀市の将来像の実現に向けて・・・」に修正。

16 12～13

地域＝およそ住民自治協議会の単位
まち（まちづくり）＝市域全体
用語の統一のため修正。

17 10～13

伊賀市では、自治基本条例でも規定するとおり、合併以来「補完性の原則」
に基づき住民自治協議会を中心とした分権型まちづくりである「伊賀流自治」
を推進しており、市政の重要な特徴となっていることから、特に「地域づくり」と
いう言葉を用いて強調する趣旨であるため、原案のままとする。

「人・地域づくり」だけでなく、３つの基本政策がそれぞれに関連付けられるも
のであることから、そのイメージを共有するため、P10にイメージ図を挿入す
る。

「消費者とつながる元気な農林業のまちづくり」に修正。

18 13

両者の関係は密接・不可分であり、とりわけ、個別の政策を列記するなかで
は、いずれの要素も含んだものである。
また、タイトルとしてのまとまりも感じることから、原案のままとしたい。

19 13
「地域の女性の力を活かす」に修正。

20 14
「子や孫たちの世代のために」に修正

「人・地域づくり」と略さず「人づくり・地域づくり」とした方がよいと思います。

P11　第三段落「地域の潜在力となっている女性の力を生かす」の言い回しは変です。正しくは「地域で潜在してしまっている女性の力を生か
す」あるいはさらりと「地域の女性の力を生かす」でしょう。「潜在力」はP６で使っておられますので、それとは別の意味では使わないほうがい
いでしょう。

P12の最終段落　「子や孫のために」では、単身や子どもがいない人の気持ちが覚めてしまいます。「将来世代のために」あるいは「子や孫た
ちの世代のために」など「世代」という言葉を入れて一般化してください（P７ではそうしておられます）

めざす伊賀市の将来像

P７（P12も）、＜市民、企業、市民活動団体・・・＞の並び方について吟味を。言い換え案として＜市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政
＞を提案します。

まちづくりの基本政策

P9のリード部分　前半の説明部分と３つの基本政策との関係が堂々巡りです。
説明部分は、「安全・安心」と「地域の活力」に軸足を置いたまちづくりの展開にあたって「担い手となる人づくりや地域づくり」を進める－という
意味ですよね？
だとすれば「これらのことの実現に向けて」この３つを基本政策に設定する、というのは、堂々巡りです。
素直に「この３つを新しい伊賀市の基本政策とします」というならば、意味が通るのですが…

「地域の活力」という言葉の中の“地域”と、「人・地域づくり」でいう“地域”は同じですか？　後者は自治組織など主体のことを指しているので
しょうか？　また、P10では「伊賀市の活力」と「地域の活力」が混同されていますが、使い分けされているのでしょうか？　それぞれの地域（エ
リア）が活力を得ることが、伊賀市全体の活力につながる、という意味でしょうか？　使い分けされているのだとすれば、政策の展開にあたって
は△個々の地域の活性化策△それら地域の統合策（連携・ネットワーク）△全市的な活性化策を意識して列記しなければなりませんね。

３つの柱はとても分かりやすいし、よく練られていると思いました。
ただ、審議会でも申し上げたとおり、３「人づくり地域づくり」の内容は「人づくり」にしぼったほうが分かりやすいと思います。
本文にも書いていただいたように、地域の活力は「人」から生まれるし、人が育てば地域が育つ、そういう順序が望ましいと思うのです。
「勇気と覚悟」という言葉の意味を汲むと、箱モノや予算措置を通じて「地域をつくる」ことで人が引っ張っていくというよりは、やはり腹の据わっ
た人物を育て、支えることで、地域を根っこから変えていく、ということが大切なのかな、と。
また、本来、「地域づくり」は３つの政策すべてに共通する内容だと思います。
とりわけ＜１．安全安心＞の部分は医療が絡んでいるせいか、割と行政の所掌範囲が強く想定されているようですが、このジャンルこそ、官か
ら民へ、地域のセイフティネットづくりが一番求めらるところだという気がしてなりません。１の文言にはもっともっと、「地域」という部分が強調さ
れてよいと思います。
またさきほどと重複しますが、「活力の創出」の政策にある、「安全安心をブランドとする」というのは有機農業を想定している部分が強いかと
思いますが、書きぶりに配慮を頂ければ幸いです。


