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平成２５年度第４回伊賀市総合計画審議会 議事録 

 

開催日時 平成２５年８月７日（水）19:00～21:15 

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） 

 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） 

 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 

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３回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

４ 審議事項 

（１） 総合計画基本構想中間案について（資料２、３、４） 

（２） （仮称）再生計画重点プロジェクトについて（資料５、６） 

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 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 

 

２ 議事録署名者の指名について 

◇議事録 運営規定第 4条に基づき、平井委員、鈴木委員を署名委員とする 
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３ 第３回審議会質疑内容の確認について（資料１） 

・総合計画策定日程、資料１について説明（事務局） 

 

（委員） 

庁内会議、本部会議、プロジェクト会議、これはどういう会議か。 

（事務局） 

庁内会議は二つをまとめて総称しているもので、総合計画の策定に際し、市長を

議長とした総合計画等策定本部会議、その下に副市長を座長とした総合計画等策定

プロジェクトチーム会議で、基本的にはプロジェクトチーム会議で審議会へ提案さ

せていただく原案を審議し、その結果を本部会議へ上程して決定し、市の案として

審議会に諮るという流れで、日程表もその流れで矢印が入っている。 

（委員） 

どちらも企画部の会議か。 

（事務局） 

この会議については全庁的な体制となっており、プロジェクト会議は各部の次長

級を、本部会議は各部の部長級を中心としたメンバーになっている。 

（委員） 

プロジェクトチームは次長で、本部会議は部長と市長ということか。なぜ、二つ

会議をつくったのか。 

（事務局） 

プロジェクト会議については具体的な素案をつくっていく段階で会議を進めてい

る。本部会議は、その出来たものを審議していくということで設置している。 

（委員） 

プロジェクト会議で素案が出来、本部会議で審議して、審議会へ出されてきて、

また逆のルートを戻るという考えで良いか。 

（事務局） 

逆のルートと言うと審議会からまた本部会議へ戻ることになるが、審議会が終わ

ればプロジェクト会議に戻るということでご理解いただきたい。 

（委員） 

分かりました。 

 

４ （１）総合計画基本構想中間案について（資料２、３、４） 

・資料２、３、４について説明（事務局） 

 

（委員） 

３ページの「人口減少社会への突入」だが、「減少に入ったと言われます」ではな

く、国勢調査で明らかなので「減少に入りました」である。付け加えるならば、「わ
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が国の生産年齢人口は 1996年より減少に転じ、2008年から減少しております」とは

っきり書くべきだと思う。４ページ、折れ線グラフで比率が上がっているのは増え

ているような印象があるので、３ページの人口ピラミッドを平成２年、22年、32年、

42 年と４つ並べたほうが分かり易いのではないか。５ページ、これも世帯が増えて

いるような印象の棒グラフなので、むしろ円グラフで示したほうが分かり易くなる

のではないか。これも平成２年、12年、22年の３つぐらいを挙げておけばよく分か

るのではないかと思う。６ページ、「公共施設の市民一人あたり延床面積の比較」が

あるが、単にこれだけ見ると伊賀市は良いのではと思ってしまうので、適切な延床

面積は大体これぐらいとされているという論文か何かを加えておいていただくと喜

んで良いか悪いかが分かって良いかと思う。10 ページ、円を３つ並べたものも分か

り易いが、市民のマンガを描いて、それをこの３本の柱で支えているような図のほ

うがイメージしやすいのではないかと思う。12 ページ、「人口が減り」「これまで以

上に活力を生み出していくことは、並大抵のことではありません。」と、人口減少を

非常に嘆いているが、人口減少は必ずしもマイナスではない、ビジネスチャンスと

して捉えるべきであるというのが、今の国の審議会の大方の答申なので、そちらを

並べておいたほうが良いのではないかと思う。13 ページ、「「崇廣堂」が残り、地域

の人々が主体となって」、崇廣堂は地域の人々がつくったものではなく、事実関係に

反するので「「崇廣堂」が残っています」で一旦切り、「地域の人々が主体となって

古くから教育を大切にしてきた」というのが確か上野市史にあったと思うので、施

設の名前を１つ入れてそれを次の文章に繋げていただければと思う。最後の 16ペー

ジの図だが、島ヶ原、希望ヶ丘などは市街地ではないのかという文句が出てもいけ

ないので、今の団地と集落は皆この山吹色に塗っておいてはいかがか。 

（委員） 

人口減少が、平成 15年発行の伊賀市まちづくりプランでは、平成 42年には 86,050

人になると書いてあるが、本日いただいた資料では 79,913 人で、平成 12 年と平成

25 年でそれだけ合っていないと将来はもっと狂ってくるのではないかという気がす

るのでご説明をお願いしたい。もう一つ、７ページ、「市民の誇りである豊かな自然、

それと共生する農林業」非常に良いことが書いてあるが、インフラの整備は一体ど

うなっているのか。農林業を大きく発展させていくためにはインフラの整備が必要

なので、そういうところをもう少し入れてはどうか。 

（委員） 

６ページの公共施設の保有量だが、伊賀市では公共施設の取得年月日や取得価格、

会社で言えば財産、資産という点だが、整理されているのか。 

（事務局） 

公共施設の部分は施設白書の中で把握している。 

（委員） 

資産簿が出来ているのか。会社で言えば財産目録だが、総務省が各自治体に整備
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するよう通達を出した。私は指定管理の選定委員だが、以前ある施設で取得年月日

がよく分からないという施設があった。それで議論が止まってしまった記憶がある

が、伊賀市はきちんと出来ているのか。 

（事務局） 

取得したときの金額などは出ているが、時価に直したものや、土地などもあるが、

そういったものまでは追求していない。 

（委員） 

年月日と取得価格は分かるのか。 

（事務局） 

分かる。 

（委員） 

では、分からないのは。 

（事務局） 

時価評価などである。 

（委員） 

要は減価償却というところは分からないと。取得年月日はすべての施設で分かっ

ているということで間違いないか。 

（事務局） 

はい。 

（副市長） 

人口推計について、約 10年前につくられた伊賀市まちづくりプラン建設計画の推

計と異なるという点だが、人口推計は、今回も前回も基本的には人口問題研究所と

いう厚生労働省の外郭団体が出しているものを使っている。５年に一度、推計を見

直しており、基本的な考えとして５年間での各自治体の人口の変化、これが一定期

間続くという前提に立っているので、この５年間の変化が 10年前と現在とでは若干

異なっているという状況である。主な要素としては自然動態、人が生まれる数と亡

くなる数、そして社会動態、人が入ってくる、それと出ていく、この差が大きく影

響してくるが、社会動態等の変化が影響しやすい面もあるので、例えば 10年前であ

るとゆめポリスを中心に企業立地等も進み、新たに住宅団地も開発されてきた経緯

もあったが、現在はそういったものがないなど、情勢が変わっていると推察される。 

（委員） 

説明を補足させていただく。厚生労働省の人口問題研究所では、出生率、死亡率、

晩婚率、人口動態などを元に地域別の将来推計人口を高位、中位、低位で主に３つ

に分け、さらに６通りに分けて、結局９通りぐらいになっている。現在のところ、

低位推計よりさらに減少率が進んでいる。79,913 人は中位推計だと思うが、やはり

これは低位推計を書いたほうが安全かと、あるいは高位、中位、低位に並べておい

て、いずれにしても減っているが、こういう状況であるということを書かれたほう
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が親切という気はする。一言中位推計であると入れておけば誤解はないかと思う。 

（委員） 

13ページ、「展開する政策」の「生涯にわたって生きがいが持てるまちづくり」と

いう一項があるが、その他の政策は、男女共同参画、人権の尊重、充実した教育な

ど、どういうことを政策にするかということが分かる、あるいは、やらなければな

らないことも分かる気がするが、「生きがいが持てる」というのは一体何をするのか。

すべての政策が実現していって生涯にわたって生きがいが持てるまちが出来ていく

という構図になるのではないか。この一項は少し場違いではないか、むしろ前文の

ところ、あるいは最初の基本のところで、活かす言葉ではないのかという気がした。 

（事務局） 

「生涯にわたって生きがいを持てるまちづくり」について、こちらでは生涯学習

的なものをイメージしていたが、仰るように少し大きな意味にも捉えられる。その

点についてはまた考えさせていただくが、委員の意見、またその他色々いただいた

意見について、基本的にこの審議会の委員の中で出た意見が議論されて、審議会と

して直していくという意見をまとめていただいたら、事務局でまとめさせていただ

きたいと思っているので、その点よろしくお願いしたいと思う。 

（委員） 

冒頭に委員から色々ご指摘いただいた点も含め、この３つの基本政策について、

ほとんど伊賀らしさが無いと思う。どこの市や町でも共通するような捉え方である。

今は中間であるのでこれは課題として申し上げているが、次の段階ではこの地、こ

の伊賀、この地元に合う施策を具体化していくための文言で書かないと入口で止ま

ってしまうと思う。公共施設について、維持費も大きく、いつまでも持っていても

総合計画にとっての問題となる。市にとって不要な遊休資産は処分したほうが良い。

土地が値上がりする時代は良かったと思うが、今はそういう時代ではない。財産を

どう処分していくかはどこかできちっと押さえないと財政は逼迫するばかりである

し、問題解決にはならないと思う。公共施設の保有量が出てきたが、委員も仰って

いるように、伊賀市が一人あたり 5.0 というのはどうなのか、これでは判断できな

い。合併した市であるから、旧の財産もそのまま引きずっている。これは一番大き

な問題なので、伊賀市としてどういう手を打つのかを中間報告の次の段階でぜひ具

体的に取り上げていただきたいと思う。 

（委員） 

今の委員の話に少し関係するが、「人・地域づくり」のところ、最終的に伊賀市が

どういう人をつくりたいのか、前回の話でまちと地域を分けたので、地域というも

のが分かりやすくなり、人をつくる、地域をつくるというポイントが明確になった

が、例えば市長の勇気と覚悟というキーワードを根底にそういうものをつくるため

の人というのはどういう理想像なのか、どうすれば伊賀市は勇気と覚悟を持って誇

れるまちになっていくのかということに関する議論がもう少し入ってきても良いの
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ではないか。これをしますという言い方、ターゲットはどこなのかということをも

う少し示されても良いのではないかという気がする。 

（委員） 

個人的な印象だが、全般的に分かりづらい。ここには関心の特に強い方が来られ

ていると思うが、これを伊賀市の総合計画の基本構想、まちづくりの基本構想とし

て一般市民に周知していくことが目的だと思うので、もう少し分かり易くならない

かという印象である。例えば４ページのグラフ、高齢化の推移と年齢別人口の推移

だが、まとめて書いてあると読み取るのに時間がかかると思う。これをどう最終的

にアウトプットするか、誰に対して出していくのかを考えた上で、見せ方を外さな

いようにしなければいけない。もう一点、データについては４ページの「年齢別人

口の推移及び推計」は 42年まであるが、それ以外は実績値なので、今後のことを語

るにあたって、歳入、歳出の面の見通しは出せないのか。今後のことをこれから計

画していく上で、そういう予測が見やすい形でないとパッと入ってこないと思うの

で、そういうものがあれば良いと思う。 

（副会長） 

ご指摘いただいたように、人口が基本で、人口の推計はある程度出来るが、それ

をベースに、世帯類型別の世帯数の推移を平成 42年まで引っ張れるかというと、こ

れは厳しい。トレンドとして単身世帯や高齢二人世帯が激増するということまでし

か言えそうにない。５ページの下の総生産のグラフについても、リーマンショック

以降ガクッと減っていることに象徴されるように、おそらく来年、再来年辺りはも

う少し上向くかも知れないが、何かが起こるとまた下がるかも知れないので、人口

以外の部分については非常に見えにくいというのが現状ではあると思う。他の部分

について平成 42年までの推計を示すのは、非常に厳しいと思わざるを得ない。 

（委員） 

では何をもって。例えば公共施設についても将来的に、今あるものを維持してい

くには 55億かかる。その後ある程度たたんでいくしかないと思うが、漠然とした将

来の、この問題については対策しなければいけないというのはあると思うが。 

（副会長） 

総合計画の中で今後の見通しの部分なので、かなり難しくなっていくという現状

については厳しいということが、いくつかのパートについて書いてあるというとこ

ろにとどまっているが、これらを受けておそらくこれからの再生計画の具体の部分

では公共施設をどう整理、統合していくかということも、一項目として必ず出て来

ざるを得ないと思っているので、今ご議論いただいていた公共施設の話も、施設白

書をベースに今後の方針は明確に出てくると思っている。 

（委員） 

産業の将来予測は経産省の産業構造審議会が、平成 40 年か 50 年ぐらいまでの人

口減少に伴う予測を出している。伊賀市の予測は難しいので、とりあえずこれを引
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用しておいてはどうか。 

（副会長） 

市の計画なので、国のトレンドをそのまま引っぱるわけにはいかないと思う。市

民が危機感を共有するための資料ということから言えば、やはり伊賀市に即してど

うなのかという確実なデータでまず示しておく必要があるのではないか。 

（委員） 

確実は無理である。 

（副会長） 

総生産と歳入は将来を見極めるのは本当に困難なので、全体のトレンドを示すか

あるいはそれを文言でさらに縮小傾向になるという書き方をせざるを得ない、その

程度という気はする。 

（委員） 

産業構造審議会のグラフのほうが危機感は一層煽られると思う。 

（委員） 

総合計画をつくる要素として、何が尊重されなければならないかと通常言われて

いる部分という形で紹介すると、現状認識をどう捉えるかということが出発点にな

っていると思う。事務局は、伊賀市の現状をどのように捉えるか、どのような意味

合いで見るかというところを「今後の見通し」という言葉で今回叶えられたが、実

際は見通しをここで予測するのではなく、どのような問題意識でその現状を捉えな

ければならないかというぐらいのところまでに抑えていかないと難しいのではない

か。現状をどのような意味合いで捉えれば良いか、どういう問題意識を市民の方々

に持っていただくような現状の出し方をするか、ということかと思う。人口は確実

に減ってきており、事実として今後も大きく伸びる要素はないということが危機感

の問題として捉えられているし、世帯もそうである。生産人口も、生産人口が減る

ということを経済の縮小として捉える意味合いもあるが、老齢人口が増えることで

新しい雇用、働き方を見つけだすビジネスチャンスという意味でも一方で捉えられ

る、そういう捉え方があるというトレンドをこの部分で示すぐらいに止めておかな

いと、と思う。そういった意味と、「今後の見通し」が総合計画の見通しと取られて

しまうと少し先走り過ぎた副題になってしまうという印象を受けたので、その辺り

の誤解をなくすような説明をするか、可能であれば、「今後の見通し」はもう少し検

討されてはどうか。 

（委員） 

会議後の提案意見のところで、今後の課題として近未来のデータを出来るだけ入

れたほうが良いのではないかということを提案させていただいた。今回出していた

だいた国立社会保障・人口問題研究所の出している 2040年までのデータは、色々な

ところで総合計画などを見直すときによく使われているもので、これは入れられる

が、総生産に関しては難しく、あまり無意味なものを持ってくるよりも伊賀のほう
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が良いと思うのでそれはいらないだろう。「厳しい財政状況」のところは、前回、参

考資料４で市税収入の推移などは、伊賀市の財政の合併特例債の推移のところで平

成 32年ぐらいまでのデータは既に出していただいているので、グラフでなくても分

かり易く書くことは可能だと思う。ただ、人口が減るので市税が何分の一ぐらいに

なる程度の表記はあったほうが分かり易いのではないか。人口と課税に伴って市税

は減っていくことは確実な事実なので、それぐらいのところを今回出してみても良

いのではないか。今回の総計自身が、１回目からずっとテーマにしているが、市民

に危機感を共有していただくということと、それだけではなくて重点プロジェクト

でとにかく人口が減っていく中、選択と集中でこれをやっていくのだというところ

まで踏み込んだ新しいスタイルをめざしているので、現状分析だけではなく若干未

来的なデータを入れておいたほうが良いと私は思う。 

（委員） 

産業構造審議会では人口減少はビジネスチャンスであると、そう結んでいる。そ

れでよいと思う。 

それと提案だが、６ページまで、10ページまで、16ページまでで一旦まとめては

どうか。完全にまとめるのではなく、このような意見が出たが反対はないか、では

そのままで行きましょうか、ぐらい。反対意見は特になく、いずれももっともな意

見なのでそのまま採用していただくという主旨でいかがか。 

（会長） 

ごもっともな意見だが、次に控えている再生重点プロジェクトについての審議も

ここでしっかりしていただきたいと思っているので、出来れば今の時点で中間案を

出していただいた委員の皆さんの意見をしっかり事務局でまとめていただき、もう

一度８月にあるので。 

（委員） 

市の担当者から、意見が出たがこれはちょっと難しい、これは考えておくという

ことで最後結んでもらってはどうか。今、難しかったら今度でも良いが。 

（委員） 

今は難しいと思う。次回もう一度考え方を出すということで良いか。 

（副会長） 

「今後の見通し」というタイトルも少し考えた方が良いのではないかという提案

が出ているので、事務局でもう一度検討していただければと思うし、画（え）の見

せ方はまたご検討いただければと思っている。ここで採用不採用という話ではない

と思う。ただ、これについて何度もご検討いただいており、見せ方の話と、分かり

易さということはあるが、基本政策の部分で大きな変更はないという感じはあるの

で、一旦ここで了としておいて、重点プロジェクトに議論を移し、そして尚かつ重

点プロジェクト、それから、個別の総合計画の項目の中でまた議論で戻ってくると

いう場合は絶対あると思うので、中間案としてまずはこれで行こうという合意だけ
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あれば良いのではないか。 

（会長） 

副会長に総括的にまとめていただいたが、中間案として今後市議会なり市民のパ

ブリックコメントへの提出という段階を踏んでいくので、基本的な考え方に変わり

はないということで、本日の意見を踏まえて事務局に整理していただき、次回出し

ていただくということで次の段階に進めさせていただく。 

 

４ （仮称）再生計画重点プロジェクトについて（「新しい伊賀市総合計画の骨子（仮

称・再生計画の原案）」、資料５、６） 

・「新しい伊賀市総合計画の骨子（仮称・再生計画の原案）」、資料５について説明

（事務局） 

 

（委員） 

市民病院の医師がイギリス視察をされたと新聞に載っていたが、行かれてどうい

う役に立つようなことがあったのか。 

（上野総合市民病院） 

イギリスの病院は色々なシステムが整然としており、医療の流れもかなり日本の

標準的なものとは違って先進を走っている。院長がイギリスで勤めていたことがあ

るので、そちらの病院を今年も二つ、特にシステム的なことを、患者を受け入れて

治療方針をつくり、きちっと説明をして治療を実施していくというシステムが整然

としている病院で、研修させていただきたいと考えている。 

（委員） 

研修の結果を地域福祉再生プロジェクトに活かしていただきたい。 

（委員） 

医療に関しては救急医療体制の充実を図るということだが、この文章では、受け

入れるほうばかり見ている気がする。本来はこの下に一言だけ書かれている病病連

携、要するに急性期を脱した患者を療養のほうへ移行しないと新しく患者を受け入

れられないという現状がある。医者がたくさんいてもそういう状況は現実としてあ

ると思う。極端に言えば、社会的入院という言葉もあると思うが、退院してどこに

も行くところがない、家族もいないということになるとたちまち医療のサイクルが

止まってしまう。今の段階では確かに常勤の勤務医を確保して救急の患者を受け入

れることが出来ることが大前提だが、同時に今のような問題が出て来るので、急性

期を脱した患者、慢性期を受け入れる病院についても手を打っていかないと３年後

かなり状況が変わるのではないかと危惧する。このプロジェクトの文面の中にもも

う少し説明いただけたらと思う。 

（委員） 

２点あるが、地元にある民間の総合病院と市民病院との連携はどう考えているの
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かということと、取組②の機能強化というのは経営上出て来ると思うので、市民病

院の現状の経営実績、民間で言えば、損益計算書とか貸借対照表がないと、それを

３年間にどう持ってくるのか議論ができない。今現実どうなのか。赤字補填はして

いるのか。赤字補填を例えば３年後になくすには、そういう具体的な話を教えてい

ただきたい。 

（上野総合市民病院） 

委員の仰る通り、赤字補填は受けている。医師不足をプロジェクトの最重要点課

題としているが、医師の不足で思っただけの診療が行えず、診療報酬がなかなか増

えない中で赤字が発生しているので、その補填はしていただいている。病院として

は、一番の特効薬は医師の増員によって診療報酬を増やすことだと考えている。 

（委員） 

増やして増やすという気持ちは解るが、いくら増やすかという具体的な数字を持

って、市からの持ち出しを少なくしないと、市そのものが財政が厳しいという状況

なので、いかに自立していただけるか、それはあくまでも気持ちだけで良いのか、

考え方を教えていただきたい。 

（副会長） 

今回のこれは総合計画の中の市民病院の位置付けなので、今お話があったように

民間病院とどう連携するか、そしてその二つの病院をどう使うのかという市民の役

割などを書いていった上で、３年後に具体的に市民病院も含めた医療の再生の目標

というものを示されることになるのではないかと思う。その時に望ましいのは当然

公費の組み入れはほとんど無いという状況だろうし、そのためには、医師を増やし

て診療科目を増やすことが次のターゲットになっていくと思う。３年間でめざす成

果と言うときの３年後の姿と、そのためには年次計画をこうすべきだという計画が

この再生プロジェクトの中で今後具体的に出てくると思う。３年後にどこまで、ど

ういう目標を置くかということはかなり政策的な判断なので、どういう形で書ける

かは難しいと思う。 

（委員） 

赤字補填をどの辺りまで許容するかということか。 

（副会長） 

そういうことだと思う。民間の病院との連携などもすべて考えていくと思う。 

（会長） 

医療のほうの意見が多いが福祉に関する意見はあるか。 

（委員） 

重点プロジェクトに最初は「医療の再生」と出ていたが、前回欠席したので十分

分からないが、地域福祉再生プロジェクトということで地域福祉が加わった、その

背景には社会保障制度改革国民会議の報告の中で、要支援１、２が介護保険から外

されるという提言もあったということも影響しているのか。ここに、「他職種協働に
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よる連携強化を図り、地域支援ネットワークの形成を進めます」とあるが、他職種

ということで、例えばインフォーマルのサービス、生活支援といったことを視野に

入れているのかどうか、そういうことが当然地域包括ケアシステムの中にも入って

くると思うが、その辺りのことも少し、見える形で書かれていないので、明確にし

ていただけたらと思う。 

（委員） 

資料５の１ページ、「市（介護高齢福祉課、地域法活支援センター）は、地域包括

ケアシステムの仕組みの構築に向けて取り組みます。」ということだが、この地域包

括ケアシステムの仕組みについて、簡単に説明していただきたい。それと、下のほ

うに、そこへ社協と社会福祉法人は参画すると書いてあるが、医療は確かにとても

大切だが、一市民からすると福祉は医療だけではなく、もっとたくさんある。問題

はたくさんあるかと思うが、それを地域包括システムでどのように取り組んでいく

のか、教えていただけないか。 

（健康福祉部） 

まず１点目、地域包括ケアシステムについて、１ページの最下段にもある空欄に

注釈は必要になると思う。地域包括ケアシステムとは何かだが、一口で言うと、病

院完結から地域完結ということと理解している。団塊の世代、2025 年問題と言われ

る中で、究極は在宅支援から在宅医療という形になる。その中で、地域包括ケアシ

ステムとは、都市型と良く言われているが、概ね 30分以内に必要なサービスが提供

される体制である。これは中学校区単位でのシステムづくりである。その中には当

然医療と介護保険も在宅、施設サービスもからんでくる。そういった中で、●の５

つめ、社協、社会福祉法人は介護保険事業もしているので、こういった構築に参入、

参画していただく必要があるということである。ただ国が言っている地域包括ケア

システムはあくまでも都市型なので、伊賀市については伊賀市で出来る体制を一つ

ずつ無理なく、急ぐ必要はあるが、今の社会資源に見合った体制づくり、地域包括

ケアシステムをめざした取組が必要と考えている。 

（委員） 

この資料で２、３ページ目に取組内容①、②、③と挙げていただいてあるが、一

番大事なことは、市民と包括支援センターや相談システムが繋がり、そして病院や

福祉施設とがどう繋がっているか、そのシステムをどう作り上げるかということで

はないか。もっと大事なのは、社会的弱者、とりわけ交通弱者、総合市民病院がど

れだけ立派になっても自分の力では行けない人に対し、見守りが地域にあって、お

せっかい屋さんが各地域にいて声をかける、送迎の仕組みがある、そういうシステ

ムをまず作り上げる。その上に一つ一つを充実するという画を描かないといけない

のではないか。まず、小さな地域、集落が基本で、昔の５人組や向こう三軒両隣な

どといった感覚の見守りからということをこのペーパーを見せてもらって特に感じ

た。 
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（委員） 

時間の関係で次という話になると思うが、もう一度重点プロジェクトに関しては

出て来るということでよいか。その際に、地域包括ケアシステムに関する分かりや

すい資料と、検討を進める項目に関して出せる範囲で出していただきたい。それか

ら地域福祉をどこまで広げるか。今日出てきているのはあくまで高齢者に関する医

療地域福祉の体制というところの関連性なのでこれに絞り込んでいくのか、もう少

し地域福祉を広げていくのか。絞り込んだ場合、「医療・地域福祉再生」という名称

で良いのか、その辺りを次回きちっと議論するべきではないかと思う。 

（委員） 

医療の再生が中心にまずあって、それを補完する意味で地域福祉があるという意

見か。 

（委員） 

初め医療だけだったのを前回の議論で地域福祉も入れようということになった

が、今日出てきたペーパーは医療を軸に主に高齢者関係で、予防医学とか施設では

看られない在宅の関係のところに絞り込んだものを入れ込んで、それを軸にして。 

（委員） 

だからこの重点プロジェクトはそういうスタンスでいくのかということの確認を

しておかないと、非常に広範囲なものになると思う。市民の役割の中に、先程委員

が仰ったような視点からもう少し書き加えるべきではないかと思う。 

 

・資料６について説明（事務局） 

 

（委員） 

１ページの「各主体の役割」で、３つ目、市で観光戦略課などがあるが、中心市

街地や教育委員会は関わっていないのかを教えていただきたい。なぜかというと、

最初の「位置付けと課題」の中に「城下町や田園の景観」とあるが、田園はともか

く城下町の景観が今急速に崩れ去りつつある。我々中活で活動している中で、重伝

建とか、これは教育委員会の分野だが、その辺がしっかり動いていただけないと、

観光立市と言っても、実際来ていただいたら何も残っていないという無惨な状態が

かなり今スピードを上げて進んでいるので、何とか食い止めて、ある地域だけでも

保存したいという気持ちでいる。そういう意味で、行政でも教育委員会や中心市街

地で連携していただけたらという次第である。 

（委員） 

まず、「３年間でめざす成果」の●２つ目、「市民全体で伊賀市の魅力を発信し、

もてなしの心を表現する仕組みを作ります。」ということだが、これは成果として測

れるのか。どういう状態をもってこれは達成したと言えるのかという部分が非常に

疑問である。大事なことではあると思うし、内容として否定するものではないが、
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成果として挙げるのであれば、もう少し具体的な文言にしたほうが良いのではない

かと思う。観光分野について、前段の「位置付けと課題」で、「まず市民がその良さ

に気付くことが重要です」とか、「各主体の役割」で、「一人ひとりが「観光大使」

の気持ちを持ち」とあるが、そういう雰囲気に持って行くための取組はなくて良い

のか。「観光大使になりましょう」と言われて、なれるか、ということが少し疑問だ

と思う。政策の中身になってしまうが、例えば、義務教育の中で地域のことを学ぶ、

城下町の歴史を知るという要素が「良さを伝えていこう」ということに繋がってい

くのではないか。取組内容②「着地型観光の促進」や③「６次産業化の促進」とい

うものが非常に重要な部分だと思うが、主体が抜けている。②で「伊賀市民自らが

企画し」とあるが、市民自ら勝手にはしないと思う。産業化についても大事だとず

っと言われているがそれがなかなか出来ないでいるのが現状であるので、それを知

った上で促進していくのであれば、もう少しこの人たちに期待するという部分を書

いてはどうかと思う。取組内容④「力強い農業の促進」だが、５年後、10 年後の地

域農業の展望が描けない地域の人たちに、「将来について考え、プランを作成し」と

言うのは矛盾している気がする。「人・農地プラン」というのは、どちらかというと

守る部分ではないのか。地域の農業の現状をどう維持していくかは重要なことで、

実際、私の住んでいる地域も、現役世代、サラリーマンが農業の担い手になるのは

実質的に不可能なので、リタイアされてまだ元気な方たちが、現役世代の農地、あ

るいはもっと高齢の方々の農地も預かってやっていくということをやろうとしてい

る。そういう取組は、地域農業を守るという意味では重要なポイントではないかと

思っている。そういったことを具体的に応援できるような書きぶりになると良いか

と思う。守るという面では、田舎の農業では獣害対策に困っていて、お金もかかる

ので、取組⑤に森林の公益ということが書いてあるが、森林が適切に管理されてい

れば獣害も減ると思うので、そういう部分もどこかに記載があれば良いと思う。最

後に、攻める部分をどうするのかというところが読み取れないので、農業を何とか

するための政策として具体的にどういうことが考えられるかも記載したほうが良い

のではないかと思う。民間の活力をどう巻き込むかといったことになると思うが、

攻めるという観点で取組内容を挙げていただければと思う。 

（委員） 

この文面のどこに含まれるか分からないが、伊賀市のファンづくりということを

もう少し考えてはどうかと思う。例えば、伊賀市ふるさと応援寄付金やふるさと納

税など、現在伊賀市には受け入れる体制はあるが、納税した人にあまり見返りがな

い。他所の都市では、条件はあるが産品を差し上げている。見方を変えれば、お金

をいただいて、なおかつ伊賀市の良いものを試食していただき、伊賀市のファンに

なってもらう、そういう外に対する働きかけを書いていただきたい。それはおそら

く伊賀市独自の体制の中で明日からでも実行可能な話で、例えば観光施設の入場料

半額の招待券を出すなど色々工夫する余地はあると思うので、お願いしたいと思う。 
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（委員） 

「各主体の役割」の３つ目の市が主体となるところで、「農林業生産基盤の確立と、

農林産物を活かしたブランド力の強化」、これは全く間違いないが、６次産業を強化

するためにしているのに、ともすれば、６次産業産物を活かしたブランド力だけ考

えられて、１次産業に戻ってしまうのではないかという不安を覚えた。また、最後

の「ブランド力の強化」という言葉だが、もう少し上にあっても良いのではないか

と思う。「伊賀市の再生の中での位置付け」のところで例えば、下から２段落目「そ

の上で、市長のトップセールスをはじめ、幅広いチャンネルを活用して伊賀市の情

報を発信すると同時に、伊賀市全体で集客効果を上げるために」伊賀ブランド力の

強化が必要なのではないか。その辺りに来て、そのために着地型観光と６次産業化

を進めていきたいという話ではないかと思った。 

（委員） 

医療と地域福祉で、地域福祉がどちらかと言えば医療に関わる部分だけを含む形

の福祉を意識していたのと同じように、観光と農林業の関係が「観光と農林業」な

のか、包括的に行われる「観光農林業」なのか、その辺りの位置付けがはっきりし

ていない感じがする。伊賀のファンをどうやってつくっていくかという意味で、「攻

める」観点、都会の人たちとどう交流を深めていくか、伊賀の魅力が何なのかを磨

いていくというところにエッセンスがあるのではないかという気がしている。逆に

観光と農林業の両方だとしたら、農林業の課題分析があまりにも甘いと思う。農業

はもっとずっと深刻な状況にあるし、これではあまりにも重点プロジェクトとして

は彫り込みが甘いので、ファン獲得に観光と農林業で行くという焦点にするのであ

れば、重点プロジェクトとして見えやすいのではないかと思う。そうなってくると

農業は大きく２つ、ブランドをつくって、良いものを外に出して売っていくという

部分と地域の維持、守りの部分があるが、ここで両方入れてしまうとどちらも中途

半端な感じがするので、この重点プロジェクトの位置はどこなのかということをも

う少しはっきりさせていただきたい。その意味で、攻めのほうであれば６次産業化

をこれからしていく、６次産業化というのは農家が加工して商売もする、１、２、

３と農家自身がステップを踏めることを６次化と言うが、地域全体で連携する場合

など農商工連携という言い方をするので、この場合どちらかというと農商工連携で

はないかというイメージが全体にしている。あとは先程委員が仰っていたように、

担い手である。焦点を絞り込んでファンを獲得していくときに、単独に観光、単独

に農林業ではなく、例えば、今東京でトレンドになっているのがリヤカーを引いて

野菜を売ることで、都市も移動難民のような人が増えていて、地域でも同じような

状態なので、地域を巡回するようなことをどんどん広げていくとか、そういう横断

的なプロジェクトになる何か軸が見えないと辛いと思う。 

（委員） 

行財政改革の委員をしていたとき、議会の先生が入って、具体的に政治的な話も
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してくれた。なぜ今度は議員が入っていないのか。 

（事務局） 

市議会に上程をして議決をいただく計画については、議員の申し合わせの中で審

議会には加わらないことになっている。総合計画についても伊賀市になって前期の

計画を立てるときにはいたが、後期には入っていただいていないので、申し合わせ

をした時期によると思う。 

（会長） 

たくさんの貴重な意見が出たので、それを踏まえて再生重点プロジェクトの１、

２の整理を次回事務局に提案していただきたい。本日の議事全体を通して何かご意

見があれば。 

（委員） 

観光・農林業、医療・地域福祉だが、長年にわたってデータに基づかない案とい

うのは出尽くしている。データが必要。所謂マーケティングリサーチである。例え

ば上野総合市民病院の患者がなぜ減ったか、その分析が出来ているかどうか。観光

に関しては厳密なマーケティングリサーチをすれば、答えは出て来ると思う。観光

で良い例だと思うのは、湯布院、小布施、野沢温泉、高山などだが、人口が似てお

り、伊賀はそれに比べたら明らかにネームバリューはある。では、なぜダメなのか。

マーケティングリサーチをまずやる、それを挙げても良いのではないかと思う。 

（会長） 

ありがとうございました。本日の意見を次回の審議会で提案していただき、また

議論をさらに深めていただきたいと思う。これをもって本日の審議を終わらせてい

ただき、事務局へ進行を戻させていただく。 

（事務局） 

次回、第５回総合計画審議会は８月 28日水曜日、午後２時から、ハイトピア５階

の大研修室行うのでよろしくお願いしたい。事務局としては、プロジェクト会議、

本部会議等を経て、この審議会へご提案をさせていただいているが、短い期間で作

業をしているため、資料の送付が遅れることもあるが、出来るだけ早く皆様の手元

に届くよう頑張るのでご理解いただきたい。本日は長時間にわたりありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 


