
No 頁 行 変更前 意見 変更後 備考

1 全体 1
和暦のみ

⇒ ⇒
括弧書きで西暦を併記

2 3 1
タイトル
「伊賀市の現状と課題」 ⇒

（事務局）
見出し「伊賀市の現状」を文章の内容と整合させるた
め、修正する。

⇒
タイトル
「伊賀市の現状と今後の見通し」

3 3 9
・・・特に、15～64歳の人口が大きく減少しました。

⇒
（審議会）
15～64歳が生産年齢であるという説明が必要 ⇒

・・・特に、15～64歳の生産年齢人口が大きく減少しました。

4 3 12

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。それらを補うためには、男性に比べて就労率の低い
女性や定年を迎えた高齢者などが活躍できる地域社会を築いてい
くことが求められます。

（参考）人口の推移と推計について
伊賀市の総人口は、平成2年から7年にかけて高い伸びを示し、10
万人を超えましたが、平成22年の国勢調査では10万人を大きく下
回り、特に、15～64歳の人口が大きく減少しました。自然動態（出
生と死亡）については、平成2年以降は死亡数が上回り、特に平成
15年以降、少子化により減少数が大きくなる傾向にあります。社会
動態（転入と転出）については、平成19年以降は転出超過が続くよ
うになっています。

⇒

（審議会）
・「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。
・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。
・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。
・民生委員のなり手がないなど、具体的な地域の現状を
そのまま書いてはどうか。統計的な現状だけになってい
る。
・地域社会が危機に瀕しているということは入れたい。

（庁内会議）
・既にに２人に１人とも言われており、社会保障の現状と
してはかなり厳しいものであるということを表しておいた
方がよい。
・ひとり暮らし世帯のみならず、高齢者世帯を入れるべ
き。その場合、親子で高齢者という世帯もあるので、夫
婦と限定せず、高齢者世帯と表現した方がよい。
・伊賀市の世帯状況を調べて表現を考える。またＰ５の
世帯数の推移について、今後の推計等が加えられれ
ば、より分かりやすい。

⇒

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。

5 3 表

「年齢別人口の推移」
「伊賀市将来人口の推計」

⇒

（庁内会議）
「伊賀市の人口ピラミッドの変化」を追加
・年齢別人口の推移（国勢調査）及び推計グラフと65歳
以上及び75歳以上のグラフを一体化させる。
・20年で2万人の人口が減少し（Ｈ48年には8万人）、高
齢化率は10％上がる。そのあたりのインパクトを与えて
いく必要はないか。また審議界の中でも数字のインパク
トを出して市民が共有し、発想の転換していく必要があ
るという意見があったので、Ｈ42年までの推計を出して
いくこととする。

⇒

「伊賀市の人口ピラミッドの変化」
「年齢別人口の推移（国勢調査）及び推計」
伊賀市における世帯類型別世帯数の推移」

6 5 2

平成20年は「世界同時不況」に見舞われた年であり、輸出に依存し
た・・・

⇒

（審議会）
グラフは平成13年度からとなっており、本文でもその時
点からの説明がほしい。 ⇒

伊賀市の市内総生産額は、平成14（2002）年以降、名阪国道沿い
に企業立地が進んだことなどから第2次産業を中心に増加傾向に
ありました。しかし、平成20（2008）年、「世界同時不況」に見舞わ
れ、輸出に依存した・・・

基本構想素案から中間案への変更内容

資料 ３ 
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7 5 7

現在でも県内において有効求人倍率が最低であることなど、非常
に大きな影響を残しています。

また、伊賀地域内の雇用情勢も厳しい状況が続いており、伊賀地
域における有効求人倍率の平成24（2012）年度各月平均が、県内
において、最低であることなど、非常に大きな影響を残しています。

8 5 9

人口が減少するなかでは市内の消費も減り、地域経済も縮小して
しまいます。今後は、これまでの製造業を中心とした産業構造か
ら、観光振興や農林業の再生によって、交流人口の増加による市
外からの消費の拡大をめざすことが必要不可欠となります。

⇒

（審議会）
・「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。
・今後の課題どころか、おそらく他の選択肢もあるのに、
方向性まで踏み込んで書いているが、どこで誰が決め
たのか、違和感がある。

⇒

さらには、人口が減少するなかでは市内の消費も減り、地域経済も
縮小傾向になります。

9 6 2

このような状況のなか、税収も落ち込み、・・・厳しい局面を迎えると
思われています。 ⇒

（庁内会議）
文言の整理。 ⇒

人口減少社会や地域経済の低迷のなか、税収も落ち込み、・・・厳
しい局面を迎えます。

10 6 7

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。このため、行政運
営の効率を良くして、今あるものを有効活用するなど、できる限りム
ダを省くとともに、いろいろな主体が公共の役割をともに担っていく
ことが重要です。

⇒

（審議会）
・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。
・「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。
（庁内会議）
・「公共施設白書」に基づく分析を簡単に例示してはどう
か。

⇒

なお、伊賀市の公共施設保有量は、県内他市と比べても多く、住
民一人当たり面積の5.00㎡は県内（市）平均に比べて39％も多い
状況です。その一方で、築後30年以上を超える建物が全体の41％
に上る状況です。こうした施設には維持管理費がかかるうえ、今
後、ピーク時の修繕や建て替えの費用を伊賀市公共施設白書で
は年間30～55億円に上るものと予想しています。

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

11 7 2

ご覧の通り、今や、「伊賀市の再生」が待ったなしの状況なのです。
しかしながら、私たちのまち伊賀市は、未来を切り拓くことができる
素晴らしい可能性を秘めています。
伊賀市は、・・・知られています。

また、伊賀市は伊賀盆地に位置するため、四方を山林に囲まれ、
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、有機農法に
よる安心・安全な農産物がつくられています。「伊賀流忍者」をはじ
めとして、「伊賀」の名は全国的にも知られた地名と言えます。

現代社会においては、「個人」に重きが置かれるあまり、かつて見
られた地域でのつながりや共同作業の習慣などが薄れつつありま
す。そのことは、「公」(おおやけ)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、地区ごとの住民自治協議会が
設立され、市民活動についても、環境保全や多文化共生などにか
かわる特徴的なＮＰＯが見られるなど、市民活動が非常に活発で
す。こうした「民(みん)」の力は、未来を切り拓くのに必要不可欠な
ものです。

こうした背景のなか、将来にわたって持続可能な伊賀市のまちを築
くため、「伊賀市の再生」を進める指針として、新たな総合計画を策
定するものです。

⇒

（審議会）
・「潜在力」の記述が現状や課題と比べ物足りない。項
目立てをしてもっと魅力的に書き込んでもいいのではな
いか。
・「公」⇒「官」とすべきではないか。

（庁内会議）
・当初、将来像の中に現状と課題を盛り込んでいたが、
危機感を持つという意味で、現状を別にした。項目ごと
の役割を整理するため、P7までのところでは現状の記
述にとどめ、Ｐ７の最後の２行を削除し、Ｐ８の将来像の
冒頭部分の記載に盛り込んではどうか。

⇒

先述のとおり、今や、「伊賀市の再生」が待ったなしの状況です。
しかしながら、私たちのまち伊賀市は、未来を切り拓くことができる
素晴らしい可能性を秘めています。
古くからの伝統に培われた個性的な文化
　伊賀市は、・・・知られています。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
活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
　現代社会においては、「個人」に重きが置かれるあまり、かつて見
られた地域でのつながりや共同作業の習慣などが薄れつつありま
す。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、市民
活動についても、環境保全や多文化共生などにかかわる特徴的な
ＮＰＯが見られるなど、市民活動が非常に活発です。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。
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12 8 1

時代は今、大きな転換点にあります。
本格的な・・・続けるためには、市民、企業、市民活動団体、自治組
織、行政等、みんなでが痛みを共有し、勇気と覚悟を持ってまちづ
くりを担うことが必要です。
こうしたことから、伊賀市民がみんなでめざす市の将来像を次の通
り掲げます。

⇒

（審議会）
「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。

（庁内会議）
・当初、将来像の中に現状と課題を盛り込んでいたが、
危機感を持つという意味で、現状を別にした。項目ごと
の役割を整理するため、P7までのところでは現状の記
述にとどめ、Ｐ７の最後の２行を削除し、Ｐ８の将来像の
冒頭部分の記載に盛り込んではどうか。

⇒

本格的な・・・続けるためには、市民、自治組織、市民活動団体、企
業、行政等、みんなが「伊賀市の現状と今後の見通し」や「潜在力」
を認識し、痛みを共有したうえで、それを土台として勇気と覚悟を
持ってまちづくりを担うことが必要です。
このため、伊賀市民がみんなでめざす市の将来像を次の通り掲げ
ます。

13 8 18

・・・市民一人ひとりが「安心」でき、地域が「活力」に満ちたまちをめ
ざします。

⇒

（庁内会議）
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。

⇒

・・・市民一人ひとりが「安心」でき、「活力」に満ちたまちをめざしま
す。

14 9 1
次の３つの理念により・・・

⇒
基本理念と基本政策の概念整理について

⇒
次の3つの理念（考え方・姿勢）により

15 10 2

・・・大きな方向として、市民の期待でもある「安全・安心」と「活力」
に軸足を置いて・・・・・・

なぜ「安全・安心」と「活力」に軸足を置くこととなったか
の、根拠として、まちづくりアンケートの結果など市民意
識を反映していることを説明する。

・・・大きな方向として、市民意識調査結果（平成25年4月）でも特に
希望が多い「安全・安心」と「活力」に軸足を置いて・・・

16 10 2

・・・「安全・安心」と「地域の活力」に軸足を・・・

⇒

（庁内会議）
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。

⇒

・・・「安全・安心」と「活力」に軸足を・・・

17 10 3

市民、企業、市民活動団体、自治組織、行政等・・・

⇒

「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。 ⇒

市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政等・・・

18 10 7
これらのことの実現に向けて、・・・

⇒
（庁内会議）
文言の整理。 ⇒

めざす伊賀市の将来像の実現に向けて・・・

19 10 10

２．地域の活力

⇒

（庁内会議）
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。

⇒

２．活力

20 10 図 ⇒

（審議会）
「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。

⇒

イメージ図挿入

21 11 1

●・・・・まちをめざす

⇒

（審議会）
・計画の文言としては、「めざす」などの方向性だけを示
すようなあいまいな表現は避け、体言止めなどにすべ
き。

⇒

●・・・・まちづくり

22 11 7

○病気になったときに適切な治療が受けられるかどうか
○高齢になっても健康でいられるかどうか
○介護が必要になったときサービスが受けられるかどうか
○安定した職が得られるかどうか
○自然災害などさまざまな事象が起こったとき危険にさらされない
かどうか

⇒

（庁内会議）
・雇用の関係は「活力」へ
・子育てについては「安全・安心」へ
・自然災害だけでなく、大規模事故等についても記述す
る
以上の点について修正。

⇒

○病気になったときに適切な治療が受けられるかどうか
○高齢になっても健康でいられるかどうか
○介護が必要になったときサービスが受けられるかどうか
○子どもを安心して育てられるかどうか
○自然災害や重大な事故などさまざまな事象が起こったとき危険
にさらされないかどうか

3



23 11 21

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
●子どもたちが伸びやかに育まれるまちをめざす

⇒

（審議会）
「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。

（庁内会議）
これまでの議論の中で、3つの柱の考え方が整理されて
きている。他の政策を見ていった時に、安全・安心に
入っていた方がしっくりくる。安全・安心の文章の中でも
子育ての内容を含めていく。

⇒

【「安全・安心の確保」に向けて展開する政策】
●子どもを安心して産み、育てられるまちづくり

24 11 22

●自然災害などさまざまな事象に備え、危機管理できるまちをめざ
す

⇒

（庁内会議）
・危機管理が目指すところは、安全安心。
・市の立場で行くと危機管理していきたいということだ
が、市民の立場に立つと安心して暮らしていきたいとい
うことになる。できるだけ市民と共有するという表現にし
ていった方が良い。
・自然災害以外にも事故等に対する記述も必要。

⇒

●自然災害や重大な事故などさまざまな事象に備え、安心して暮
らせるまちづくり

25 11 23

【「安全・安心」の確保に向けて展開する政策】
・・・・・・・
●環境にやさしい循環型のまちをめざす
●安全・安心でおいしい水が飲めるまちをめざす

⇒

（審議会）
「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。

（庁内会議）
特に水道を特出しする必要は無い。水源確保について
も含まれてくるのであれば、環境に配慮した生活環境に
入れてもよい。

⇒

【「安全・安心」の確保に向けて展開する政策】
・・・・・・・
●環境に配慮した生活環境が整うまちづくり

26 12 1

２．「地域の活力」　～自立・持続した「地域の活力」を創出していき
ます～

⇒

（庁内会議）
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。

⇒

２．「活力」　～自立・持続した「活力」を創出していきます～

27 12 9

・・・暮らしやすく、魅力的なまちにしていくことが・・・

⇒

「●若者が働きやすく、働く意欲が持てるまちをめざす」
について、地域活力の文章の中で、就労の場の確保に
ついての内容がないので、地域の活力に入りにくい感が
あった。再生計画の中で施策は、クロスさせない方が良
いのであれば、地域の活力の分野に入れ、文章にも就
労の場の確保について盛り込んでいく。

⇒

・・・暮らしやすく、働きやすい魅力的なまちにしていくことが・・・

28 12 10

将来の世代に誇ることのできる地域づくりを進めていくことが

⇒

（庁内会議）
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。

⇒

将来の世代に誇ることのできるまちづくりを進めていくことが

29 12 14

「・・・伊賀市の資源を生かした・・・」

⇒

（庁内会議）
活かした・生かしたの漢字の統一。 ⇒

「・・・伊賀市の資源を活かした・・・」

30 12 16

自立・持続できる地域の活力を創出

⇒

（庁内会議）
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。

⇒

自立・持続できる活力を創出

31 12 18

・・・・公共交通機関や道路、情報通信などのネットワークを強化し、
人・物・情報の流れを活発にします。

⇒

（庁内会議）
・地域的な特性（中部圏・関西圏）を利点として捕らえて
いく視点があっても良いのでは。
・「モノ」（カタカナ）に統一。

⇒

・・・公共交通機関や道路、情報通信などのネットワークを強化する
とともに、近畿圏と中部圏の結節点に位置するといった伊賀市の
地理的な特性を活かし、人・モノ・情報の流れを活発にします。
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32 12 22
「おもてなしの心を生かした・・・」

⇒
（庁内会議）
活かした・生かしたの漢字の統一。 ⇒

「おもてなしの心を活かした・・・」

33 12 23

●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

⇒

「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

34 12 25

●企業活動が活発なモノづくりのまちをめざす

⇒

（審議会）
「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。

（庁内会議）
企業に視点を置くのか、モノづくりに視点を置くのか分か
りにくい。

⇒

●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

35 12 26

【「安全・安心」の確保に向けて展開する政策】
・・・・・・・
●若者が働きやすく、働く意欲が持てるまちをめざす

⇒

（審議会）
「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。

（庁内会議）
・単に働く場の提供ではなく、安心して社会で暮らしてい
くため就労の場の確保が必要という視点もあるが、だれ
もが働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり」は、安全・
安心の政策ではなく、地域の活力の政策に入れるべき
ではないか。
・地域の活力があれば、就労の機会も増えてくるので、
地域の活力に入っていても良い。

⇒

【「活力創出」に向けて展開する政策】
・・・・・
●だれもが働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり

36 12 28

　●市内外のネットワークにより、人・物・情報の流れが活発なまち
をめざす ⇒

（庁内会議）
・「モノ」（カタカナ）に統一。 ⇒

　●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

37 12 29
●多様な主体が地域課題を解決するため活躍（起業）できるまちを
めざす ⇒

（庁内会議）
「人・地域づくり」での記述内容と区別のため。 ⇒

●多様な主体が地域課題を解決するため起業できるまちづくり

38 13 13
また、地域の潜在力となっている女性の力を生かすことが

⇒
（庁内会議）
文言の整理。 ⇒

また、地域の女性の力を活かすことが

39 13 17

さらに、地区ごとの住民自治活動や、テーマに応じた市民活動など
の「民(みん)」の力が発揮されるよう活動環境を整えることによっ
て、伊賀市の未来を切り拓く地域づくりを推進します。

⇒

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、テーマに応じた市民活動などの「民(み
ん)」の力が発揮されるよう活動環境を整えることによって、伊賀市
の未来を切り拓く地域づくりを推進します。

40 13 24

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
●女性が活躍する男女共同参画のまちをめざす

⇒

（庁内会議）
「女性が活躍する男女共同参画のまちづくり」について、
男女共同参画の視点からいえば、女性だけを特記すべ
きではないと考える。
・市長の女性が活躍できる場をもっと掘り起こしていきた
いという考え方を踏まえ、女性を特出ししている。

⇒

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
●女性がより一層活躍できる男女共同参画のまちづくり

41 13 26

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
●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 ⇒

（審議会）
「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。」

⇒

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
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

42 13 27

●生涯にわたって生きがいが獲得できるまちをめざす

⇒

（庁内会議）
「生涯にわたって生きがいが獲得できるまちづくり」⇒
「生涯にわたって生きがいが持てるまちづくり」

⇒

●生涯にわたって生きがいが持てるまちづくり
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43 13 28

●文化の違いを越えて、多文化が共生するまちをめざす

⇒

（審議会）
「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

44 13 29

【「活力創出」に向けて展開する政策】
・・・
●文化活動やスポーツ活動が活発なまちをめざす

⇒

（庁内会議）
・「文化活動やスポーツ活動が活発なまちづくり」は、地
域の活力の政策ではなく、人・地域づくりの政策に入れ
るべき。
・人・地域づくりにも関わる政策ではあるが、文化・ス
ポーツを通して地域振興につなげることに重きを置くの
であれば、地域の活力の政策にあってもよい。

⇒

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
・・・
●文化活動やスポーツ活動が活発なまちづくり

45 13 31

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
●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

⇒

（審議会）
「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。

⇒

【「人・地域づくりの推進」に向けて展開する政策】
●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

46 14 2・7

市民、企業、市民活動団体、自治組織、行政等・・・

⇒

（審議会）
「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。

⇒

市民、自治組織、市民活動団体、企業、行政等・・・

47 14 8

・・・企業などが連携・協働することによって・・・・ （庁内会議）
文言の整理。
協働は連携と協力を含むものであるため、意味の重複
を避け、分かりやすく整理する。

・・・企業などが連携・協力することによって・・・・

48 14 10
最低限、公が担うべき・・・

⇒
（審議会）
「公」⇒「官」とすべきではないか。 ⇒

最低限、行政が担うべき・・・

49 14 12
・・・有効で効率的な事務事業については、・・・

⇒
（審議会）
「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。

⇒
・・・有効で効率的な事務や事業については・・・

50 14 14

・・・子や孫のために・・・

⇒

（審議会）
・「・・・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・・・
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